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○総会報告

　平成29年６月６日（火）、日差しは強いものの、
吹く風は心地よく過ごしやすい一日となった。午
後１時から講義室401において、総会に先立ち、
弘法大師御宝前において、物故者慰霊法要が営ま
れた。
　つづいて、はじめに菅智潤同窓会長（昭和47）
が挨拶。参集への感謝、同窓会活動の現状と母校
の現況についての説明、さらなる協力へのお願い、
今年度記念講演の説明が述べられた。
　続いて、村主康瑞学長より挨拶。本日のご参集
ならびに奨学・研究助成金に対するお礼と、最近
の母校の状況の説明があった。入学者が微増傾向
であり、教職員が高等学校を巡ってPRにつとめ
ていること、仏教思想に根ざした福祉は、各現場
からも高く評価され、就職率が100パーセントと
なっていること、一方、寺院形態の変化にともな
い、寺院子弟でも就職に有利な大学を択ぶ傾向に
あることを取りあげた。また、今年３月に開催し
た声明公演では好評を得ることができ、太元法の
伝授開筵もすすめており、真言宗における「おが
む」ということを追求するなど、種智院大学へ来
たらやはり違うなと言われるような学校を目指さ

なければならないことを話された。同窓会会員の
皆様にもお知り合いを紹介していただくなど、一
人一人の積み重ねをお願いしたい旨述べられた。
　座長は上原雅明副会長（昭和54）が選出された。
審議事項に先立って、今年度同窓会奨学金受給者
を紹介し、報告事項の①にある同窓会奨学金につ
いての項目を繰り上げた。宇垣泰明事務局長（昭
和57）より、今年度は大学側から３名の推薦があ
り、同窓会執行部役員により審議し、３名への支
給が決定されたことを報告。受給者の代表が挨拶
し、学業に対する豊富などを述べた。
【審議事項】
①平成28年度事業報告ならびに会計報告（会計監
査報告を含む）について
　配布した事業報告書ならびに会計報告書にした
がって、事務局長より前年度実施した事業ならび
に財務諸表について報告。続いて村岸定光監査役

（昭和48）より会計監査について報告。異議なく
承認された。
②平成29年度事業計画ならびに予算について
　事業計画書ならびに予算書にしたがい事務局長
より説明。異議なく承認。
③特別事業について
　ひとつの案として検討中の講習会について事務
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局長より説明があり、講師への打診をはじめ、日
程や受講料等の設定などの検討をすすめていくこ
と。良い案があれば参考にしていくべきことなど
が述べられた。
④その他
　特になし。
【協議事項】
①同窓会活動協力金について
　会費制度を見直して会費徴収をすすめるには、
会則の改正が必要であり、大学側との連携もなど、
制度の変更は困難な課題が多く、そのための審議
がすすまないのが状況であること。引き続き維持
運営協力金のご協力をお願いしなければならない
現状、また最近は支出超過が続き、これまでに蓄
えられた余剰資金を使っている財務状況も説明さ
れた。
②支部活動の活性化について
　現在、支部として活動がみられるのは、近畿支
部、京滋支部、智山学生会同窓会の３支部であり、
ほかにも支部活動に積極的な方があれば、事務局
として可能な限り対応していくことが述べられた。
③その他
　特になし。
【報告事項】
①同窓会奨学金について
　議事開始の冒頭で一部説明した通りで、１人あ
たり20万円を支給すること、前期では３名が採用
されたが、もう１人分の枠があるので、後期に募
集する旨報告された。
②同窓会研究助成金について
　毎年４月〜５月に募集を開始し、ウェブサイト
やメールマガジン等でも告知。今年度は准教授の
シャキャ・スダン先生より「ネパール現存の仏教
写本から見る儀礼の体系について」という研究課
題で応募があり、当日午前10時半から菅智潤会長、
上原雅明副会長、内山仁空師（昭和54）、幡山寛

