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○総会報告
　平成30年７月３日（火）、台風７号が近づく中でも、
幸い雨に降られることはなく、蒸し暑い一日であっ
たが、たくさんの同窓生たちが集った。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。
　総会では、はじめに菅智潤同窓会長（昭和47）が
挨拶。参集のお礼を述べ、審議に積極的な意見を求
めた。
　続いて、村主康瑞学長は所用のため総会には出席
されず、代わって佐伯俊源人文学部長から挨拶。現
在の大学の状況を説明。新入学生の人数がなかなか
伸びず、全体の学生数が定員の120名に届かない。経
営本山、関係寺院、同窓会、教育後援会に支えられ
て維持できていること。同窓会活動が益々活性化さ
れて、母校支援にも繋げていただければありがたい
旨が述べられた。また、大学の新しい事柄については、
海外から、特にアジア圏からの留学生を受け入れら
れる教育体制を充実させて、大学のグローバル化を
図ること。他の大学との学術提携を進め、真言宗の
大学としての色合いを維持しながら発展していきた
いことなど、最近の動きについて説明があった。
　総会座長には上原雅明副会長（昭和54）を選出。
審議に先立って今年度同窓会奨学生の３人が紹介さ
れ、報告事項①にある「同窓会奨学金について」の
項目を繰り上げて先に取り上げた。宇垣泰明事務局
長（昭和57）より、今年度奨学金受給者は、大学か
ら３名の推薦があり、同窓会執行部役員による審議
を経て、全員に支給が決定されたことを報告。奨学

生からもそれぞれ挨拶と抱負などが語られた。
【審議事項】
①平成29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
　先ず宇垣事務局長より、配付資料に基づき、先ず
事業報告書について説明。
  次に佐野剛空会計（昭和60）より会計報告書につい
て説明。あわせて総会に先立って開かれた幹事会で
の審議に基づき、収支差額処分について、次期繰越
収支差額のうち500万円を、将来的に資金を確保して
おくための「運営積立金」として新たに設定し充当
する提案がなされた。これは収支差額処分案ならび
に平成30年度予算案にも反映させるものである。
　会計監査報告は、都筑大乗監査役（昭和47）より、
会計報告書に対し精査した結果、適正に会計処理が
なされていること認めた旨が報告された。
　以上により、異議なく本案はすべて承認された。
②平成30年度事業計画ならびに予算について
　資料に基づき、宇垣事務局長より事業計画につい
て説明。
　続いて佐野会計より予算案を説明。予算について
は、審議事項①の結果に基づき修正され、前期繰越
収支差額より、500万円が「運営積立金」に移行され、
差し引かれることが述べられた。すべて異議なく承
認された。
③役員人事について
　事務局から、新たに副会長として、御室派宗務総
長・仁和寺執行長の吉田正裕師（昭和58）が就任。
顧問として、善通寺派管長・善通寺法主の菅智潤師

（本会会長）、ならびに中山寺派管長・中山寺長老・
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種智院大学教授の今井淨圓師を推戴する役員人事案
が出され、異議なく承認された。
④特別事業について
　事務局から、現在継続中の「神道入門講座」の実
施状況と、引き続き開催を検討している「戒律」の
講習会について説明。概ね「神道入門講座」の実施
要項に準じて開催すること、僧俗を問わず受講可能
とすることなどを基本にして、今後計画を進めてい
くことで承認を得た。
⑤その他
　特になし。
【協議事項】
①同窓会活動協力金について
　事務局より、毎年新入生の入学時に同窓会終身会
費を大学が代行して徴収しているが、入学者の減少
により会費収入が目減りし、同窓会活動に影響する
懸念がでている。今年も12月に会報を発送する際、
活動協力金のお願いを同封し、会員からの協力を求
めることとした。
②支部活動の活性化について
　事務局より説明。現在、京滋支部、近畿支部、智
山学生会同窓会の３支部が活動を続けている。支部
は、地区単位だけではなく、宗派、職域、在籍年次、
在学中の活動組織などを単位として組織することが
でき、一定人数（10名以上）集まって活動していれ
ば支部の設置が認められるので、支部を組織する動
きがあれば積極的に支援したい。また出席者から、
同窓会名簿が平成15年版が最後で出されていない。
個人情報保護の観点から、各会員から掲載承諾をと
るのが困難かと思われるが、会の活性化のために、
呼びかけを行う際にも、名簿が欠かせないのではと
発言が相次いだ。この他に、SNSを活用するなどして、
同窓会に意識を向けてもらえるようにできないか。
など建設的な意見が出され、今後幹事会を中心に検
討することとした。
③その他
　特になし。
【報告事項】
①同窓会奨学金について
　会議の冒頭で説明された通り。
②同窓会研究助成金について
　規定に基づき本会執行部役員ならびに母校両学科
教員の中から委嘱された審査委員によって審議が行
われ、平成30年度研究助成採択課題は次の通り決定
した。

