
種智院大学同窓会報　第43号 （1）

○総会報告

　平成28年度種智院大学同窓会総会は、６月30日
（木）午後１時より、講義室401で開催された。
　京都の天候も雨模様であったが、地域によって
は大雨の情報も伝えられていた。当日の朝方、総
会や記念講演を楽しみにしておられた九州の方か
ら電話があり、新幹線が止まっていて時間までに
行けないかも知れないと連絡が入った。スタッフ
一同心配もしたが、同時に母校のために遠く九州
から来てくださる熱意に深く感激した。
　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。
　次に村主康瑞学長よりご挨拶があり、母校の現
状やこれからの展望について説明。前年度から単
年度黒字となった経営状況は、今年も良好な経過
にある。人件費の削減など教職員の理解と協力も
大きな力となっていること。これからも伝授や講
伝などの開筵し、一方、ネパールのルンビニー大
学との留学生交換の計画が進み、グローバル化が
はかられようとしていること、また大学が所蔵し
ている貴重な資料文献などの出版事業など、すで
にいくつかの計画が実現に向けて動きつつある話

題が挙げられ、同窓生の一層のご協力をお願いし
たい旨が述べられた。
　総会の冒頭、菅智潤会長（昭和47）は都合によ
り総会には出席できず懇親会以降の出席となった
ため、杉崎圓覚副会長（昭和54）が代わって挨拶
し、審議への協力を求めた。
　そして、今年度同窓会奨学生３名が紹介され、
それぞれ抱負などを話してもらった。
　座長選出は事務局一任となり、上原雅明副会長

（昭和54）を座長として議事に入った。
【審議事項】
①平成27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
　配布した資料にしたがって、先ず宇垣泰明事務
局長（昭和57年）より一年間の事業報告を説明。
特に研究助成金給付者の選考の経過や、浅井證善
先生による諸作法伝授を開筵した特別事業につい
て詳しく報告された。
　続いて会計報告ならびに収支差額処分案につい
ても事務局より説明。村岸定光（昭和48）監査役
より会計監査について報告され、ともに承認された。
②平成28年度事業計画ならびに予算について
　事業計画案について事務局から説明。昨年度実
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施した諸作法伝授の補助資料として、封瓶作法を
動画で解説したDVDを制作し、すでに受者へ送
付したこと。特別事業については継続して実施す
るのは課題があり現在計画を練り直し中であるの
で、同窓生からもアイデアをご提供いただければ
有り難い旨述べられた。
　続いて予算案について、今年度より支部活動支
援費をあらたに設け、支部の活動を活性化させた
いこと。母校支援事業費について質問があったの
で、これまでの推移を含めて報告。
　すべて原案通りに承認された。
③役員の改選について
　改選の時期にあたるので、再任について各役員
に事前の意思確認を行ったところ、２名から辞退
を希望される旨表明されたむね報告。本人の意思
を尊重することとしたが、１名は留任を受け入れ
られた。よって１名の辞退を除く全員の再任が承
認された。
④会則の改正について
　継続的な収入確保のため、現行の会費制度を見
直すにあたり、会則改正が必要であるが、徴収方法、
未納者への対応など検討を要し、また新入学生から
同窓会終身会費を代理徴収している大学側の意向も
勘案しなければならないこと、すでに来年度の入学
案内はできあがっていてその中に「同窓会終身会費」
と明記されているため、即刻の改変は難しい。その
ため、今後継続して審議することとなった。この際、
幹事会に一任を得て審議を進めることで承認された。
⑤その他
　特になし。
【協議事項】
①支部活動の活性化
　あらたに支部活動支援費を予算化し、支部活動
を積極的に後押しすることとした。地域的支部は
もとより、学年支部なども設立できるので、立ち

上げる動きがあれば支援することとなった。
②その他
　特になし
【報告事項】
①同窓会奨学金について
　総会冒頭であった通り。
②京滋支部の発足について
　京都支部と滋賀支部が合同して京滋支部として
活動再開を計画していて、今年中に発足の予定で
あり、総会に先立って行われた幹事会において承
認されたことが報告された。
③その他
　特になし

