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○総会報告

　平成25年度種智院大学同窓会総会は、７月25
（木）午後１時より母校の講義室401で開催され、
はじめに物故者慰霊法要がおこなわれ総会に入っ
た。
　はじめの会長挨拶には、かわって杉﨑圓覚副会
長が立ち、鷲尾遍隆会長ならびに大林教善副会長
には都合により辞意を表明されている。それに伴
い新たな正副会長を選出したいので、後ほど総会
の審議とご承認をいただきたい旨述べられた。
　つづいて村主康瑞学長の挨拶があり、大学にお
ける経営上の現況、入学者数の現状とその分析、
大師の志を揺るぎなく受け継いでゆくこと、なら
びに同窓会からも変わらぬ支援をお願いする旨述
べられた。
　杉﨑圓覚副会長（昭和54）を座長に選出し議事
に入った。
【審議事項】
①平成24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
　資料にしたがって事務局から説明があり、異議
質問等なく承認。また母校支援事業は図書の寄贈
が行われた旨補足説明があった。
②平成25年度事業計画ならびに予算について
　資料にしたがって事務局から説明があり、異議
質問等なく承認。

③役員人事について
　鷲尾遍隆会長ならびに大林教善副会長には辞任
届を提出されており、鷲尾会長の意向をうけて新
会長として善通寺派宗務総長の菅智潤師（昭和
47）に、また副会長には菅僧正の推薦により上原
雅明師（昭和54）に打診。いずれも受諾されてお
り、先ほどの幹事会においても了承された。以上
事務局より説明し、総会の審議と承認を求めたと
ころ、異議なく決せられた。
　続いて、鷲尾前会長には慣例により顧問に推戴。
副会長経験者は本来参与とするが、大林師には随
心院寺務長としての立場からすでに参与である旨
説明があり、異議なく承認された。
　また同窓会事務局長に宇垣泰明師（昭和57）が
就任することで承認を得た。
④新支部結成について
　従来より智山派徒弟の学生たちが、在学期間中
に「智山学生会」を結成して法要や教学などの研
鑚活動がなされていたが、この程そのＯＢ会とし
て「智山学生会同窓会」を設立。同窓会支部とす
るには、総会の承認事項であるので審議を求めた。
　続いて智山学生会同窓会の代表、相川孝純会長
（平成11）が挨拶に立ち、同窓会支部として同窓
会を支えて行きたいので、是非ご承認をいただき、
会則には同窓会支部である旨を明記したい旨が述
べられた。
　承認が求められ、異議なく「智山学生会同窓会」
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は支部として承認された。
⑤種智院大学支援について
　母校より10,000,000円の寄付依頼があり。総会
に先立っての幹事会では、経営面での努力が不足、
人件費など具体的成果を求めるという意見付きで
了承された旨報告。
　総会において出席者の意見を求めたところ、広
報宣伝などの工夫努力がもっとなされるべきだ
と、個々の事例をあげての提案があった。現在鋭
意実施されている広報活動について逐一説明。イ
ンターネットを活用した宣伝、ウェブサイトによ
る広報だけでなく、ソーシャルネットワークの活
用、YouTubeに学生歌など本学関連動画が投稿
されているので、シェアによる拡散など、費用を
必要としない広報活動を積極的に推進することに
した。
　また10,000,000円は寄付金とせず学校債のかた
ちで協力する旨説明があり、幹事会での了承にし
たがって、総会においても承認された。
⑥その他
　特になし。
【協議事項】
①種智院大学同窓会研究助成金について
　同窓会奨学金に毎年多大なる寄付金を寄せてい
ただいているが、学生数の減少にともない給付に
あてる金額も減少。せっかく教育のために寄せら
れた貴重な寄付金を有効に活用するため、研究を
されている教員や研究者に対して助成したらどう
かと、かねてよりシャキャ・スダン先生より提案
を受けている。正式な規程を設け来年度の総会に
諮り、承認を得たのち遡及して来年度４月１日か
らの実施としたい。協議事項なので意見があれば、
今だけでなく今後も寄せていただくこととした。
　出席者からの発言で、規程案に見られる「仏教
及び仏教福祉に関する研究に対して助成云々」の
条文について、母校は本来的に「密教」を学ぶと
いうのが土台として挙げられるが、最近それが希