　正井　佳純（種智院大学講師）「精神障害者へのス
ティグマに関する研究」〜当事者のライフストーリ
ーと一般医療への受診に関わるスティグマに対する
アンケート調査より〜
③その他
　特になし

　以上で議事は終了し総会は閉会。続いて午後３時
から、講義室306において、編集者・作家の川辺秀美
先生による記念講演、「現代に生かす弘法大師のこと
ば　〜『空海　人生の言葉』を超えて〜」が行われた。
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。
　2010年出版の著書『空海　人生の言葉』は、当時
ブームとなっていたニーチェに対して、日本人が触
れるべき文章はこれではないかとの回答のつもりで
執筆された著書。執筆に際し膨大な量の弘法大師全
集を読み込み、読者にひびく言葉を探し出したもの。
講演では、その中から11のテーマを定め、そのテー
マに沿って読み下し文と、川辺先生独自の訳文が紹
介された。

（同窓会ウェブサイトには、紹介された言葉の一部を掲載）
　講演終了後は、マンダラ広場において記念撮影が
おこなわれ、今年の懇親会場となった京都センチュ
リーホテルに向けてバスで移動。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、駆けつけてく
ださった村主康瑞学長からもご挨拶をいただいた。
そしてこのほど、菅智潤師（昭和47年卒・本会会長）
が、善通寺派管長・善通寺法主に今井淨圓師（賛助
会員・本会顧問）が、中山寺派管長・中山寺長老に
吉田正裕師（昭和58年卒・本会副会長）が、御室派
宗務総長・仁和寺執行長にそれぞれ就任されたので、
本会より御祝いとして花束および記念品が贈られ、
３人の方々からもご挨拶をいただいた。続いて、記
念講演をお願いした川辺秀美先生に乾杯のご発声を
いただき祝宴に入った。
　宴席の間、会員から寄せられた近況報告などが紹
介され、また今年度同窓会研究助成が決まった正井
佳純先生より、研究に関するご報告をいただき、最
後は全員で種智院大学学生歌を斉唱して来年の再会
を期し、和やかな内に散会した。

卒年 氏　　名
昭23 加藤　義昇
昭47 菅　　智潤
昭47 都筑　大乗
昭54 上原　雅明
昭54 内山　仁空
昭55 上田　霊宣
昭55 長谷　法寿
昭57 宇垣　泰明

卒年 氏　　名
昭59 橋本江理子
昭60 佐野　剛空
昭60 武村　尚史
昭60 吉田　大治
昭63 渡邊　恭章
平02 大塚　知明
平08 湯通堂法姫
平09 川原　一修

卒年 氏　　名
平11 SHAKYA Sudan
平14 鈴木　尚史
平14 林　　　尚
平18 浦田　純子
平20 金田　光世
平30 宇野　正男
平30 三國　茂子