念師（昭和51）、の各執行部役員と、大学の教員
から松本峰哲教授にお願いし書面による講評をい
ただいて審査を行い、異議なく承認された。
③その他
　特になし。

　議事は滞りなく終了し総会は閉会。続いて午後
３時から講義室306において、愛知大学国際問題
研究所客員研究員の内藤理恵子先生による記念講
演「現代社会において僧侶に何が求められている
か」が開かれた。
　学生はもちろんのこと一般の方々も多数来場し
熱心に耳を傾けていた。
　現代社会における、葬送や供養の変化、家族や
親戚との関係や意識の変化などを取り上げて、現
代社会の状況を解説。危機感を抱いた僧侶が、現
在おこなっている活動などを紹介。仏教の良さを
発見してもらえるような、これからのあり方とし
てていくつかの提言があった。限られた時間内に
中身の濃い内容を話され、その後の質疑応答でも
熱心なやりとりが見られた。
　講演終了後、記念撮影がおこなわれ、今年の懇
親会場となったホテルグランヴィア京都に向け
て、バスで移動し、午後６時から懇親会を開催。
総会の実施を手伝ってくれた学生や、教職員も多
数出席。菅智潤同窓会長の挨拶で幕を開け、記念
講演をお願いした内藤理恵子先生に乾杯のご発声
をいただき祝宴に入った。
　宴席の間、宮城洋一郎先生から日本仏教福祉学
会第52回学術大会のご案内、今年度同窓会研究助
成が決まったシャキャ・スダン先生から、研究に
ついての報告が述べられた。そして、会員の皆様
から寄せられた近況報告などが紹介されて、最後
は全員で種智院大学学生歌を斉唱し、来年の再会
を期して和やかな内に散会した。

卒年 氏　　名
昭和47 菅　　智潤
昭和50 國定　道晃
昭和53 鷲尾　遍隆
昭和54 上原　雅明
昭和54 内山　仁空
昭和54 岡田　幸恵
昭和54 新見　和言
昭和56 長谷　法寿

卒年 氏　　名
昭和56 北尾　隆心
昭和57 宇垣　泰明
昭和57 新垣かほる
昭和59 橋本江理子
昭和60 武村　尚史
昭和60 吉田　大治
昭和60 渡邊　恭章
昭和62 山下　髙仙

卒年 氏　　名
平成04 長岡　誠宏
平成08 湯通堂法姫
平成12 SHAKYA Sudan
平成14 鈴木　尚史
平成16 藤井　正史
平成21 鈴木佐太郎
賛助 春日　　愛
賛助 佐伯　俊源

卒年 氏　　名
賛助 村主　康瑞
賛助 平岡　宏一
賛助 古川　洋一
賛助 宮城洋一郎
学生 坂本　宗謙
学生 吉田　渉太
学生 佐野　行宏
来賓 内藤理恵子

平成29年度種智院大学同窓会総会出席者
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　同窓会の皆様には、お健やかな日々をお送りのこ
ととお慶び申し上げます。平素から母校のために篤
い思いをかけていただき、心より感謝いたします。
　今年も、さまざまな災害や事故のことを耳にし、
そのたびに心が痛みます。あるいは自然災害もあり
ますが、中には人為的なものも含まれております。
人の心がすさんでいる、何よりの証しではないかと
考えざるをえません。
　そんななか、心温まるニュースを聞きますと、ま
だまだ人間も捨てたものではないと思います。人は
自然や周囲の方がたに生かされ、そして活動して生
きているのだと思います。互恵への感謝が大事なこ
とだと思う日々であります。
　本学は、その小ささゆえに学生同士、また教職員
と学生との距離が近いので、温かさをもって接する
ことができます。先日も、ある学生が学食に置き忘
れた財布を、別の学生がそのまま届けてくれたこと
がありました。障碍のある学生を、教職員や友人た
ちが手助けしながら活動していることもあります。
このようなことを見聞きするたびに、本学の良さを
感じます。本学の自慢は、小さくて手作りの温かさ
があることでしょう。ほっとかない大学です。
　その一方で、この春には、本学の学生たちが京都
市内の大きなホールで天台声明と共演する声明公演
をいたしました。天台宗のセミプロ集団を向こうに
回しながら、決して引けをとらない立派な声明を披
露し、満場の聴衆に感動をあたえてくれました。先
生の熱意あるご指導と、学生諸君の研鑽の賜物です。
そしてまた、今年の卒業生のなかには、社会福祉士
と精神保険福祉士の国家試験に両方合格した学生や、
さらに学問を修めるために大学院に進学する学生も
複数おりました。就職希望者も、全員第一志望の所
に就職いたしました。
　人物、技量、学識、どれをとっても遜色のない人
材の育成、弘法大師の綜藝種智院の理想に近づけれ
ば何よりです。
　そのためには、同窓会の皆様のご援助、ご協力が
不可欠であります。どうぞご寄付、学生の入学者増
にお力添えを重ねてお願い申し上げます。
� 感謝合掌