薄になっているように感じられる。研究援助の趣
旨は大いに賛同であるが、同窓会でするなら「密
教」という言葉が生きていたほうが良いという意
見があった。
②種智院大学同窓会会則の変更について
　会長以下役員組織について曖昧な部分があり、
会員の意見集約や活動について円滑かつ迅速に実
施できるよう、新会長のもとに検討して原案を作
成し、来年度以降に総会の承認を経て、会則の改
正を目指している旨報告された。
③その他
　特になし。
【報告事項】
　進行順に変更あり。
②高雄灌頂について
　本会から協賛金の支出を行った「平成高雄灌
頂」について、主催者である実行委員会の大塚知
明委員長（平成２）より経過報告と決算報告があ
り、収支差額の211,499円は種智院大学に寄付す
る旨が述べられた。
①同窓会奨学金について
　今年度は２名の応募があり採択。通知書が手渡
され、給付生より一言ずつお礼が述べられた。
③種智院大学学生歌制作について
　本会において音源作成を行ったＣＤを出席者に
配布。YouTubeにも動画投稿されている。同窓
会ウェブサイトからもダウンロードできるように
する予定であることが報告された。
④その他
　特になし。
　以上をもって総会議事を終了。続いて講義室
306において元サッカー日本代表・永島昭宏先生
の記念講演「夢を実現する」を拝聴。マンダラ広
場で記念撮影の後、ハイアット・リージェンシー
京都にて懇親会が行われ、最後は来年の再会を約
して全員で学生歌を斉唱し、和やかな内に散会し
た。

卒年 氏　　名
昭和23 手塚　利貞
昭和30 福嶋　尊光
昭和31 手塚　　節
昭和36 大塚　聖純
昭和47 都筑　大乗
昭和48 村岸　定光
昭和54 内山　仁空
昭和54 岡田　幸恵
昭和54 杉﨑　圓覚
昭和54 新見　和言
昭和55 上田　霊宣
昭和56 宮崎　快尭

卒年 氏　　名
昭和57 宇垣　泰明
昭和57 里　笑美子
昭和57 新垣かほる
昭和59 橋本江理子
昭和60 佐野　剛空
昭和60 白川　密峰
昭和60 武村　尚史
昭和60 南　　本源
昭和60 吉田　大治
昭和60 渡邊　恭章
昭和61 見城　雅俊
昭和62 山下　高仙

卒年 氏　　名
平成 2 大塚　知明
平成 2 沖津　祐照
平成 8 湯通堂法姫
平成 9 川原　一修
平成 9 鈴木　弘昭
平成11 田中　富三
平成12 相川　孝純
平成12 海老原真紀
平成12 SHAKYA Sudan
平成12 中島　朋子
平成13 福澤　隆雅
平成14 林　　　尚

卒年 氏　　名
平成17 村上　泰教
平成18 山中　弘道
平成18 浦田　純子
平成22 三木　龍圓
賛助 明石　隆行
賛助 児玉　義隆
賛助 佐伯　俊源
賛助 村主　康瑞
賛助 松本　峰哲
学生 金田　涼子
学生 英　　奈穂
学生 石田　峰潤

平成25年度種智院大学同窓会総会出席者
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　種智院大学同窓会会員の皆様におかれまして
は、ご清祥の日々をお過ごしのことと存じます。
　このたび、はからずも同窓会会長の大役を仰せ
つかることになりました。昭和47年卒業生の菅　
智潤（香川県三豊市・善通寺派円明寺住職）でご
ざいます。どうぞよろしくご教導賜りますようお
願い申し上げます。
　この20世紀後半以降、世界中で異常気象に依る
災害が続発しております。これは地球上の産業活
動、人間生活に伴って排出された各種ガス、など
の影響による地球温暖化現象が主原因だと言われ
ております。
　我々は地球を良い状態で次の世代に引き継ぐ責
務がございます。この点に関して我々が出来るこ
とは、日々の生活でいかにエネルギーを少なく使
用するかに掛かっております。この点も、布教の
現揚で訴え続けて行く必要があります。
　さて、現今、寺院を取り巻く状況は、少子高齢
化等の影響で年々厳しくなって来ております。将
来的に寺院合併をも視野に入れなければならない
と思います。
　この厳しい寺院環境に対応する為に、種智院大
学は、これまで以上に真言密教及び仏教福祉の研
究センターとしての役割を担うべきであります。
　なお、近年、種智院大学は、真言宗色を薄めて
来たように感じております。学部名の人文学部も
以ての外であります。仏教学部に戻すべきです。
こてこての真言宗色を打ち出すべきです。
　また、種智院大学は、今、危急存亡の秋であります。
今後、種智院大学を継続運営していく為に、同窓
生及び関係者が一丸となって全国に支援の輪を広
げていただき度く、伏してお願い申し上げます。
　我々同窓生等が支援を継続させる為には、大学
当局も運営努力に勤め、弘法大師及び真言密教の
カリキュラムを充実させる必要があります。何の
改善策も実現しないのならば、支援の輪は広がら
ないでしょう。
　皆様方の忌憚のないご意見を御手紙、FAX、
メール等で同窓会事務局にお寄せ下されば幸甚に
存じます。 合掌 