卒年 氏　　名
準 宮城　孝博

賛助 児玉　義隆
賛助 西　　弥生
賛助 平岡　宏一
賛助 宮城洋一郎
学生 坂本　宗謙
学生 石上　奈那
学生 佐伯しおん

平成30年度種智院大学同窓会総会出席者
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　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事と拝察いたしております。
　さて、大学も相変わらず運営が年々厳しくなって
きております。そこで、媒体で取上げられた大学改
革の提案等を転載させていただき、種智院大学の改
善策を述べたいと思います。
１．�「日本の大学の問題点は、立派な建学の精神があっ
ても、どんな教育や人材育成をするかのミッショ
ン（使命）が明確でないことです。研究者の育成、
勤労者の育成などを具体的に定めないと、カリ
キュラムに反映することもできません。……　
大学改革の根幹は“大学の最大の受益者は学生”と
いう点です。学生のための大学に変えるには、
明確なミッションに加え、教員や職員のパッショ
ン（情熱）とアクション（行動）が求められま
す。」（諸星　裕、元桜美林大副学長、「週刊朝日」
―�消える大学�輝く大学�―�2017.10.27号）

２．国公私大を一体運営
「文部科学省は27日、国公私立大学が共同で新し
い法人を作り、グループで一体的に運営できるよ
うにする改革案を中央教育審議会の部会に提出し
た。……　中教審は今後、改革案を議論し、今秋
に文科省に答申する。文科省は2019年以降、新制
度の法整備を進める。」（「朝日新聞」2018.9.28）

３．〈「何となく」明治大学の正体〉
「“イメージ大学”とやゆされることもあるが、“何
となく”イメージを大転換できたわけではない。そ
の裏にあるのは、飽くなき改革だ。時代をつかみ、
カネをつかみ、大衆の心をつかみ、大学教育を進
化させる。それを研究につなげる“平成勝ち組”と
なった。“イメージ大学”は現代の大学における経
営および教育改革において、ある意味、模範なの
かもしれない。」
〈チェンジ・リーダーの条件〉
「変化はリスクに満ち、楽ではない。変化の先頭
に立たなければ、企業にせよ、大学にせよ、生き
残れない。急激な構造変化の時代に生き残れるの
は、自ら変革の担い手“チェンジ・リーダー”となる
者である。実学で得た即戦力のスキル、深い学問
分野の専門能力、どれも個人の“売り”になるが、リー
ダーには幅広い教養知が求められる。」（「週刊ダイ
ヤモンド」特集�―�大学学部序列�―�2018.10.20号）

４．〈定員割れ私大補助金減〉
「財務省は、24日に開かれる財政制度等審議会の
分科会で、定員割れや赤字経営が続く私立大に対
する補助金の減額や停止を提言する。」（「朝日新
聞」2018.10.23）

５．�「これからの大学で必要なのはリカレント教育
（学び直し）だ。最近は、物事は10年で陳腐化す
ると言われています。これからは、大学を卒業
して働き、また大学に戻って学ぶということを

会長挨拶

種智院大学同窓会会長　菅　智潤

繰り返すような社会を作っていける国が成功す
るでしょう。そのために、これからの大学は社
会人も教えないといけない。世界中の人びとを
対象に、年齢問わずに教えるのがこれからの大
学の使命だと考えるべきです。」（出口治明、立
命館アジア大平洋大学学長「アエラ」特集�―�有
力25私大未来を作る力�―�2018.11.5号）

以下、私が考える大学改善策を断片的に提言させて
いただく。
・�理事、評議員に学校法人、会社の経営実務者を加
える。

　―��理事、評議員の経営責任が重い事を認識してい
ただく�―

・理事、評議員会の開催時間を長く取る。
　―�活発な議論、含、報道取材許可�―
・他大学との連携を促進する。
・経営改善委員会（仮称）を早急に設置する。
・大学支援組織を結成する。
　―��例、１名年間50,000円を５年間支援していただ

く。―
・学生が学びたい教授を確保する。
・仏教学科に密教芸術コースを設置する。
　　�密教美術、仏像彫刻、書道、文化財、アートサ
イエンス等総合的に密教芸術を学び創造する。
―�大学が収益を上げる�―