　議事は終了し、続いてつづいて午後３時から講
義室306において、ワンダルマ仏教僧・鎌倉 一法
庵主、山下良道（スダンマチャーラ比丘）先生によ
る記念講演、「アップデートする仏教」が開講された。
　これまでわが国にあった（大乗）仏教を「仏教
1.0」とし、ここ20年ほどの間に日本に入って浸透し
てきたテーラワーダ仏教を「仏教2.0」と呼ぶことを
前提とすると、その両方を兼ね備える日本ならでは
の可能性として、新たな「仏教3.0」としてアップデ
ートされうること。近年注目を集めているマインド
フルネスという手法を取り上げつつ、2016年の日本
だからこそおこせる新しい仏教の可能性と、新しい
マインドフルネスの可能性を指摘された。そのあと
の質疑応答でも熱のこもったやりとりが行われた。
　続いて記念撮影のあと、京都ホテルオークラに
バスで移動し、午後６時から懇親会を開催。かけ
つけた菅智潤会長（昭和47）の挨拶があり、ご講
演をいただいた山下良道先生に乾杯のご発声をい
ただき祝宴に入った。
　最後は来年の再会を約束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47 菅　　智潤
昭和47 都筑　大乗
昭和48 村岸　定光
昭和51 上原　雅明
昭和54 内山　仁空
昭和54 杉崎　圓覚
昭和54 新見　和言
昭和55 上田　霊宣
昭和56 北尾　隆心

卒年 氏　　名
昭和57 宇垣　泰明
昭和59 橋本江理子
昭和60 白川　密峰
昭和60 武村　尚史
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　髙仙
平成06 赤塚　祐道
平成08 髙橋　弘道

卒年 氏　　名
平成08 湯通堂法姫
平成14 鈴木　尚史
平成14 林　　　尚
平成16 藤井　正史
平成18 浦田　純子
平成19 林　　智史
賛助 児玉　義隆
賛助 左右田昌幸
賛助 佐伯　俊源
賛助 村主　康瑞

卒年 氏　　名
賛助 古川　洋一
賛助 真柄稀里穂
賛助 松本　峰哲
賛助 宮城洋一郎
賛助 吉水　　仁
学生 堀江　光貴
学生 三宅由希子
学生 吉田　渉太
来賓 山下　良道

平成28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、本学の教育振興に対しご高配をいただき
厚くお礼申しあげます。
　今年も天災・人災が多発しております。残念なが
らお亡くなりになられた方には心よりお悔やみ申し
上げますとともに、被災された方々にはお見舞いを
申し上げ、一日も早く平穏な日常が戻られますよう、
お祈りいたします。
　大学の状況につきましては、昨年より徐々に明るい
兆しが見えております。これを消すことなく維持しよ
うと鋭意努力しております。具体的には、前年度から
単年度黒字となった経営状況は、今年も良好に経過し
ており、入学志願者数も、現時点で昨年の入学希望者
の倍近くになっております。これには、人件費の削減
など教職員の理解と協力、細かい学校まわり等たいへ
ん大きな力となっていることは言うまでもありません。
　現在、さまざまな事業の展開を予定しております。
前年来引き続いております潮弘憲教授によります南
山進流声明一流伝授は、来年度早々に秘讃の許可を
開壇いたします。また、大覚寺相承の保寿院流の一
流伝授も開筵するべく準備を進めております。さら
に、慈雲尊者のご生誕300年に合わせて雲伝神道の灌
頂と伝授も企画しております。
　新事業といたしまして、本学に所蔵している稀覯
書を複製刊行して、広く学術研究の資に供したく思
い、今年度から出版するようにしております。
　いっぽう、シャキャ准教授のご尽力により、ネパ
ールのルンビーニ大学との留学生交換の計画が進み、
いよいよグローバル化がはかられようとしておりま
す。より広い視点で密教をとらえ、研究が進むもの
と期待されております。
　また、本学がとくに力を入れております、宗門関係
教科の成果が出てまいりまして、学生と種智院声明研
究会のメンバーによります声明公演が決定いたしまし
た。来春３月10日に京都市のKBSホールで、開催され
ます。詳細は追ってお知らせいたしますが、ぜひとも
皆様お誘い合わせのうえご来場いただきたく存じます。
　また、社会福祉学科もがんばっていただいており
ます。在学中のみならず、卒業後に社会福祉士ある
いは精神保健福祉士を取得される方も多く、就職率
は非常に高率です。しかも本学の卒業生はまじめで
実直な人物が多く、卒業生の就職先からは、引き続
き求人があります。人数の減少のためすべてには対
応しきれず、担当者はうれしい悲鳴を上げており、就
職率はほぼ100％となっております。これもひとえに
卒業生の努力が認められたことと感謝しております。
　さて、今年は、雲照律師が総黌を開設されて135周
年になります。あと15年（平成43年）しますと150周
年ですが、それまでには平成32年（2028年）には、お
大師さまが綜藝種智院を創設されて1200年を迎えます。
　このように、本学も着実に年輪を重ねられるよう、
私は基礎作りに努めてまいる所存ではありますが、
やはり何よりも卒業生・同窓生のの皆様がたのご協
力なくしてはなし遂げられないでしょう。今後とも
なにとぞご支援賜りたく存じます。どうぞよろしく
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