会長挨拶

種智院大学同窓会会長　菅　 智潤

　種智院大学同窓会会員の皆様には、ますますご
清祥のこととお慶び申し上げます。
　平素は、本学の教育ならびに研究のためにご高
配をいただき、厚く御礼申し上げます。
　御存知の通り種智院大学は、現在非常にきびし
い局面に立たさされております。一歩間違えば、
まさに存亡の危機になりかねません。入学者の状
況は低迷しておりますが、学内一丸となって鋭意
努力いたしております。
　その状況の中で、同窓会の皆様からは暖かいお
志をいただき、今年度は一千万円の御高配をいた
だき、入試関連でもご協力いただいております。
また、そのほかにも、昨年度は図書館学術情報セ
ンターに多くの図書資料をご寄贈いただきまし
た。心より御礼申し上げます。
　ふりかえって見ますに、宗門大学の入学者数の
減少と申しますのは、なにも真言宗に限ったこと
ではありません。宗門の設立した大学がありなが
ら、その宗門の子弟は一般大学に進学してしまう
現状があります。事実、本学の卒業生の子弟でも、
本学に進学してもらえないケースがたくさんござ
います。
　一般の大学で、仏教以外の学問を学び、その後
一定期間専門道場などで修行して寺院の住職や後
継者になる。むろん、弘法大師は広く学問を修め
よと仰せになりました。しかし、その傾向が強く
なりすぎると、宗派の学問や仏教学の研究がおろ
そかになり、時代に対応しきれなくなるでしょう。
　現に、宗教にたよらない冠婚葬祭がおこなわれ
るようになっております。これは、日本の仏教全
体が衰微して行く兆候ではないかと危惧しており
ます。いわゆる檀家制の変質が、核家族化や世代
交代での継続不能が、経済的・社会的要因により
進む中、そのことを研究し改革する研究を進める
べき学問の府に宗門徒弟が来ないことが、布教や
法務の停滞をまねくことは必然となりましょう。
　また、福祉にとって、仏教・密教をベースにす
ることはたいへん有意義なことだと思います。仏
教には、西洋とは次元を異にした発想の福祉精神
があります。仏典の中にも多くそれは説かれてお
り、また、歴代の祖師先徳がたも実践されて来ら
れました。そのようなことをもう一度とりあげて
研究し、社会に還元することが本学の存在意義で
あろうと思います。
　本学に来られたかたには、それらの学問をきち
んと修めてもらい、社会に有為な人材となって羽
ばたいていっていただくつもりです。
　どうぞ、同窓会の皆様も、今後ともご支援のほ
どよろしくお願い申し上げます。 合掌 

学長挨拶

種智院大学学長　村主　康瑞

菅智潤会長略歴
香川県三豊市円明寺（善通寺派）住職。昭和24年12
月５日香川県生まれ。
昭和47年種智院大学を卒業後、総本山善通寺勤務。
宗務主事、教学課長、財務課長を歴任され、平成８
年総本山善通寺執行・真言宗善通寺派財務部長。そ
の後、平成20年より現在まで総本山善通寺執行長・
真言宗善通寺派宗務総長を努められている。宗外で
は、学校法人綜藝種智院理事、社会福祉法人弘善会
理事長なども努められている。
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１．平成24年度　近畿支部総会・懇親会
 日　時　平成24年６月29日㈮19時00分
 場　所　すたんど割烹日本（大阪市中央区）

１．会計監査
 日　時　平成24年７月３日㈫
 場　所　南丹病院

１．幹事会
 日　時　平成24年７月19日㈭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24年７月19日㈭13時00分
 場　所　種智院大学　講義室401