学長挨拶

種智院大学学長　村主　康瑞

　会員の皆様におかれましては、それぞれの職場でご
精進されておられると拝察いたしております。
　さて、大学の運営状況ですが、経営本山は数年前か
ら通常の助成金の倍額を拠出し、相応の学債を購入し
て大学を支援いたしております。
　大学の校舎自体も築18年を経過しており、エアコン
等諸設備の改修が次々と必要となって来ております。
　入学者も少子化、大規模大学への入学等々で、益々
減少すると予測されます。
　最近の大学関係のニュースでは、文科省が国立大学
法人の合併を勧め、運営状況の厳しい大学の合併及び
募集停止の方針を打ち出しています。既に地方国立大
学と国立医科大学の合併が進んでおります。
　近々には、大阪府立大学と大阪市立大学の合併が発
表されました。また、地方の私立大学で運営が厳しく
なった大学が、公立化して来ております。
　ここで大学移転後の入学者数を記載いたします。
平成11年仏教91名福祉115名、12年仏78福113、13年仏
57福121、14年仏56福101、15年仏61福123、16年仏58
福112、17年仏57福151、18年仏48福116、19年仏35福
72、20年仏37福24、21年仏23福28、22年仏34福26、23
年仏25福15、24年仏29福13、25年仏20福22、26年仏21
福14、27年仏20福15、28年仏15福11、29年仏18福15と
なっております。
　仏教学科入学者減少の主な要因は、新義の学生さん
が、大正大学へ入学をシフトした事。福祉学科につい
ては、福祉施設職員の給与の低さが福祉離れになって
いる事等と考えられます。
　小規模大学で安定的な運営が出来る学生数は、全学
年で400名位だと言われております。
　本年９月７日の高野宗第158次秋季宗会で、学園問
題について、添田総長が「種智院大学に関しては、村
主学長からも提携の話を頂いているが、教育内容がほ
ぼ同一なので、競合する事はあっても提携という形に
中々進まない」と述べております。
　宗門大学の近年の歩みでは、大正大学が地域創生学
部を設置。大谷大学が社会学科に地域政策学コースを
設置。花園大学が2019年度に発達教育学部（定員130
人）を設置。
　小僧の試案として、種智院大学を高野山学園と合併
して、高野山大学の種智院キャンパスとし、仏教学科
は高野山キャンパスで、種智院キャンパスは、社会福
祉学科に社会福祉、幼児教育、臨床心理コース（高大
の人間学科）を設置して運営すべきと考えております。
　種智院大学、高野山大学双方が早急に協議すべきで
あります。
　双方の大学は胸襟を開き、真言僧侶育成機関を存続
させる方策を見出していただきたい。
　一刻の猶予も許されない状況が大学にある事を会員
諸氏も認識していただいて、忌憚のない意見を事務局
までお寄せ下さるようお願いいたします。
� 合掌

会長挨拶

種智院大学同窓会会長　菅　智潤
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１．平成28年度  第68回入学宣誓式
 日　時　平成28年４月１日（金）10時
 場　所　種智院大学　講堂
 入学記念品　学生歌CD（26名）
１．智山学生会同窓会総会･懇親会
 日　時　平成28年４月14日（木）18時
 場　所　ハイアットリージェンシー京都
１． 封瓶作法DVD制作（真言宗諸作法伝授１「鎮壇作法」補助