・若手研究者を登用する。―�宗学の研究者を育成�―
・�福岡、本学、東京で密教学講座を定期的に開講する。
　―�出版事業を展開する�―
・�大学院の設置。―�大学院を設置出来なければ大学
と云えない�―

　私は大学当局が現状のままで何ら改善の方向を打
ち出さないのであれば、善通寺は経営本山を引かせ
てもらう心算であります。関係者が大学に対して危
機感を持って動き出す最終時期だと認識しておりま
す。
� 合掌

菅智潤会長総本山善通寺法主・善通寺派
管長ご就任
本会会長、菅智潤師（昭和47年）は、本年２月
23日の総本山善通寺責役会で総本山善通寺第58
世法主・善通寺派管長への推戴が全員一致で決
定し、３月１日の宗会に報告された。任期は３
月１日より５年間。
菅智潤大僧正は昭和24年12月５日香川県生まれ、
香川県三豊市円明寺住職。昭和47年種智院大学
卒業後、総本山善通寺に勤務し、宗務主事、教学・
財務両課長を経て財務部長、平成20年より執行
長・宗務総長。善通寺派青年会会長、社会福祉
法人弘善会評議員、同理事、同理事長を歴任。
現在、母校種智院大学の母体である学校法人綜
藝種智院の理事の他に、真言宗洛南学園理事。
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第34回綜藝祭

　平成30年度の第34回綜藝祭は、11月４日（日）
に行われた。当日は早朝はやや雨天を思わせる雲
行きだったが、幸いにも崩れることはなかった。
　今年は、平成最後の学園祭ということで、テー
マを「平成THE FINAL」と、平成から次の時代
への橋渡しとなる企画を中心とするものになった。
今年も、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の企画に重点を置いた構
成となった。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、模擬店ではゼミやサークルが、チーズド
ッグや炭火焼き鳥、チャイなど、いろいろと工夫
をこらした飲食物を提供した。なかでも、昨年か
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・
ココアのラテを提供したところ、昨年にもまして
繁盛をみせていた。
　ただ、今年の学園祭は、学生自治会からは中止
する意見も出たが、学生たちが自発的に開催した
いと書名活動を行って開催することになったもの
である。
　来年からはホームカミングデーとして、同窓会
から母校訪問の呼びかけを行いたいと考えている。

　同窓会の皆様には、ご清祥にお過ごしのこととお
慶び申し上げます。平素より母校のためにお心を尽
くしていただき、心から感謝申し上げます。
　今年は、例年にもまして災害が多く、地震、豪雨、
台風、また気温ですら災害とも言えるような暑さを
記録いたしました。そして今でも、被災地では心休
まる暇もないような日々を送っておられる方がいら
っしゃるでしょう。このような惨状を目の当たりに
しますと、本当に人間の無力さを感じずにはおられ
ません。
　これらの災害によって被災されました方々には、
こころよりお見舞いを申し上げます。
　現在、大学の経営状態は誠につらい立場にありま
す。学生数の増加が大きく望めず、毎年2000万〜
3000万の赤字を余儀なくされている状態で、それを、
伝授や講伝等の収入でまかなっているわけでありま
す。
　一方、各経営本山からの補助金、経営基金の増加
をお願いしていますが、なかなか目標にいたりません。
　そこで、新しく中国（大連）大学との連携を結び、
留学生の受け入れを進め、来年度は６名ほどが入学
する予定でありますが、これが毎年入学されますと
４年後には大きな収入源となりますので楽しみにし
ております。又、大正大学とより積極的な交流をす
すめ、大きな基盤を作り上げようともしております。
又、新しく西弥生先生が教員として来られ、中国仇
云液先生を特任教授として大師研究を進めていただ
き、近年、少なくなった“お大師様を語る”学究者
を育ててゆきたいと考えております。又、最近、流
行の園芸講座を含めて、多肉植物研究所を設立して
植物、器材の販売ショップを作り、学校の収入増大
につなげるべく、作業中でもあります。又、学校外
の企業経営の者からアドバイスをいただき、学校で
出来うる商業的収入の増加方法を学んでおり、それ
をネット上で拡散して安定させることも研究中であ
ります。
　今年は、天長５年（828年）に『綜藝種智院式并序』
が製されてから1190年にあたります。あと10年後に
は創立1200年です。また来年は、京都専門学校から
四年制の新制の種智院大学に移行してから70年にな
ります。これらの記念すべき年に、本学もいろいろ
と企画したと思っております。なにとぞ、皆様のご
寄付を賜ります様よろしく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