１．総会
 日　時　平成24年７月19日㈭13時10分
 場　所　種智院大学　講義室401

１．記念講演
 日　時　平成24年７月19日㈭15時00分
 場　所　種智院大学　講義室306
 演　題　ただ、生きる！
 講　師　廣瀬郁実　先生

１．懇親会
 日　時　平成24年７月19日㈭17時30分
 場　所　京都ホテルオークラ　曲水の間

１．平成24年度種智院大学同窓会奨学金給付
 日　時　平成24年７月20日㈮（３名）

１．平成24年春学期　卒業証書・学位記授与式
 日　時　平成24年９月14日㈮14時00分
 場　所　種智院大学　第１会議室
 卒業記念品　腕輪念珠（１名）

１．会報発行
 　39号　平成24年12月1日

１．特別事業
 宿曜占星法講習会（東京）（第３回）
 　　日　時　平成24年４月26日㈭～27日㈮
 　　場　所　高野山東京別院
 　　講　師　天台寺門宗本山布教師・金翅鳥院住職
 　　　　　　羽田　守快　先生
 伝法灌頂『野沢通用式』講習会（第１回）
 　　日　時　平成24年６月25㈪～26日㈫
 　　場　所　真言宗智山派宗務庁　大講堂
 　　講　師　甲田　宥吽　先生
 伝法灌頂『野沢通用式』講習会（第２回）
 　　日　時　平成24年８月30㈭～31日㈮
 　　場　所　種智院大学　講義室306
 　　講　師　甲田　宥吽　先生
 星供護摩作法伝授
 　　日　時　平成25年１月29日㈫
 　　場　所　種智院大学　講義室306
 　　講　師　大門寺住職　添野　智譲　先生

１．平成24年度  第61回卒業証書・学位記授与式
 日　時　平成25年３月15日㈮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（37名）

種智院大学同窓会　平成24年度事業報告書

　　　前期繰越収支差額 28,490,185 円
　　　当期収支差額 2,700,052 円
　　　　　　  計 31,190,237 円

上記金額を次の通り処分する。
　　１. 奨学事業積立金 537,439 円
　　２. 次期繰越収支差額 30,652,798 円
　　　　　　  計 31,190,237 円

収支差額処分案

平成24年度事業報告・決算諸表
貸　借　対　照　表（平成25年3月31日現在）

平成24年度会計監査報告書
平成24年度決算諸表を別紙のとおり報告します。
　平成25年５月30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25年６月４日
　　種智院大学同窓会　監査

　　種智院大学同窓会　監査

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 　未払金 0
　　預　金 28,605,793 　　　　負債合計 0
　　前払金 105,000 Ⅲ正味財産の部
　　学　債 10,000,000 　前期繰越正味財産 28,490,185
　資産合計 38,710,793 　奨学事業積立金 7,520,556

　当期正味財産増加額 2,700,052
　　正味財産合計 38,710,793

38,710,793 38,710,793

自、平成24年4月1日　　至、平成25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 1,320,000 1,320,000 0 @3万×44名
　　寄付金収入 0 5,550 5,550
　　雑収入 10,000 4,157 △ 5,843
　　総会事業収入 240,000 200,000 △ 40,000
　　奨学事業収入 1,101,000 1,151,174 50,174
　　特別事業収入 10,766,000 10,776,500 10,500
　当期収入合計A 13,437,000 13,457,381 20,381
　前期繰越収支差額 28,490,185 28,490,185 0
　収入合計B 41,927,185 41,947,566 20,381
Ⅱ支出の部
　１.事業費 [ 9,471,200］ [ 9,749,894］ [ 278,694］
　　　　総会事業費 1,250,000 1,187,658 △ 62,342
　　　　会報発行費 560,000 550,850 △ 9,150
　　　　奨学事業支出 820,000 613,735 △ 206,265
　　　　卒業記念事業費 100,000 63,960 △ 36,040
　　　　IT事業費 250,000 254,400 4,400
　　　　特別事業支出 6,491,200 6,578,566 87,366
　　　　母校支援事業費 0 500,725 500,725
　２.管理費 [ 1,330,000］ [ 1,007,435］ [△ 322,565］
　　　　事務委託費 50,000 50,000 0 大学へ事務手数料
　　　　業務委託費 120,000 118,282 △ 1,718 会員情報管理業務
　　　　印刷製本費 20,000 13,650 △ 6,350
　　　　通信費 180,000 86,543 △ 93,457
　　　　消耗品費 70,000 119,705 49,705
　　　　人件費 480,000 327,600 △ 152,400
　　　　旅費交通費 50,000 72,400 22,400
　　　　会議費 120,000 120,320 320
　　　　接待交際費 20,000 12,935 △ 7,065
　　　　慶弔費 200,000 85,580 △ 114,420
　　　　雑費 20,000 420 △ 19,580
　３.予備費 [ 1,000,000］ [ 0］ [△ 10,00,000］
　　　　予備費 1,000,000 0 △ 1,000,000
　　当期支出合計C 11,801,200 10,757,329 △ 1,043,871
　当期収支差額A-C 1,635,800 2,700,052 1,064,252
　次期繰越収支差額B-C 30,125,985 31,190,237 1,064,252