資料）
 日　時　平成28年５月19日（木）受者宛送付
１．会計監査
 日　時　平成28年５月25日（水）
 場　所　種智院大学　研究室420（同窓会事務局）
１．京滋支部世話人打ち合わせ会
 日　時　平成28年６月15日（水）18時00分
 場　所　いゝむら（京都市下京区）
１．幹事会
 日　時　平成28年６月30日（木）11時
 場　所　種智院大学　第１会議室
１．物故者慰霊法要
 日　時　平成28年６月30日（木）13時00分
 場　所　種智院大学　講義室401
１．総会
 日　時　平成28年６月30日（木）13時10分
 場　所　種智院大学　講義室401
１．記念講演
 日　時　平成28年６月30日（木）15時00分
 場　所　種智院大学　講義室306
 演　題　アップデートする仏教
 講　師　山下良道先生（鎌倉一法庵主）
１．懇親会
 日　時　平成28年６月30日（木）18時00分
 場　所　京都ホテルオークラ　金剛の間
１．平成28年度種智院大学同窓会奨学金給付（第１次）
 日　時　平成28年６月30日（木）（３名）
１．平成28年度　近畿支部総会・懇親会
 日　時　平成28年７月26日（火）18時00分
 場　所　敦煌（大阪市中央区）
１．平成28年度種智院大学春学期卒業証書・学位記授与式
 日　時　平成28年９月15日（木）（０名）
１．京滋支部総会・懇親会
 日　時　平成28年11月20日（日）18時00分
 場　所　いゝむら（京都市下京区）
１．平成28年度種智院大学同窓会研究助成金給付
 日　時　本年度無し（前年度３名採用のため）（０名）
１．会報発行
 　43号　平成28年12月１日（木）
１．母校支援事業
 DVD版『日本大蔵経』寄贈　平成29年３月
１．特別事業
 今年度開催無し
１．平成28年度  第65回卒業証書・学位記授与式
 日　時　平成29年３月15日（水）10時
 場　所　種智院大学　講堂
 同窓会長賞　記念品（２名）
 卒業記念品　腕輪念珠・学生歌CD・会報43号（26名）

種智院大学同窓会　平成28年度事業報告書

　　　前期繰越収支差額 10,262,353 円
　　　当期収支差額 △ 1,411,569 円
　　　　　　　計 8,850,784 円

上記金額を次の通り処分する。
　　１．奨学事業積立金 △ 495,750 円
　　２．次期繰越収支差額 9,346,534 円
　　　　　　　計 8,850,784 円

収支差額処分案

平成28年度事業報告・決算諸表
貸　借　対　照　表（平成29年3月31日現在）

種智院大学同窓会（単位、円）
科目 金額 科目 金額

Ⅰ資産の部 Ⅱ負債の部
　　現　金 0 　　　　負債合計 0
　　預　金 17,330,582 Ⅲ正味財産の部
　　学校債 20,000,000 　前期繰越正味財産 30,262,353
　資産合計 37,330,582 　奨学事業積立金 8,479,798

