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2014年立教中学校・高等学校同窓会 定期総会、懇親会のご案内

2014年5月発行

2014年６月14日（土）立教新座中学校・高等学校

一般会員 5,000円
学生会員 2,000円
同窓会新入会員 無　　料

さわやかな若葉の季節、今年も同窓会開催の時期となりましたが、卒業生の皆様にはいかがお過ごしでしょうか。
本年度の総会が開かれる、立教新座中学校・高等学校では、本館そして体育館が、新たな装いを同窓生皆様にお披露目する喜びに
満ち溢れています。
同窓生のみなさまにおかれましては、ぜひこの機会に新しい母校をご覧いただき、懐かしい先生方や同窓生の方々と楽しく過ごし
ていただきたく、お仲間をお誘い合わせの上、ご来会くださいますようお願い申し上げます。

※会場の準備がございますので、ご出席のお申し込みは同封の払込取扱票に 懇親会費・維持会費の金額等 必要事項をご記入の
うえ、5月31日（土）までにお願い致します。卒業年は、封筒の宛名シールをご参照下さい。
※同窓会新入会員の方の会費は無料です。出席される方は、懇親会受付にて新入会員であることを申し出てください。皆さんの出
席をお待ちしております。

今年は総会の前に、完成したばかりの新校舎・新体育館のお披露目キャンパスツアーを行います。
昨年の池袋校に続き、新座校も新たな姿に生まれ変わりました。この機会に、大きく変化していく母校を体感してください。
そして、パイプオルガンが新しくなったチャペルでの感謝礼拝も、ぜひ、ご参加ください。

立教新座 新校舎・新体育館お披露目キャンパスツアー実施
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キャンパスツアー 13：50 集合 立教新座中高 本館玄関
感謝礼拝、定期総会 15：00 受付 立教学院聖パウロ礼拝堂
記念写真 16：40 本館前（雨天の場合変更）
懇 親 会 16：50 受付 立教大学新座学生食堂



貴会ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、立教学院では2009年の創立135周年を契機に、さらなる学院の発展を目指して、プロジェクト

「立教未来計画」を立ち上げました。この記念プロジェクトにおいては、「教学改革支援プロジェクト」と

「教学環境整備支援プロジェクト」の大きな事業を柱に、総額400億円の事業を計画いたしました。両中

高におきましても、「教学環境整備支援プロジェクト」として、様々な施設の建設を行いました。主なもの

として池袋中高においては新教室棟、ポールラッシュ・アスレティックセンター(総事業費計約60.8億

円)が2013年3月に竣工し、また新座中高においては本館校舎、体育館(同約39.6億円) が2014年3月

に竣工し、室内温水プール(同約16.9億円)は2015年1月の完成を目指して建設が進められておりま

す。池袋、新座の両中高の教育環境整備により、生徒の皆さんの学校生活が活気に溢れ、本学院における

一貫連携教育の推進がますます充実したものとなることを確信しております。

そしてこのプロジェクトを財政面で支えるために、創立135周年を記念した募金活動である「立教未

来計画」募金も併せて行いました。本年3月末をもちまして5年5ヶ月にわたる活動は終了いたしました

が、厳しい経済環境の中にもかかわらず、目標額50億円に対し47億7千万円を超えるご協力をいただ

くことが出来ました。中高同窓会からは、総額2,000万円という多額のご寄付を、また会員の皆様から

も数多くのご寄付をいただきました。ここに改めまして厚く感謝申し上げます。

本年、立教学院は創立140周年を迎えました。グローバル化への対応やリベラルアーツの推進等、課題

は数多くありますが、これまで進めてまいりましたプロジェクトでの活動を基に、さらなる発展を新たな

歴史として刻んで参りたいと存じます。

最後になりましたが、貴会のますますのご発展、ならびに会員の皆様のますますのご活躍を祈念して

おります。

立教学院　理事長　糸魚川 順

ご挨拶

立教中高同窓会のみなさまには、立教未来計画募金にあたり多大なご支援をいただき、心より御礼申

し上げます。

残念ながら目標の50億円には一歩届きませんでしたが、お蔭様で47億円のご寄付を頂戴することが

できました。この間、立教新座中学校・高等学校には本館校舎、体育館等、立教池袋中学校・高等学校には

教室棟、大学と共用の体育館を建設することができました。生徒が思う存分勉強に運動に集中できる環

境が整備ができましたことは、中高同窓会のみなさまのご支援の賜物と心より感謝いたしております。

立教未来計画募金は2008年11月にスタートいたしましたが、私はその年の4月に募金室長に就任し

ました。当時は人事部長も兼務しておりましたので、ウィークデーは人事部長、週末は募金室長という二

足の草鞋を履きながらの仕事でした。初めての寄付集めという仕事でしたので、戸惑いの連続でした。み

なさまには大変お世話になりました。

募金活動が本格化してきてからは、各地の立教大学の校友会支部を訪問し、寄付のお願いをして歩き

ました。そこで驚いたことは、ほとんどの支部の幹部の方々が立教中学校・高等学校の卒業生であるとい

うことです。高校時代に寮生活をされ、現在、各地域で活躍されている方々にも多くお会いしました。母

校愛に満ち、ご自分のプライベートの時間を割き、母校の発展のためにご尽力されている姿には、ただた

だ頭が下がる思いでした。

立教学院は本年度、創立140周年を迎えます。立教未来計画募金を通じて立教学院と各校の卒業生

のみなさまとの間に強い絆が生まれました。この絆を10年後の150周年に向けてさらに強め、立教学院

のさらなる発展を目指していきたいと存じます。

本当に、この5年間ありがとうございました。心より感謝申し上げます。そして、今後とも何卒よろしく

お願い申し上げます

立教学院　募金担当常務理事　西田 邦昭

ご挨拶
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2013年立教中学校・高等学校同窓会　　 感謝礼拝、定期総会、懇親会、　　池袋校新校舎・新体育館お披露目キャンパスツアー