　種智院大学同窓会会員の皆様におかれましては、
日々ご清祥にお過ごしのこととお慶び申し上げます。
　今、日本の大学の現状を見ると、大規模大学は学
部を増やし、入学者の確保に動いております。また、
中堅大学も文科省の方針に添って、文科系学部から
学部変更を進めております。
　母校の種智院大学の現状は、教職員の方々が種々
努力されておられますが、仏教と福祉専攻だけでは、
学生募集に限度があります。近年、全国的に保育士
の不足が問題となっております。私は、種智院大学
に児童教育コースを設置すべきであると再三提言し
て来ましたが、今だ何の動きもありません。
　小規模大学の運営には、１学年200人の学生が在籍
しておらなければ、正常な運営が出来ないと言われ
ております。
　大学の活性化の為には、通信教育課程、教師向集
中講義（２ヶ月毎に２日間位）、大学院の設置（含、
研究者養成）、総合教化研究所の設置（経営本山の研
究者を登用）、高野山大学との提携等々、大学として
の取り組む課題は山積しております。現状維持だけ
では、やがて経営本山の資金が枯渇し、募集停止に
向かうのみであります。
　大学は早急に将来ビジョンを提示して、関係者の
ネットワークを拡大して取り組むべきであります。
　同窓会の現状は、こちらは平年の如く推移してお
りますが、やはり卒業生の減少が将来の弱体化につ
ながる恐れが多分にあります。そのため、昨年来お
願いしてております、協力金は、引き続き今年もお
願いいたしたく存じます。今年の総会で、幹事会に
一任することで承認をいただいておりますが、大学・
幹事ともども公私繁多のためなかなか都合がつかず、
いまだ開催できておりません。つきましては、執行
部役員の会議の結果、とりあえず昨年と同様に対処
させていただくこととなりました。なにとぞご了解
のほど、よろしくお願い申し上げます。
　しかし、明るい話題もあり、今秋近畿支部（大阪・
奈良・和歌山）に続き、京滋支部（京都・滋賀）の
活動が再開されました。これに続いて各地域、ある
いは学年などで、まず集まって活動していただきた
いと思います。社会福祉学科のＯＢの方々も、ぜひ
お集まりいただきたいと思います。集えば、そこか
らなにかが生まれてくるでしょう。
　なお、同窓会で行っております特別事業につきま
しては、現在内容について実行委員会で検討してお
りますので、決まりしだいウェブサイト、メールマ
ガジン等を通じてお知らせいたします。また、これ
らに限らず、大学あるいは同窓会宛のご意見は、ど
しどし郵便またはメール等でお送りいただきたく存
じます。
　会員の皆様方も、智恵と、時間と、経済面でのご
支援を賜り、どうぞ母校の存続、安泰にご協力賜り
ますようお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただき
ます。