　当期正味財産増加額 △ 1,411,569
　　　正味財産合計 37,330,582

37,330,582 37,330,582

自、平成28年４月１日　　至、平成29年３月31日
種智院大学同窓会（単位、円）

科目 予算額 決算額 差異 備考
Ⅰ収入の部
　　会費収入 1,780,000 806,000 △ 974,000 @３万×26名新入生分
　　維持運営協力金 0 462,000 462,000
　　雑収入 2,000 4,776 2,776 受取利息等
　　総会事業収入 240,000 192,000 △ 48,000
　　奨学事業収入 851,000 716,762 △ 134,238 受取利息等
　　特別事業収入 6,200,000 2,492,342 △ 30,707,658 『タントラ義入の研究』出版
　当期収入合計（A） 9,073,000 4,673,880 △ 4,399,120
　前期繰越収支差額 8,724,130 10,262,353 1,538,223
　収入合計（B） 17,797,130 14,936,233 △ 2,860,897
Ⅱ支出の部
　１．事業費 ［ 6,697,000］［ 5,213,354］［△ 1,483,646］
　　　総会事業費 1,300,000 1,180,421 △ 119,579
　　　会報発行費 620,000 580,000 △ 40,000
　　　奨学事業支出 1,422,000 1,212,512 △ 209,488
　　　卒業記念事業費 60,000 56,916 △ 3,084 会長賞賞状及び記念品、卒業生記念品
　　　IT事業費 260,000 4,946 255,054 ウェブサイト制作運営費
　　　特別事業支出 2,435,000 2,079,439 △ 355,561
　　　母校支援事業費 500,000 69,120 △ 430,880
　　　支部活動支援費 100,000 30,000 △ 70,000 活動助成金
　２．管理費 ［ 1,560,000］［ 872,095］［ △ 687,905］
　　　事務委託費 50,000 50,000 0 大学へ事務手数料
　　　業務委託費 120,000 113,400 △ 6,600 会員情報管理業務
　　　印刷製本費 20,000 0 △ 20,000
　　　通信費 100,000 58,959 △ 41,041 郵送費、電話代等
　　　消耗品費 80,000 57,095 △ 22,905
　　　人件費 600,000 495,660 △ 104,340
　　　旅費交通費 200,000 15,960 △ 184,040
　　　会議費 150,000 25,744 △ 124,256 会議諸費用
　　　接待交際費 20,000 0 △ 20,000
　　　慶弔費 200,000 48,587 △ 151,413
　　　雑費 20,000 6,690 △ 13,310 支払手数料等
　３．予備費 ［ 500,000］［ 0］［ △ 500,000］
　　　予備費 500,000 0 △ 500,000
　当期支出合計（C） 8,757,000 6,085,449 △ 2,671,551
当期収支差額（A）-（C） 316,000 △ 1,411,569 △ 1,727,569
次期繰越収支差額（B）-（C） 9,040,130 8,850,784 △ 189,346

収　支　計　算　書

平成28年度会計監査報告書
平成28年度決算諸表を別紙のとおり報告します。
　平成29年４月27日
　　種智院大学同窓会事務局

　　種智院大学同窓会事務局

　別紙報告書に対し精査の結果、種智院大学同窓会の会計処理が、適正
に執行されていることを認めます。
　平成29年５月16日
　　種智院大学同窓会　監査役

　　種智院大学同窓会　監査役



種智院大学同窓会報　第44号 （5）

１．平成29年度　第69回入学宣誓式
 日　時　平成29年４月１日（土）10時
 場　所　種智院大学　講堂
 入学記念品　学生歌CD（34名）
１．智山学生会同窓会総会・懇親会
 日　時　平成29年４月25日（火）18時
 場　所　蕪屋
１．会計監査
 日　時　平成29年５月16日（火）
 場　所　種智院大学　研究室420（同窓会事務局）
１．同窓会研究助成選考委員会
 日　時　平成29年６月６日（火）10時30分
 場　所　種智院大学　第１会議室
１．幹事会
 日　時　平成29年６月６日（火）11時
 場　所　種智院大学　第１会議室
１．物故者慰霊法要
 日　時　平成29年６月６日（火）13時00分
 場　所　種智院大学　講義室401
１．総会
 日　時　平成29年６月６日（火）13時10分
 場　所　種智院大学　講義室401
１．記念講演
 日　時　平成29年６月６日（火）15時00分
 場　所　種智院大学　講義室306
 演　題　現代社会において僧侶に何が求められているか
 講　師　内藤理恵子先生（愛知大学国際問題研究所客員研究員）
１．懇親会
 日　時　平成29年６月６日（火）18時00分
 場　所　ホテルグランヴィア京都　古今の間
１．平成29年度種智院大学同窓会奨学金給付（第１次）
 日　時　平成29年６月中（３名）
１．平成29年度種智院大学同窓会研究助成金給付
 日　時　平成29年６月中（予定）（１名）
１．平成29年度　近畿支部総会・懇親会
 日　時　平成29年７月27日（木）
 場　所　大阪市内
１．平成29年度種智院大学春学期卒業証書・学位記授与式
 日　時　平成29年９月15日（木）（０名）
１．平成29年度種智院大学同窓会奨学金給付（第２次）
 日　時　平成29年11月ごろ（１名）＊