種智院大学同窓会報　第45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（京都市東山区）
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27日（火）（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27日（火）（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）18時00分
 場　所　敦煌（大阪市中央区）
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）
１．京滋支部総会・懇親会
 日　時　平成29年11月20日（日）18時00分
 場　所　いゝむら（京都市下京区）
１．会報発行
 44号　平成29年12月１日（木）
１．平成29年度  第65回卒業証書・学位記授与式
 日　時　平成30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）
１．母校支援事業
 DVD版『大日本佛教全書』寄贈　平成30年３月
１．特別事業
  神道入門講座「神道への扉−原典で読む『古事記』『日本書紀』」
 　日　時　第１会　平成29年12月19日（火）
 　　　　　第２会　平成30年２月19日（月）
 　場　所　種智院大学　３階　講義室306
 　講　師　石野聖咒先生

種智院大学同窓会　平成29年度事業報告書

　　　前期繰越収支差額 9,346,534 円
　　　当期収支差額 6,141,088 円
　　　　　　　計 15,487,622 円

上記金額を次の通り処分する。
　　１．奨学事業積立金 △ 154,589 円
　　２．運営積立金 5,000,000 円
　　３．次期繰越収支差額 10,642,211 円
　　　　　　　計 15,487,622 円

収支差額処分案

平成29年度事業報告・決算諸表
貸　借　対　照　表（平成30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 30,000 　　　　負債合計 0
　　預　金 23,441,670 Ⅲ正味財産の部
　　学校債 20,000,000 　前期繰越正味財産 29,346,534
　資産合計 43,471,670 　奨学事業積立金 7,984,048

　当期正味財産増加額 6,141,088
　　　正味財産合計 43,471,670

43,471,670 43,471,670

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 決算額 差異 備考
Ⅰ収入の部
　　会費収入 990,000 990,000 0 @3万×33名新入生分
　　維持運営協力金 500,000 337,000 △ 163,000 延べ44名から
　　寄付金収入 130,000 130,000 ダライラマ法王秘密集会灌頂実行委ほか
　　雑収入 2,000 1,296 △ 704 受取利息等
　　総会事業収入 200,000 190,400 △ 9,600
　　奨学事業収入 801,000 655,030 △ 145,970
　　特別事業収入 6,200,000 8,377,860 2,177,860
　当期収入合計（A） 8,693,000 10,681,586 1,988,586
　前期繰越収支差額 9,346,534 9,346,534 0
　収入合計（B） 18,039,534 20,028,120 1,988,586
Ⅱ支出の部
　１．事業費 ［ 6,207,000］［ 3,414,044］［△ 2,792,956］
　　　総会事業費 1,210,000 1,082,674 △ 127,326
　　　会報発行費 620,000 567,000 △ 53,000
　　　奨学事業支出 1,022,000 809,619 △ 212,381
　　　卒業記念事業費 60,000 66,582 6,582
　　　IT事業費 260,000 24,946 △ 235,054
　　　特別事業支出 2,435,000 756,023 △ 1,678,977
　　　母校支援事業費 500,000 77,200 △ 422,800
　　　支部活動支援費 100,000 30,000 △ 70,000 ３支部活動助成金
　２．管理費 ［ 1,560,000］［ 1,126,454］［ △ 433,546］
　　　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 50,056 △ 49,944 郵送費、電話代等
　　　消耗品費 80,000 188,862 108,862 パソコン、周辺機器等
　　　人件費 600,000 532,175 △ 67,825
　　　旅費交通費 200,000 74,315 △ 125,685
　　　会議費 150,000 24,444 △ 125,556 会議諸費用
　　　接待交際費 20,000 0 △ 20,000
　　　慶弔費 200,000 88,061 △ 111,939
　　　雑費 20,000 5,141 △ 14,859 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） 8,267,000 4,540,498 △ 3,726,502
当期収支差額（A）-（C） 426,000 6,141,088 5,715,088
次期繰越収支差額（B）-（C） 9,772,534 15,487,622 5,715,088