会長挨拶

種智院大学同窓会会長　菅　智潤



種智院大学同窓会報　第43号（4）

１．平成27年度　第67回入学宣誓式
 日　時　平成27年４月１日（水）10時
 場　所　種智院大学　講堂
 入学記念品　学生歌ＣＤ（36名）

１．智山学生会同窓会総会・懇親会
 日　時　平成27年４月23日（木）18時
 場　所　燕楽

１．会計監査
 日　時　平成27年５月26日（火）
 場　所　種智院大学　研究室420（同窓会事務局）

１．幹事会
 日　時　平成27年６月11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27年６月11日（木）13時00分
 場　所　種智院大学　講義室401

１．総会
 日　時　平成27年６月11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27年６月11日（木）15時00分
 場　所　種智院大学　講義室306
 演　題　庭のあれこれ
 講　師　作庭家　古川三盛　先生

１．懇親会
 日　時　平成27年６月11日（木）18時00分
 場　所　京都センチュリーホテル

１．平成27年度　近畿支部総会・懇親会
 日　時　平成27年７月５日（日）19時00分
 場　所　すたんど割烹日本（大阪市中央区）

１．平成27年度　近畿支部総会・懇親会
 日　時　平成27年７月５日（日）19時00分
 場　所　すたんど割烹日本（大阪市中央区）

１．平成27年度種智院大学同窓会奨学金給付（第２次）
 日　時　平成27年11月10日（火）（３名）

１．平成27年度種智院大学同窓会研究助成金給付
 日　時　平成28年１月11日（月）（３名）

１．会報発行
 　42号　平成27年12月１日

１．特別事業
 真言宗諸作法伝授１「地鎮・鎮壇・上棟式」
 　　日　時　平成28年２月24日（水）
 　　場　所　種智院大学
 　　大　阿　浅井證善僧正

１．平成27年度  第64回卒業証書・学位記授与式
 日　時　平成28年３月15日（火）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42号（23名）

種智院大学同窓会　平成27年度事業報告書

　　　前期繰越収支差額 8,724,130 円
　　　当期収支差額 1,171,603 円
　　　　　　  計 9,895,733 円

上記金額を次の通り処分する。
　　１．奨学事業積立金 △ 366,620 円
　　２．次期繰越収支差額 10,262,353 円
　　　　　　  計 9,895,733 円

収支差額処分案

平成27年度事業報告・決算諸表
貸　借　対　照　表（平成28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 　仮受金 57,000
　　預　金 18,692,053 　未払金 902
　　前払金 108,000 　　　　負債合計 57,902
　　学校債 Ⅲ正味財産の部

20,000,000 　前期繰越正味財産 28,724,130
　資産合計 38,800,053 　奨学事業積立金 8,846,418

　当期正味財産増加額 1,171,603
　　　正味財産合計 38,742,151

38,800,053 38,800,053

自、平成27年4月1日　　至、平成28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 1,050,000 1,110,000 60,000 @3万×37名
維持運営協力金 1,000,000 771,000 △ 229,000
雑収入 2,000 2,159 159 受取利息等
総会事業収入 240,000 288,000 48,000
奨学事業収入 1,001,000 847,832 △ 153,168
特別事業収入 8,160,000 3,312,052 △ 4,847,948 真言宗諸作法伝授１

当期収入合計（A） 11,453,000 6,331,043 △ 5,121,957
前期繰越収支差額 8,724,130 8,724,130 0
収入合計（B） 20,177,130 15,055,173 △ 5,121,957