収　支　計　算　書
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１．会計監査
　　日　時　平成25年６月４日㈫
　　場　所　種智院大学　研究室420（同窓会事務局）

１．平成25年度　近畿支部総会・懇親会
　　日　時　平成25年６月27日㈭19時00分
　　場　所　敦煌（大阪市中央区）

１．幹事会
　　日　時　平成25年７月25日㈭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25年７月25日㈭13時00分
　　場　所　種智院大学　講義室401

１．総会
　　日　時　平成25年７月25日㈭13時10分
　　場　所　種智院大学　講義室401

１．記念講演
　　日　時　平成25年７月25日㈭15時00分
　　場　所　種智院大学　講義室306
　　演　題　夢を実現する。
　　講　師　永島昭浩　先生

１．懇親会
　　日　時　平成25年７月25日㈭17時30分
　　場　所　ハイアット・リージェンシー京都　ガーデンルーム

１．平成25年度種智院大学同窓会奨学金給付
　　日　時　平成25年７月25日㈭（２名）

１．平成25年春学期　卒業証書・学位記授与式
　　日　時　平成25年９月13日㈮14時00分
　　場　所　種智院大学　第１会議室
　　卒業記念品　腕輪念珠・学生歌ＣＤ（３名）＊

１．会報発行
　　40号　平成25年11月ごろ

１．特別事業
　　諷誦文ならびに花押講習会
　　　日　時　平成25年10月10㈭
　　　場　所　種智院大学　講義室306
　　　講　師　最明寺住職　下泉　全暁　先生（諷誦文）
　　　講　師　自性寺住職　渡邊　俊雄　先生（花押）
　　伝授または講伝
　　　日　時　平成26年２月ごろ
　　　場　所　種智院大学
　　　講　師　未定

１．平成25年度　第62回卒業証書・学位記授与式
　　日　時　平成26年３月15日㈯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（51名）＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊は予定

種智院大学同窓会　平成25年度事業計画書
平成25年度事業計画・予算書

収　支　予　算　書　案
自、平成25年4月1日　　至、平成26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 1,200,000 1,320,000 △ 120,000 @3万×40名
寄付金収入 0 0
雑収入 5,000 10,000 △ 5,000
総会事業収入 200,000 240,000 △ 40,000
奨学事業収入 1,101,000 1,101,000 0
特別事業収入 6,610,000 10,766,000 △ 4,156,000
当期収入合計A [9,116,000］ [ 13,437,000］[△ 4,321,000］

前期繰越収支差額 30,652,798 28,490,185 2,162,613
収入合計B 39,768,798 41,927,185 △ 2,158,387
Ⅱ支出の部
１.事業費 [ 6,060,000］[ 9,471,200］ [△ 3,411,200］
　総会事業費 1,270,000 1,250,000 20,000
会報発行費 560,000 560,000 0
奨学事業支出 820,000 820,000 0
卒業記念事業費 100,000 100,000 0
ＩＴ事業費 260,000 250,000 10,000
特別事業支出 2,900,000 6,491,200 △ 3,591,200
母校支援事業費 150,000 0 150,000

２.管理費 [ 1,280,000］[ 1,330,000］ [  △ 50,000］
事務委託費 50,000 50,000 0 事務代行手数料大学
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 100,000 180,000 △ 80,000
消耗品費 70,000 70,000 0
人件費 480,000 480,000 0
旅費交通費 80,000 50,000 30,000
会議費 120,000 120,000 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

３.予備費 [ 500,000］[ 1,000,000］[ △ 500,000］
予備費 500,000 1,000,000 △ 500,000
当期支出合計C 7,840,000 11,801,200 △ 3,961,200

当期収支差額A-C 1,276,000 1,635,800 △ 359,800
次期繰越収支差額B-C 31,928,798 30,125,985 1,802,813