１．会報発行
 　44号　平成29年11月ごろ
１．特別事業
 伝授または講伝　現在検討中
 　　日　時　平成29年度中数回
 　　場　所　種智院大学
 　　講　師　未定
１．平成29年度　第66回卒業証書・学位記授与式
 日　時　平成30年３月15日（木）10時
 場　所　種智院大学　講堂
 同窓会長賞　記念品（２名）
 卒業記念品　腕輪念珠・会報43号（35名）＊

 ＊は予定

種智院大学同窓会　平成29年度事業計画書
平成29年度事業計画・予算書

収　支　予　算　書
自、平成29年４月１日　　　至、平成30年３月31日

種智院大学同窓会　（単位、円）

科　　目 予算額 前年度予算額 増減 備　　考

Ⅰ収入の部

会費収入 990,000 1,780,000 △ 790,000 @３万×33名

維持運営協力金 500,000 0 500,000

雑収入 2,000 2,000 0 受取利息等

総会事業収入 200,000 240,000 △ 40,000

奨学事業収入 801,000 851,000 △ 50,000

特別事業収入 6,200,000 6,200,000 0

当期収入合計（A） 8,693,000 9,073,000 △ 380,000

前期繰越収支差額 9,346,534 8,724,130 622,404

収入合計（B） 18,039,534 17,797,130 242,404

Ⅱ支出の部

　１．事業費 ［ 6,107,000］［ 6,697,000］［ △ 590,000］

総会事業費 1,210,000 1,300,000 △ 90,000

会報発行費 620,000 620,000 0

奨学事業支出 1,022,000 1,422,000 △ 400,000

卒業記念事業費 60,000 60,000 0

ＩＴ事業費 260,000 260,000 0

特別事業支出 2,435,000 2,435,000 0

母校支援事業費 500,000 500,000 0

支部活動支援費 100,000 100,000 0

　２．管理費 ［ 1,560,000］［ 1,560,000］［ 0］

事務委託費 50,000 50,000 0 大学へ事務手数料

業務委託費 120,000 120,000 0 会員情報管理業務

印刷製本費 20,000 20,000 0

通信費 100,000 100,000 0

消耗品費 80,000 80,000 0

人件費 600,000 600,000 0

旅費交通費 200,000 200,000 0

会議費 150,000 150,000 0

接待交際費 20,000 20,000 0

慶弔費 200,000 200,000 0

雑費 20,000 20,000 0 支払手数料等

 　３．予備費 ［ 500,000］［ 500,000］［ 0］

予備費 500,000 500,000 0

当期支出合計（C） 8,167,000 8,757,000 △ 590,000

当期収支差額（A）-（C） 526,000 316,000 210,000

次期繰越収支差額（B）-（C） 9,872,534 9,040,130 832,404

平成29年度種智院大学同窓会特別事業
　総会の時点では検討中だった特別事業は、今年度は神道の入門講座を開講することになった。
　神道は、真言密教とは密接不可分の関係で発展した来たが、明治の廃仏毀釈により全く別個の
ものとされてしまった。そのため、密教系の寺院には神祇を祭祀しているところが多いにもかか
わらず、神道のことをきちんと学ぶ機会に恵まれなくなってしまった。
　そこで、このたび「神道への扉−原典で読む『古事記』『日本書紀』」と題し、総本山御寺泉涌
寺心照殿研究員の石野聖咒師をお迎えし、講義していただくことになった。
　詳細は、同窓会ウェブサイトに掲載しているのでご参照いただければ幸いである。
　なお、余裕があるので、今からでも若干名は申し込み可能。
　種智院大学同窓会特別事業http://www.kechien.net/individual_pages/shinto_nyumon/index.html



種智院大学同窓会報　第44号（6）

氏　名 卒年 内　　容
杉山宥敬 昭和17 善隆寺名誉住職　長寿老齢者として健康に生活している九十六歳　大正10年12月01日生

番場實亮 昭和20 会の益々のご発展をお祈りします。卒業してから72年、月日の流れのはやさにおどろいています。毎日
元気でやっています。奨学金わずかですが振り込みました。

桐村覺堂 昭和23 いつも連絡いただき恐縮です。現在車いす生活で、老人ホームでお世話になっていますので、欠席ばか
りで申し訳ありませんが、仕方ありません。皆様のご健康をお祈りします。