収　支　計　算　書

平成29年度会計監査報告書
平成29年度決算諸表を別紙のとおり報告します。
　平成30年５月25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30年６月19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45号（6）

１．平成30年度  第70回入学宣誓式
 日　時　平成30年４月２日（月）10時
 場　所　種智院大学　講堂
 入学記念品　学生歌CD（27名）
１．智山学生会同窓会総会･懇親会
 日　時　平成30年４月18日（水）18時
 場　所　フナツルキョウトカモガワリゾート
１．会計監査
 日　時　平成30年６月19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30年７月３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30年７月３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30年７月３日（火）13時00分
 場　所　種智院大学　講義室401
１．総会
 日　時　平成30年７月３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30年７月３日（火）15時00分
 場　所　種智院大学　講義室306
 演　題　現代に生かす弘法大師のことば
 講　師　川辺秀美　先生（書籍編集者・作家）
１．懇親会
 日　時　平成30年７月３日（火）18時00分
 場　所　京都センチュリーホテル　１階　風月
１．平成30年度種智院大学同窓会奨学金給付（第１次）
 日　時　平成30年６月21日（３名）
１．平成30年度種智院大学同窓会研究助成金給付
 日　時　平成30年７月中（予定）（２名）
１．平成30年度　近畿支部総会・懇親会
 日　時　平成30年７月20日（金）
 場　所　敦煌（大阪市中央区）
１．平成30年度種智院大学春学期卒業証書・学位記授与式
 日　時　平成30年９月14日（金）（１名）
１．平成30年度種智院大学同窓会奨学金給付（第２次）
 日　時　平成30年11月ごろ（１名）＊

１．会報発行
 　44号　平成30年11月ごろ
１．母校支援事業
 大学の希望に応じて対応
１．平成30年度  第66回卒業証書・学位記授与式
 日　時　平成31年３月15日（金）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（28名）＊ ＊は予定
１．特別事業
 ①神道入門講座「神道への扉−原典で読む『古事記』『日本書紀』」
 　日　時　第３会　平成30年５月25日（金）
 　　　　　第４会　平成30年７月27日（金）
 　　　　　第５会　平成30年９月10日（月）
 　　　　　第６会　平成30年12月10日（月）
 　　　　　第７会　平成31年２月12日（月）
 　場　所　種智院大学　３階　講義室306
 　講　師　石野　聖咒　先生

種智院大学同窓会　平成30年度事業計画書
平成30年度事業計画・予算書

収　支　予　算　書
自、平成30年４月１日　　至、平成31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 810,000 990,000 △ 180,000 @３万×27名

維持運営協力金 350,000 500,000 △ 150,000

雑収入 2,000 2,000 0 受取利息等

総会事業収入 300,000 200,000 100,000

奨学事業収入 651,000 801,000 △ 150,000

特別事業収入 6,605,000 6,200,000 405,000

当期収入合計（A） 8,718,000 8,693,000 25,000

前期繰越収支差額 10,642,211 9,346,534 1,295,677

収入合計（B） 19,360,211 18,039,534 1,320,677

Ⅱ支出の部

　１．事業費 ［ 6,359,000］［ 6,207,000］［ 152,000］

総会事業費 1,340,000 1,210,000 130,000

会報発行費 620,000 620,000 0

奨学事業支出 1,222,000 1,022,000 200,000

卒業記念事業費 70,000 60,000 10,000

IT事業費 260,000 260,000 0

特別事業支出 2,247,000 2,435,000 △ 188,000

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 大学事務代行手数料

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 役員会交通費等

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 支払手数料ほか

　３．予備費 ［ 500,000］［ 500,000］［ 0］

予備費 500,000 500,000 0

当期支出合計（C） 8,419,000 8,267,000 152,000

当期収支差額（A）-（C） 299,000 426,000 △ 127,000

次期繰越収支差額（B）-（C） 10,941,211 9,772,534 1,168,677

 ②戒律入門講座
 　日　時　第１会　平成30年冬ごろ
 　　　　　第２会　平成31年２月ごろ
 　場　所　種智院大学　３階　講義室306
 　講　師　藤谷厚生先生、野中眞戒先生、佐伯俊源先生