　同窓会では、昨年度より特別事業などで得られた収益の一部を、母校支援の
として支出することにした。
○平成24年度
図書資料寄贈
　図書館学術情報センターが、大学の予算削減のため新規に図書が購入できな
くなり、同窓会に対して寄贈の依頼があった。同窓会では、とくに高額で入手
しにくい貴重書や希少本などを中心に、48冊約40万円分を購入寄贈した。仏教
書は単価が高いうえに印刷部数も少なく、すぐに入手困難になりやすく、随時
購入しておくことが望ましいことによる。
○平成25年度
学債１千万円購入
　母校の経営支援のため、総会の承認を得て、11月14日付で１千万円の学債を
購入した。
入試業務用手提袋制作
　入試広報部から、高校訪問やオープンキャンパスで、訪問先や来学者に大学
案内・記念品等を差し上げるための、上等な手提げ袋が必要との要望があり、今年度の同窓会予算で支援するこ
とになった。
　デザインは、近年種智院大学が大学カラーとしている青系を使用し、好感の持てる意匠となっている。

○同窓会母校支援事業報告
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メッセージと近況

氏　名 年次 内　　容

石原　高喜 昭和15 老骨に鞭打って、本堂の保存修理する為に、あれこれやっております。昨日なろうと祈りつつ。
杉山　宥敬 昭和17 91才になりました。元気に庭の手入れ等をしています。PCでデジカメ写真を趣味に楽しんでいます。

番場　實亮 昭和20 炊事、洗濯、庭木の手入れ野菜づくり等、毎日元気で頑張っています。奨学金寄付名簿に昭和20年卒は私一人に
なってしまい、淋しく思います。会の益々の発展を祈ります。奨学金本日振り込みます。

木村　大廣 昭和22 3月5日腰痛手術入院、目下リハビリ治療中です。みな様方のご健康を祈念いたします。

松崎　隆雄 昭和22
失礼ですが大学新設記念に室戸岬風景画を寄贈させていただきました。私も絵の道で日展会友に推挙され、色々
会の審査やら、絵画講師やらで、絵画指導は技術より情操を豊に、情操の中でも宗教的情操に重点を･･･。結果は
未知数ですが死に至るまで手本になればと・・・。失礼

土井　光昭 昭和23 御丁寧なる同窓会総会並びに懇親会の御案内誠に有難うございました。２～３年前より体調を悪くして出席が出来
ません。どうぞ皆様に呉 も々よろしくお伝え下さい。

蓮沼　雅春 昭和23 遠方に出る事なしとなり、大阪市内、奈良市内位です。
松野　栄三 昭和23 年を重ね視力も弱まり体調も思わしくありません。欠席させていただきます。
吉村　八郎 昭和23 母校の発展を祈念いたします。
田井　秀戒 昭和28 ４年程特別養護老人ホームに入っています。
北村　議臣 昭和30 元気です。

平松　弘明 昭和37 卒業以来半世紀となり後期高齢者の仲間入りになりましたが元気に生活しています。母校のご発展をお祈り申し上
げます。

真壁　信治 昭和51 みなさま、お元気でおすごし下さい。
宮崎　快堯 昭和59 元気です。

篠原　信朗 昭和61 毎催ご丁重なる案内状等を賜り誠に畏れ入ります。残念ながら御会当日、拙寺法務雑仕の為出席叶いません。御会
のご盛栄と益々のご躍祥を、湖州東隅よりご祈念申し上げます。

玉川　光俊 昭和61 檀務の為欠席致します。会員の皆様によろしくお伝え下さい。
阪口　典子 平成 1 毎日、（株）テーブルアートで勤務をしております。
島川　正治 平成 4 障害をもっているので作業所に帰っています。元気にしています。
坂本　理恵 平成 6 益々のご発展をお祈り致しております。

相川　孝純 平成11 今年度、種智院大学智山学生OB会が発足し、現在会長を仰せつかっております。報告等事後になり申し訳ござい
ませんが、よろしくお願い致します。

髙橋　賢光 平成11
種智院大学の先生方や先輩方のご活躍ぶりを拝見すると、母親が友人らに知らせ私にもよいお大師様の教えをい
ただいたと感謝の電話をかけて来ます。近日ここは日本かと思われる程の天候が続いております。どうかお体をご自
愛下さい。年明けに私も二人めの母になる様で頑張ります！