手塚利貞 昭和23 旅行日程先に決まっており参加出来ません。
寺河俊禎 昭和23 年と共に身体の不調が多くなり病院通いが多くなりました。
宮澤弘満 昭和24 老いたる体をやっともちこたえてる現状です。
手塚　節 昭和31 現在、入院しております。
英　真惠 昭和31 療養中につき欠席致します　悪しからず皆様によろしく
三ツ芳順 昭和31 ご盛会を祈っています。元気で小さな寺を守っております。感謝感謝の日々です。
釋　泉有 昭和32 皆様によろしくお伝え下さい。

平松弘明 昭和37 一昨年喜寿を過ぎ、益々健康で元気に暮らしています。当校在学中、伝道部で習得した「腹話術」を今
も続けています。約50年、何千回公演となります。

森　光榮 昭和37 まだ住職の職にあります。諸団体等の役職多く多忙中です。都合つかず欠席させて頂きます。不悪。

西口慈海 昭和45
今年も読書三昧継続中、５月15日現在46冊購入す。今年は専ら「蓮如」を学習中、蓮如の言行録とても
面白し。蓮如は極力読書をすすめていて、その心がまえを懇切丁寧に教えている。学と行の大切さで生
きよう。

都筑大乗 昭和47 申し分ない
髙橋　豊 昭和53 同窓会出席できなくて残念です。種智院大学同窓会の皆様の御多幸をお祈り申し上げます。合掌
佐野剛空 昭和60 この度は出席できず申し訳ございません。

篠原信朗 昭和61 いつも御丁寧に御賜信頂き、誠に畏れ入ります。今会も、拙寺雑法務の為、出席させて頂く事が叶いま
せん。御貴聖会の御法盛栄ならん御事、嗅湖州東隅より、御祈念申し上げます。

山下俊彦 昭和62 いつもご招待ありがとうございます。仕事で都合がつかず、参加できず恐縮です。おかげ様で元気でやっ
ております。

坂口典子 平成元 毎日、（株）テーブルアートで勤務しています。
堀　健晃 平成元 お陰様で元気にすごしております。法務多忙の為、毎年伺えず申し訳ありません。
島川正治 平成04 東日本大震災、熊本地震に会われた方を偲んで、朝夕おつとめをしています。
岩上幸司 平成06 多忙にて、申し訳ございません。

髙橋康子
（賢光）　　 平成11

熊本地震より１年経過しても度々震度１〜４の地震がおこる現状。お陰様で普通に生活できる私達や仮
設住いの方々はなお家を新築するにも再建するにも難儀です。道行けばあちらこちらで解体、空家、さ
ら地が多いのですが。某大学校内を通り、子供の送迎をする毎日です。卒業し幾年月も経ておりますが、
種智院大学生活を思い出します。お世話になった先生方、先輩方、お友達に励まされありがとうござい
ました。皆々様もどうぞお元気で、お体ご自愛下さい。私も元気にしています！

永島道雄 平成13
現在は群馬県桐生市大和病院で理学療法士として働いています。仕事やプライベートで嫌な事があった
時は京都での４年間を思い出してストレス解消しています。毎年同窓会のハガキを送っていただきあり
がとうございます。

武本玉繪 平成15 公私ともに忙しくしております。
鈴木奈々 平成15 平日なので行かれなくてすいません。
早川大亮 平成18 元気にしています。
森本　勇 平成19 東寺真言宗実相寺の徒弟をつとめております。

築本正徳 平成19 「がん」（昨年、肺がんで長期入院）の再発はありませんが、年齢（９月で70歳）的に無理できません。
読書等でゆったりとすごしています。

上田勝真 平成19 出席できず申し訳ございません。
辻村泰聡 平成19 昨年10月に結婚しました。
瀬上明俊 平成21 多忙なためなかなか出席する事が出来ず申し訳なく思っています。
藤本裕士 平成22 元気でやっています。

茨山あや 平成22 ご無沙汰しております。社会人となった今、大学時代はなつかしく良い思い出です。心の平安がなかな
か保てないこの世の中で、大師の教えがいつまでも途絶えないことを祈っております。