会 員 消 息 平成30年11月30日現在　

慶事　心からお慶び申し上げます 
菅智潤猊下（昭和47年）
� 平成30年３月１日　真言宗善通寺派管長・総本山善通寺法主ご就任
今井淨圓猊下（賛助）
� 平成30年６月１日　真言宗中山寺派管長・大本山中山寺長老ご就任
大原和明様（平成27年　旧姓北川）・千佳様（平成30年）
� 平成30年６月御結婚
市塚明人様（平成16年）� 平成30年10月20日御晋山
松村諭一様（平成21年）� 平成30年10月21日御結婚
宮津智光様（平成９年）� 平成30年11月８日御晋山

弔事　謹んでお悔やみ申し上げます
二谷慈昭師（昭和22年）　　　平成29年御遷化
加門得勇師（昭和28年）　　　平成29年11月御遷化
足立有教師（昭和28年）　　　平成30年１月御遷化
田村隆照師（賛助）　　　　　平成30年１月御遷化
松野栄三様（昭和23年）　　　平成30年２月御逝去
吉岡いつ子様（昭和55年）　　平成30年７月御逝去
釈　泉有師（昭和32年）　　　平成30年８月御遷化
英　真恵師（昭和31年）　　　平成30年９月御遷化



種智院大学同窓会報　第45号 （7）

氏　名 卒年 内　　容

杉山宥敬 昭和17年 元気にしています。篆刻の「百寿」の額をもらった。「百里を行く者、九十里を半とす」で元気をもらう。
100才まで頑張ろうと思う。まだまだ大丈夫です。

番場實亮 昭和20年 会のますますのご繁栄をお祈りいたします。ひとりでの生活ですが元気で毎日をすごしております。92才に
なりました。奨学金３口送金しました。

英　真惠 昭和31年 体調不良で入退院の繰り返しで欠席致します。悪しからず。
三ツ芳順 昭和31年 ご盛会を祈ります。堂守をなんとかです。１日１日を大切にしています。
向田雅昭 昭和31年 御盛会を衷心より御祈念申し上げます。
密門光範 昭和35年 平素勝手申し上げております。益々の弥栄を念じ上げて居ります。元気に過ごさせて頂いております。
大塚聖純 昭和36年 病気の為欠席致します。

平松弘明 昭和37年 傘寿（80才）になりましたが、58年前大学の伝導部で培った（身に付ける）腹話術人形を趣味で楽しんでい
ます。（年間５回程依頼あり）

森　光榮 昭和37年 何とか自坊の仕事やその他役職をしています。総会当日は予定があり出席できません。

西口慈海 昭和45年 古稀を過ぎれば一冊の本『菜根譚』を読んだり、聞いたり、訳したり、テーマ別に書いたりして学んでいます。
相変わらず単調な生活ですが、ほほえみをわすれず元気にしています。

村岸定光 昭和48年 信貴山大祭の為欠席します。
國定道晃 昭和50年 檀務所用の為欠席致します。
幡山寛念 昭和51年 当日RC総会の為、懇親会のみの出席でお願い致します。
真壁信治 昭和51年 たいへんな時代になって来ました。
麻生照胤 昭和53年 盛会を祈念いたしています。法務多忙にて欠席いたします。
岡田幸恵 昭和54年 趣味の書道の錬成会があり、出席できません。会員の皆様のご健勝、ご多幸をお祈りします。
桑原元則 昭和58年 総会当日、勤務先の学校で文化祭があります。残念ですが、欠席させて頂きます。