田中　富三 平成12 聴講生として今なほお世話になっております。
世古　江美 平成14 仕事の為出席できません。申し訳ございません。
長谷川古代 平成14 皆様の御健康を祈念致しております。
前西　隆明 平成14 元気にやっております。
喜多川俊和 平成16 宝塚のお寺に住み込みで勤めております。
池上　聡一 平成17 今回も出席できなくてすみません。大阪メディカルサービスにつとめております。
近間　道子 平成18 昨年12月に次女が産まれました。現在石川県金沢市に居ます。
嶋谷　祥子 平成19 教員採用試験に合格し、高等養護学校に勤務しています。
茨山　あや 平成22 社会人として、精神保健福祉士として、日々 努力することや向上心を持つことを忘れずにがんばっています。
藤本　裕士 平成22 元気でやっています。
本田　茂秀 平成23 いつも行けなくてすいません。お世話になっております。
向井　拓夢 平成23 向島の「ベテスダの家ケアホーム」に勤めて２年目になります。昨年は出欠回答を出し損ねてしまい、申し訳ありません。
浅見　次郎 平成24 現在、高野山金剛峯寺にて研修生をさせていただいてます。総会が盛況になることを願っています。
鈴木　隆雄 平成25 現在自坊にて住職を勤めさせていただいております。真言宗豊山派平照山龍性院
今井　淨圓 賛助会員 ご盛会を念じております。
佐々木龍宝 賛助会員 高野山大学との合併を希望します。
滝村　雅人 賛助会員 案内をありがとうございました。貴会のますますの御発展を念じております。

　平成25年度会員の近況（出欠葉書短信欄の抜粋） （卒年順・敬称略）
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　種智院大学同窓会では、このたび種智院大学学生歌のＣＤを制作した。
　種智院大学学生歌は、『学生便覧』や『同窓会会員名簿』等に掲載され、その存在は知られて
いたものの、ほとんどの学生たちが在学中に一度も耳にする機会はなかった。一時期、入学式に
は演奏されていたものの、それも数年で途絶えて現在に至っている。
　この曲は、歌詞は永年本学で教鞭をとられた故高藤圓應名誉教授が、曲はツトム・ヤマシタの
父君で、洛南高校吹奏楽部を全国的な吹奏楽部に育てられた故山下清孟先生が作られた格調高
いものである。けれども、せっかくの名曲も、演奏されなければ人知れず埋もれてしまうことになる。
　そこで、このほど吉田大治師（昭和60）の音源制作により、ＣＤ化された。現在、大学の協力で、
Youtubeに懐かしい写真とともに掲載されている。
　http://www.youtube.com/watch?v=WtqwL7KLNeI　または、同サイトの検索で「種智院大学　学生歌」を入力すれば、
視聴することができる。
　また、同窓会では、ウェブサイトにも掲載し、視聴およびダウンロードができるようにし、希望者には、送料のみでＣＤ
を頒布することになった。希望者は、同窓会事務局まで連絡のこと。

　このほど、種智院大学の仏教学科の宮田ちぐささんが、『相談室だより』を上梓された。この本は、
宮田さんがスクールカウンセラーとして中学校に赴任され、お辞めになるまでの10年間に出された「相
談室だより」をまとめられている。思春期の中学生たちの心に向き合い、真摯に、暖かく見守ってい
る視線が感じられる内容になっている。
　宮田さんは、22年から社会人長期履修学生として入学され、現在は『大日経』の百六十心をテーマ
に卒業論文に取り組んでおられる。指導教員によれば、やはり心を取り上げる視点は、専門の学者と
はすこし異なり、面白いとのことである。宮田さんの、今後の一層の活躍に期待したい。
　宮田ちぐさ『相談室だより－スクールカウンセラーの日々　みちくさエッセイ百話』（大阪市・サー
ド刊　定価1,800円）

会 員 消 息
慶事　心からお慶び申し上げます 
蛎田大悟様（平成16年） 平成25年２月御結婚
山本雅文様（平成14年） 平成25年５月御結婚
捨田利義匠様（平成22年） 平成25年10月御結婚

弔事　謹んでお悔やみ申し上げます
滝川隆勝師（昭和20年） 平成24年６月御遷化
村上博昭様（平成17年） 平成24年御逝去
麻生文雄猊下（元理事長、学長） 平成24年11月御遷化

栗原英郎様（昭和41年） 平成24年12月御逝去
鈴木郁雄師（昭和30年） 平成25年１月御遷化
佐伯良栄師（準） 平成25年６月御遷化
平井雄貴様（平成25年） 平成25年８月御逝去
田中吉郎様（賛助） 平成25年10月御逝去
野澤聖弘師（平成４年） 平成25年10月御遷化
橋本哲夫様（教授・賛助） 平成25年11月御逝去