本田茂秀 平成23 いつもお送りいただきありがとうございます。せっかくですが、当日仕事の為欠席させていただきます。
小山達之 平成28 今年４月19日に婚姻届を提出、５月８日に京都を離れ、５月９日より静岡市にて生活を送っています。

小山優姫奈 平成28 ４月19日に小山達之さんと入籍いいたしました。現在は静岡県静岡市で生活しています。家から富士山
を見ることはできませんが、非常におだやかな気候で、日々のんびりと過ごして居ります。

森本夏風 平成28 仕事のためいけません。
今井淨圓 賛助 ご盛会を念じております。

平成29年度会員の近況（出欠葉書短信欄の抜粋）

（卒年順・敬称略）メッセージと近況



種智院大学同窓会報　第44号 （7）

会 員 消 息 平成29年11月30日現在　

第33回綜藝祭

慶事　心からお慶び申し上げます 
吉岡倫裕様（平成14年　旧姓青木）・朱美様（平成27年　旧姓児玉）
� 平成29年３月御結婚
小山達之様（平成29年）・優姫奈様（平成29年　旧姓松村）
� 平成29年３月御結婚
石橋祐仁様（平成18年）� 平成29年11月御晋山

弔事　謹んでお悔やみ申し上げます
石橋清純師（昭和47年）　　平成28年11月御遷化
川村俊朝師（昭和23年）　　平成29年９月御遷化
加門得勇師（昭和28年）　　平成29年11月御遷化

川村　俊朝　大僧正
　前真言宗泉涌寺派管長で前総本山御寺泉涌寺長老の川村俊朝猊下におかれましては、平成29年９月24日午前５時56
分、京都市内の病院で世寿89歳を以て御遷化されました。猊下は昭和２年生まれで京都市出身。昭和23年に京都専門
学校をご卒業され、その後立命館大学に進学されました。その後、24年から約20年間皇宮護衛官を勤められました。
　宗門にあっては昭和11年椋本龍海長老戒師のもとで得度、25年加行成満、26年に法音院に晋住され、泉涌寺派財
務部長などを経て、平成元年から同派宗務総長と泉涌寺寺務長、平成８年からは約10年間、同派管長と泉涌寺長老
を務められました。そのほかにも真言宗教徒学園理事・評議員、種智院大学同窓会名簿偏執委員長、同顧問や、泉
涌寺派最高顧問、京都仏教会評議員、京都仏教会監事なども歴任されました。
　猊下は、温厚柔和なお人柄と博学で多くの人に慕われており、その遷化が惜しまれています。

　平成29年度の種智院大学学園祭の綜藝祭は、11月５日

㈰に行われた。当日は近年にない好天で、以前の８年連

続雨の記録を微塵も感じさせない温暖な天候に恵まれた。

　今年は33回目ということで、テーマを「観−イッツ　

ア　VTEWティフル　ワールド」と、観音菩薩をイメー

ジしたものになった。今回、ステージではタレントや芸

人を特に呼ばず、地元サークルや学生間の交流に重点を

置いた構成だった。障害者と健常者によるダンスや、向

島の子どもたちによるバトントワリング、隣の京都府立

京都すばる高等学校吹奏楽部の演奏、大学軽音サークル

音智会のライブなどにぎやかな演目で盛り上がった。

　また、模擬店では各サークルが、シャキャ・スダン准

教授監修のカレースープや、炭火焼き鳥などいろいろと

工夫をこらした食べ物を提供した。なかでも、今年から

初参加の事務職員による梵字ラテは、児玉義隆副学長の

朴書の梵字をもとに作成したコーヒー・ココア・抹茶の

ラテを提供したところ、担当者が休憩できないほどの繁

盛で、嬉しい悲鳴をあげていた。

　さらに、学生食堂を委託している遊食邸の企画による、

地元野菜などの即売会や、向島遊覧ヘリコプターツアーなども開催され、とても盛況だった。

　このとき、普段なかなか訪れることのできない同窓生の来訪もあり、今後は同窓会からもホームカミングデー

として、呼びかけることが望ましいのではないかとの意見もあった。
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