Ⅱ支出の部
　１．事業費 ［ 9,515,614］ ［ 4,073,634］ ［ △ 5,441,980］
　　　総会事業費 1,145,614 1,275,565 129,951
　　　会報発行費 610,000 611,043 1,043
　　　奨学事業支出 1,220,000 1,214,452 △ 5,548
　　　卒業記念事業費 70,000 52,920 △ 17,080 会長賞賞状及び記念品、卒業生記念品
　　　ＩＴ事業費 260,000 79,946 △ 180,054 ウェブサイト制作運営費
　　　特別事業支出 5,710,000 839,708 △ 4,870,292
　　　母校支援事業費 500,000 0 △ 500,000
　２．管理費 ［ 1,560,000］ ［ 1,085,806］ ［ △ 474,194］
　　　事務委託費 50,000 50,000 0 大学へ事務手数料
　　　業務委託費 120,000 113,136 △ 6,864 会員情報管理業務
　　　印刷製本費 20,000 0 △ 20,000
　　　通信費 100,000 50,657 △ 49,343 郵送費、電話代等
　　　消耗品費 80,000 102,422 22,422
　　　人件費 600,000 487,890 △ 112,110
　　　旅費交通費 200,000 75,370 △ 124,630
　　　会議費 150,000 34,301 △ 115,699 会議諸費用（録音反訳は取り止め）
　　　接待交際費 20,000 0 △ 20,000
　　　慶弔費 200,000 167,056 △ 32,944
　　　雑費 20,000 4,974 △ 15,026 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） 11,575,614 5,159,440 △ 6,416,174
当期収支差額（A）-（C） △ 122,614 1,171,603 1,294,217
次期繰越収支差額（B）-（C） 8,601,516 9,895,733 1,294,217

収　支　計　算　書

平成27年度会計監査報告書
平成2７年度決算諸表を別紙のとおり報告します。
　平成28年４月22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28年５月25日
　　種智院大学同窓会　監査役

　　種智院大学同窓会　監査役
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１．平成28年度　第67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）
１．京都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
 日　時　平成28年７月７日（木）（４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　すたんど割烹日本（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．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（０名）＊

１．会報発行
 　43号　平成28年11月ごろ
１．特別事業
 伝授または講伝
 　　日　時　平成28年10月ごろ・平成29年２月ごろ
 　　場　所　種智院大学
 　　講　師　未定
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42号（35名）＊

＊は予定

種智院大学同窓会　平成28年度事業計画書
平成28年度事業計画・予算書

収　支　予　算　書

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・在庫のお問い合わせは同窓会事務局まで、お願い致します。

№ 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） 3,500 円
5 三宝院流　属星供・北斗供・護摩次第　３帖１帙　　　※残部僅少 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

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 前年度予算額 増　減 備　考
Ⅰ収入の部

会費収入 1,780,000 1,050,000 730,000 @３万×26名＋年会費
維持運営協力金 0 1,000,000 △ 1,000,000 今年度から年会費を徴収
雑収入 2,000 2,000 0 受取利息等
総会事業収入 （ 240,000） （ 240,000）（ 0）
　懇親会費収入 240,000 240,000 0 @8,000×30名
奨学事業収入 （ 851,000）（ 1,001,000） （ △ 150,000）
　寄付金収入 850,000 1,000,000 △ 150,000
　雑収入 1,000 1,000 0 受取利息等
特別事業収入 （ 6,200,000）（ 8,160,000） （ △ 1,960,000）
　受講料教材費収入 6,000,000 8,050,000 △ 2,050,000
　余剰教材収入 100,000 0 100,000
　協賛寄付金 60,000 85,000 △ 25,000 出店販売協賛金
　雑収入 40,000 25,000 15,000 駐車徴収金等

当期収入合計（A） 9,073,000 11,453,000 △ 2,380,000
前期繰越収支差額 8,724,130 11,215,104 △ 2,490,974
収入合計（B） 17,797,130 22,668,104 △ 4,870,974

Ⅱ支出の部
　１．事業費 ［ 6,597,000］［ 9,495,614］［ △ 2,898,614］

総会事業費 （ 1,300,000） （ 1,145,614）（ 154,386）
講師謝礼 150,000 100,000 50,000 記念講演、交通費込
懇親会支出 400,000 360,000 40,000 会場費、料飲代等
印刷製本費 330,000 304,614 25,386 案内状等印刷
通信費 220,000 196,000 24,000 案内状、返信はがき送料
人件費 140,000 140,000 0 教職員、アルバイト等
旅費交通費 50,000 35,000 15,000 移動バス費用、講師宿泊等
雑費 10,000 10,000 0 支払手数料等

会報発行費 （ 620,000） （ 610,000） 10,000
印刷製本費 420,000 410,000 10,000
通信費 200,000 200,000 0 発送料