聖教の頒布  これまで同窓会特別事業で作成した聖教の余剰分について、以下の通り頒布いたします。

お
申
し
込
み
方
法

頒価及び、№２～４は送料500円を合計した金額を郵便振替で下記口座または現金書留で同窓会事務局宛ご送付
ください。
 口座番号　００９７０－４－１０５９９４
 加入者名　種智院大学同窓会記念事業実行委員会
 ※ 振込手数料は各自ご負担下さい。領収書は、振替払込の受領証を以て代えさせていただきます。
 №２～４はエックスパック500でお送りします。
 送料は別途必要になりますので、事前にお問い合わせ下さい。

振込先

送　付

○種智院大学学生歌のＣＤ制作

学生の書籍出版

№ 聖教名 頒価
１ 石山寺相承　保寿院流聖教 48,000円
２ 結縁灌頂声明集　　　　　　　　　　　　　　　　　　※残部僅少 10,000円
３ 具支灌頂式 延命院・伝法灌頂三巻式 野沢通用式（長谷寶秀師写本） 15,000円
４ 伝法灌頂『野沢通用式』概説（甲田宥吽師著） 3,000円
5 三宝院流　属星供・北斗供・護摩次第　３帖１帙 15,000円
6 西院流　属星供・北斗供・護摩次第　３帖1帙 15,000円

頒
布
聖
教



大学案内・入学願書について
ハガキまたはお電話（FAX可）、電子メールでご請求ください。
種智院大学教務課入試担当　TEL 075-604-5600　FAX 075-604-5610　MAIL nyushi@shuchiin.ac.jp

 http://www.shuchiin.ac.jp/
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。

種智院大学同窓会報　第40号（8）

　入学試験のご案内
■平成26年度種智院大学入試日程

入試種別 出願期間 試験日 合格発表 手続締切
一般入試１
社会人入試４ 1/ 7（火）～ 1/21（火） 1/26（日） 2/ 1（土） 2/17（月）

一般入試２
社会人入試５ 1/28（火）～ 2/10（月） 2/15（土） 2/22（土） 3/ 7（金）

一般入試３
社会人入試６ 2/24（月）～ 3/10（月） 3/13（木） 3/15（土） 3/20（木）

センター試験利用入試Ａ 1/ 7（火）～ 2/ 4（火）
個別試験なし

2/15（土） 2/28（金）
センター試験利用入試Ｂ 2/24（月）～ 3/10（月） 3/15（土） 3/20（木）
※一般入試と同日程で宗門関係者入試、編入学試験を実施しています。

入試種別 エントリー・相談日 出願期間 入学審査日 合格発表 手続締切
ＡＯ入試３（専願） 12/20（金）～2/20（木） 2/24（月）～3/10（月） 3/13（木） ５日以内に通知 3/20（木）

■入試トピックス
ひとり親世帯等の学生に対する就学支援制度

種智院大学では、母子・父子家庭等の厳しい経済状況の中、本学での学びを深めようとする学生（入学予定者含む）を支
援するため、「ひとり親世帯等の学生に対する就学支援制度」を立ち上げました。
この制度に適用された学生は、授業料・施設費（入学予定者は入学金含む）を半額免除されます。

教科型入試の成績優秀者には入学後奨学金を給付します

一般入試2とセンター試験利用入試で、奨学金給付生を選抜します。成績優秀者には入学後に奨学金を給付します。

何回受験しても検定料は同じ3万円です

本学の入学試験は、初回の検定料だけで何度でも受験可能です（専願試験の合格者以外）。あなたの希望する入試パター
ンや日程にあわせて受験してください。また、これを活用し、教科型の試験で奨学金給付生にチャレンジすることも可能
です！

AO入試を３回実施

AO入試の流れは、１エントリー、２相談、３出願、４面接試験には事前課題と進んでいきます。エントリーシートはAO入
試ページからダウンロードすることが可能です。
※AO入試の入学検定料は不要です。

センター試験利用入試の出願回数は２回

センター試験利用入試の出願回数は２回あります。入学検定料は受験ごとに14,000円となります。センター試験利用入
試も奨学金給付生選考を兼ねていますから、自宅に近い受験会場で受験して奨学金を給付されるチャンスがあります。