篠原信朗 昭和61年 誠に畏れ乍ら、同日、拙宗本山の諸行事等の式務衆役に出仕致しております由、御会様への出席が叶いません。
御会様の益々の御繁栄を嗅湖東隅より祈念申し上げます。合掌挺拝

山下俊彦 昭和62年 いつもご招待いただきありがとうございます。実施約２ヶ月前にお知らせいただければ勤務調整できなくは
ないのですが…　申し訳ございません。皆様方によろしくお伝え下さい。

坂口典子 平成01年 毎日、（株）テーブルアートで勤務をしております。

笹谷照浩 平成04年 皆様、御無沙汰しております。日頃の法務、諸行事にいそしみこなしています。関係各位の皆様の平安と幸
せをお祈りいたします。

辻井雅典 平成05年 都合により欠席させて頂きます。
美籐貴弘 平成08年 居宅介護支援事業所を開設し５年になりました。経営は大変です。
沖　貴司 平成08年 ご盛会を祈念しております。
福岡舞子 平成08年 失礼してばかりで申し訳ございません。
森田祐弘 平成06年 欠席で申し訳ございません。

木原圭一 平成09年 この時期は、高校大学等学校説明会等が多く繁忙の為、欠席させて頂きます。御盛会を心より御祈念してお
ります。

髙橋康子 平成11年 大阪北部地震お見舞申し上げます。

相川孝純 平成12年 智山学生会同窓会は、お陰様で立ち上げより３期目に入りました。今後ともご指導よろしくお願い致します。
今回は定例の檀務と重なる為、欠席させていただきます。

田中富三 平成12年 84才、体調不安となりました。
湯川定代 平成12年 皆様のご健康とご活躍をお祈りしています。私も元気に仕事に励んでいます。
大西正倫 平成13年 病院勤務。
鈴木尚史 平成14年 現在は地元のグループホームにつとめています。元気で毎日を楽しくすごしています。

喜多川俊和 平成16年 相変わらず宝塚の平林寺成就院へお勤めです。
池上聡一 平成17年 出席できなくてすみません。

小見谷真介 平成18年 元気でやってます。
近間道子 平成18年 元気でやっています。
早川大亮 平成18年 元気にしています。
嶋谷祥子 平成19年 特別支援学校で教諭をしています。久しぶりに大学に行きたいと思っています。
築本正徳 平成19年 特に何もしていません。（特記事項なし）
森本　勇 平成19年 東寺真言宗実相寺の徒弟をつとめています。認定臨床宗教師の活動をほんの少し展開しています。

鈴木作太郎 平成21年 今月から新しい職場で仕事をすることになりました。懇親会当日の７月３日（火）は仕事のある日で、仕事
終了後に大学まで行ってバスに乗る予定です。遅れて行けなくなるかも知れません。

藤本裕士 平成22年 元気でやっています
板野真樹 平成23年 福祉用具の営業職としてがんばっています。
本田茂秀 平成23年 いつもお世話になっております。当日仕事の為、せっかくですが欠席させていただきます。

向井拓夢 平成23年 ご無沙汰しております。引っ越しましたが、伏見区内です。たまに職場から、食堂利用や採用活動で足を運び、
お世話になってます。

本田　裕 平成30年 当日、東方学院でサンスクリットのマハーバーラタを読んでいます。
今井淨圓 賛助 キャンパスプラザの授業日ですので、欠席します。
神保全孝 賛助 近年体調の方が芳しくございませんので遠出は出来なくなりました。悪しからずご了承下さいませ。

★ 総会返信ハガキ通信欄に記入されていたものを抜粋してご紹介します。皆
様も近況等をお知らせいただければ幸いです。

（卒年順・敬称略）メッセージと近況
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種智院大学同窓会では、会員の皆様の個人情報保護に努めております。ただし今後とも従来どおり種智院大学・
学校法人綜藝種智院から各種案内郵送の申し出があれば、会員の皆様へご案内文等を送付することがあります。ご了
承のほど、よろしくお願い申し上げます。