奨学事業支出 （ 1,422,000） （ 1,200,000） （ 222,000）
奨学給付金 800,000 800,000 0 @20万×4名
研究助成金 600,000 400,000 200,000 ３件に助成
通信費 2,000 0 2,000
雑費 20,000 0 20,000 払込料金、支払手数料等

卒業記念事業費 （ 60,000） （ 70,000）（ △ 10,000）
記念品費 60,000 70,000 △ 10,000 会長賞、記念品代

ＩＴ事業費 （ 260,000） （ 260,000） （ 0）
サイト運営費 260,000 260,000 0 同窓会ウェブサイト

　特別事業支出 （ 2,435,000） （ 5,710,000） （ △ 3,275,000）
講師謝礼 200,000 2,040,000 △ 1,840,000 交通費・宿泊費を含む
資料教材費支出 100,000 240,000 △ 140,000 テキスト等購入
会場費及び賃借料 100,000 350,000 △ 250,000
給食費 150,000 510,000 △ 360,000 受講者昼食
広報費 100,000 200,000 △ 100,000
印刷製本費 800,000 900,000 △ 100,000 次第テキスト等印刷
通信費 240,000 240,000 0 伝授案内、受者連絡
荷造送料 10,000 10,000 0
消耗品費 20,000 50,000 △ 30,000
業務委託費 400,000 50,000 350,000 印信等筆耕
接待交際費 100,000 60,000 40,000
人件費 80,000 25,000 55,000 受付アルバイト等
旅費交通費 100,000 1,000,000 △ 900,000
会議費 15,000 15,000 0
雑費 20,000 20,000 0 支払手数料等

　母校支援事業費 （ 500,000） （ 500,000） （ 0）
寄贈品支出 500,000 500,000 0

　支部活動支援費 （ 100,000） （ 0）（ 100,000）
活動助成金 100,000 0 100,000

　２．管理費 ［ 1,560,000］ ［ 1,560,000］［ 0］
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 100,000 100,000 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 支払手数料その他

　３．予備費 ［ 500,000］［ 500,000］［ 0］
予備費 500,000 500,000 0

当期支出合計（C） 8,657,000 11,555,614 △ 2,898,614
当期収支差額（A）-（C） 416,000 △ 102,614 518,614
次期繰越収支差額（B）-（C） 9,140,130 11,112,490 △ 1,972,360
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氏　名 卒年 内　　容

水谷修夫 昭和17 平成24年１月１日より、現在慢性透析療法、火水木と週３回実施にて欠席致します。95歳。

番場實亮 昭和20 卒寿です。毎日野菜づくり、庭木の手入れなど元気に頑張っています。会の益々の発展を祈ります。本
日奨学金を振り込みました。

井上春成 昭和23 名誉住職。（自宅療養中）定期検診健康不安なし。

新田忠孝 昭和23 整形外科及びリハビリ通院中により欠席します。現在、石川県立九谷焼技術研修所名誉講師。

加藤亮匡 昭和24 現在92歳、寝たきりです。

藤本浄海 昭和30 不整脈体調不安定のため、ご出席の皆様によろしくお伝え下さい。

手塚　節 昭和31 入院中につき欠席します。

三ツ芳順 昭和31 ご盛会を祈ります。私事、老々介護に専念しております。

鈴木隆明 昭和36 元気です。

平松弘明 昭和37 喜寿を過ぎても毎日一万歩の散歩を励行しています。生き（　）ある内に向島キャンパスを訪問したい
と思います。同窓会の益々のご発展をお祈りいたします。

西口慈海 昭和45
昨今、講談社学術文庫ばかりを読んでいます。発刊時より50歳位まで、すべて購読していましたが、風
と共に去りぬで、活用できた頁に再会するとあの日を想い出します。「空海の風景」40年ぶりに読みよ
かったです。本は何度でも買えるので、今の世の中に感謝！『老子』のおもしろさがわかってきました。

藤原豊善 昭和49 申し訳ありません。欠席させて頂きます。皆様に宜しくお伝え下さいますようお願い致します。

真壁信治 昭和51 このごろ、テレビのBS放送で、さかんに京都のお寺が紹介されています。ほとんど見ています。

阪口典子 平成元 現在、（株）テーブルアートに勤務しています。

笠井安紀子 平成６ （旧姓、吉田）平成24年に結婚し、昨年子供が産まれました。

東知世子 平成８ 仕事の都合参加できません。ご参加の皆様によろしくお伝え下さい。山下先生のお話を聞けず残念です。

木原圭一 平成９ 出席させて頂きたかったのですが、生徒が期末試験真只中ということもあり、残念ですが欠席させて頂
きます。

佐藤浄信 平成12 何も進歩なしです。もう一度、一から勉強しなおしと考えています。

鈴木尚史 平成14 毎日を楽しく健康にくらしています。

秋山仁志 平成15 今回の送付物、宗教行事の告知や寄付の依頼が大事なのはわかるが、大学の近況をもっと紹介してほし
いと思う。

鈴木奈々 平成15 いつも行けなくてすいません。

小見谷真介 平成17 元気にやっています。

齊藤麗子 平成17 河野麗子になりました。

近間道子 平成18 元気でやっております。

上田勝真 平成19 住職になり早８年が経ちました。昨年は息子にも恵まれました。

嶋谷祥子 平成19 北海道で教員しています。

築本正德 平成19 肺がんの手術及び治療のため、長期入院しました。３月下旬に退院し、現在経過観察中です。

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。

藤田　赳 平成22 忙しく仕事に励んでいます。

藤本裕士 平成22 元気でやっています。

浅見次郎 平成23 参加できず申し訳ありません。

本田茂秀 平成23 ご案内いただきありがとうございます。当日勤務のため、せっかくですが欠席させていただきます。申
し訳ないです。

原田龍昇 平成24 夜間学校にて鍼灸を学んでいます。６月に第二子誕生予定です。落ち着いたら顔出します。

前田陽子 平成26 只今、研究生（種智院大学）。

森　春輝 平成26 おかげさまで、元気に頑張っています！

鷲尾千賀子 平成27 申し訳ございませんが欠席させていただきます。ご盛会をお祈り申し上げます。

坂田和彌 平成28 高野山専修学院在学のため、欠席させて頂きます。

平成28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
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会 員 消 息 平成28年11月30日現在　

会 員 の 活 動 報 告

慶事　心からお慶び申し上げます 
松岡恵里佳様（平成22年）	 平成28年	３月御結婚
峯岸澄榮師（平成18年）	 平成28年	４月御晋山
岡本かほる様（平成27年）	 平成28年	４月御結婚
古舘美帆様（平成20年）	 平成28年	９月御結婚
潮弘憲師（賛助・教員）	 平成28年10月
	 密教学芸賞御受賞
猪川一徳師（平成18年）	 平成28年10月御結婚

弔事　謹んでお悔やみ申し上げます
滝村雅人様（賛助・教員）	 平成27年12月御逝去
中館仙雅師（昭和16年）	 平成28年	２月御遷化
衣川俊雄様（賛助・元職員）	 平成28年	５月御逝去
國定淨運師（準）	 平成28年	８月御遷化
寺地昭厳師（平成元）	 平成28年11月御遷化

長谷法寿師の出版

　種智院大学特任教授で、仏師の長谷法寿師（昭和55）は、このほど『ぬりえ　

曼荼羅の仏』を東京の枻
えい

出版社から出版された。

　昨今、塗り絵は大人にも人気が高まっており、書店では塗り絵コーナーがある

ほどである。

　これまで、植物の花、祭礼行事、国宝の仏像のなぞり描き、幾何学的なマンダ

ラ模様に色を塗る本はあったが、本格的な曼荼羅の仏画は初めてである。

　単に曼荼羅の仏の姿を復元しただけでなく、印相などを経典儀軌と照合して平

易な解説も加えてある。仏画に興味がありながら、なかなか本格的な仏画を描く

には敷居の高い人たちに最適な書物であろう。

京滋支部活動報告

　これまで種智院大学同窓会の支部の中で、京都支部と滋賀支部はそれぞれ個別に活動していた。しかし、長らくどち

らの支部も活動が休止しており、その再開が待ち望まれていた。

　今年になり、京都と滋賀の両支部を統合し、改めて京滋支部として活動を発足させようとの機運がたかまり、６月17

日（金）に世話人会が開かれた。ここでは、改めて京滋支部として総会の承認を受けた上で活動を開始することが了解

され、支部総会で規則と役員を決定して本部に届け出ることになった。

　６月30日に開催された本部総会では異議なく承認され、11月20日（日）に割烹いゝむらで京滋支部発足総会が開かれた。

席上、支部長に総本山泉涌寺長老上村貞郎猊下（昭和36）を推戴し、顧問に大本山石山寺座主鷲尾遍隆猊下（昭和53）

など幹事・会計・事務局長・監査などの役員が選出され、支部規程、平成28年度事業計画・予算案も事務局の提案通

り承認され、正式に京滋支部が活動をはじめることになった。

　総会後、懇親会のご挨拶にたたれた上村支部長が「和気あいあいとした、楽しい支部にしましょう」述べられ、仁和

密教学院長の生石和宏師（昭和51）の乾杯のご発声で宴会に入った。参加者は全部で21名になり、昭和36年ご卒業の上

村猊下から平成15年卒業の若い方で、社会福祉学科の卒業生まで、職種もさまざまな幅広い年代が集まられた。初めて

の方も旧知の方も、時間を忘れて楽しく語り合った。そして、来年もぜひ集まりましょうと一同約束して帰路についた。

ぬりえ曼荼羅の仏
価格 1,296円
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大学案内・入学願書について
お電話（FAX可）、電子メール等でご請求ください。
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。

　入学試験のご案内
■入試トピックス

宗門関係者入試が新しくなりました！
従来の宗門関係者入試では1年次からの入学者が対象でしたが、「特別推薦」を設けたことにより、社会人入試や3年次編入の編入学
試験にも適用できるようになりました。真言宗寺院のご住職の推薦をいただける方であれば、被推薦者は寺院後継者に限らず、宗派
も問いません。

同窓生のご家族をご推薦ください。
「特別推薦」には「ファミリー推薦」もあり、志願者の三親等（父母・兄弟姉妹・祖父母・叔父叔母・甥姪）以内に本学の在学生ま
たは卒業生を持つ方が対象で、本学所定の推薦状が必要となります。

1年次生からでも奨学金給付。（返還不要）
一般入試１・2、センター試験利用入試合格者で、成績優秀者には入学後に奨学金を給付。
第1種：72万円　第2種：36万円　第3種：20万円　　※一般入試２は第３種のみ適用

3月まで入試を実施。
AO入試、一般入試、編入学試験等を３月まで実施しています。
夢をかなえるチャンスを有効に活用してください。

■平成 29 年度種智院大学入試日程
入試種別 出願期間 試験日 合格発表日 手続締切

一般入試 1

社会人入試 4

編入学試験 4

1/6（金）～ 1/24（火） 1/28（土） 2/4（土） 2/20（月）

一般入試 2

社会人入試 5

編入学試験 5

2/7（火）～ 2/20（月） 2/25（土） 3/3（金） 3/17（金）

一般入試 3

社会人入試 6

編入学試験 6

3/1（水）～ 3/13（月） 3/16（木） 3/18（土） 3/23（木）

センター試験利用入試 A 1/6（金）～ 2/2（木）
個別試験なし

2/11（土・祝） 2/27（月）
センター試験利用入試 B 2/21（火）～ 3/13（月） 3/18（土） 3/23（木）
※願書提出：郵送は締切当日消印有効、持参は締切当日 17：00 まで（土曜は 12：30 まで） 

区　分 エントリー・相談日 出願期間 入学審査日 合格発表日 手続締切
AO 入試 3 面談型 12/16（金）～ 2/14（火） 2/17（金）～ 3/13（月）  3/16（木） 3/18（土） 3/23（木）

ウェブサイト・SNSでも
大学の情報を配信しています！