２０１３年６月１５日（土）午後４時より立教中学校・高等学校同窓会、感謝礼
拝、定期総会、懇親会が開催されました。
今回は、池袋校校舎の増築された新校舎、人工芝になったグラウンド、そして
新体育館ポール・ラッシュ・アスレティック・センターのお披露目の会となり
ました。
はじめにセンテニアルホールにて感謝礼拝を行いました。定時総会では鈴
木・渡辺両校長のご挨拶、事業・会計報告等と中学校・高等学校職員の勤続
１５年表彰、退職者表彰、中高同窓会による両校への寄付金の贈呈式が行わ
れました。
総会終了後、新校舎、新体育館のキャンパスツアーおよび新体育館のアリー
ナでシンボルマークを囲んで記念写真の撮影を行いました。その後再びセン
テニアルホールに戻り懇親会が行なわれ、参加者全員で盛り上がりました。
時はながれ、建物が変わっても同じ学び舎で学んだことはいつまでも忘れる
ことはありません。今年も６月１４日に十字の旗の下に再び元気な笑顔ととも
に集結し、励ましあえることを楽しみにしております。今後もどうぞ足を運ん
でいただき、立教の中学校・高等学校の応援をよろしくお願い致します。
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 科　　目 予算額 備　　考
（収入の部）
① 会費収入
 新座校第65回卒業生会費収入 3,130,000 ＠10,000×313名(2012年度）
 池袋校第12回卒業生会費収入 1,280,000 ＠10,000×128名（2013年度）
 維持会費収入 2,000,000 ＠2,000×1000口
②行事収入
 総会懇親会収入 1,000,000 振込金＋当日
③資産運用収入
 受取利息 5,000 
 収入合計 7,415,000 
（支出の部）
① 事業費支出
 総会時諸費支出 1,000,000 総会時飲食費他
 印刷費等支出 950,000 会報・ 総会案内印刷費
 会報・総会案内発送費支出 1,850,000 会報・総会案内発送費
 通信費支出 60,000 退職教職員案内送料他
 記念品支出 600,000 退職教職員3名
   新入会員記念品
②管理費支出
 理事会諸支出 200,000 会議費
 校友連合会分担金支出 20,000 年会費
 消耗品支出 100,000 
 通信運送支出 20,000 
 渉外費支出 50,000 
 ホームページ維持・管理支出 140,000 レンタルサーバー使用料
   管理・更新費（月額10,000、4～3月分）
 その他支出 100,000 振込手数料、郵便振込料他
③特定資産取得支出
 寄付金引当特定資産取得支出 3,000,000 寄付金引当預金へ積み増し
④予備費支出 100,000
 支出合計 8,190,000 
 当期収支差額 △ 775,000 
 前期繰越額 1,284,601 
 次期繰越額 509,601 

 科　　目 決算額 備　　考
（収入の部）
① 会費収入
 新座校第64回卒業生会費収入 3,060,000 ＠10,000×306名(2011年度）
 池袋校第11回卒業生会費収入 1,270,000 ＠10,000×127名(2012年度）
 維持会費収入 1,864,000 振込金1,782,000＋当日82,000
②行事収入
 総会懇親会収入 962,000 振込金731,000＋当日231,000
 総会懇親会ご祝儀 10,000 
③資産運用収入
 受取利息 21,916 
④ 雑収入
 ピンバッジ・キーホルダー代他 52,000
収入合計 7,239,916
（支出の部）
① 事業費支出
 総会時諸費支出 796,458 総会時飲食費他
 印刷費等支出 3,046,095 会報・総会案内印刷費899,850
   上記発送費1,831,245
   ホームページ作成費315,000
 通信費支出 3,129 弔電代
 記念品支出 562,493 退職教職員4名、勤続15年教職員1名
   卒業記念キーホルダー
②管理費支出
 理事会諸支出 167,695 会議費他
 校友連合会分担金支出 20,000 年会費
 消耗品支出 0 
 通信運送支出 0 
 渉外費支出 25,750 生花代他
 ホームページ維持・管理支出 63,230 レンタルサーバー使用料(年額)
   管理・更新費（月額10,000、 11月～3月）
 その他支出 83,217 懇親会・維持会費払込料他
③特定資産取得支出
 寄付金引当特定資産取得支出 4,000,000 寄付金引当預金へ積み増し
④予備費支出 0 
 支出合計 8,768,067 
 当期収支差額 △ 1,528,151 
 前期繰越額 2,812,752 
 次期繰越額 1,284,601 

２０１２年４月１日から２０１３年３月３１日まで2012年度収支計算書
（単位：円）

2013年4月1日から2014年3月31日まで2013年度収支予算書
（単位：円）

2013年　定期総会の報告

■ 2013年度　教職員退職者・就任者・逝去者　（敬称略）

■ 2013年　総会出席教職員　（敬称略）

立教池袋

退職者 松本　邦男 （数学科）
 藤本　麻奈 （英語科：特任講師）
 西村　昴三 （校医：非常勤）

就任者 白石　大知（英語科：特任講師→専任）
 齋藤　壽春（保体科：特任講師→専任）
 正村多佳子（社会科：特任講師→専任）
 藤本　麻奈（英語科：特任講師）
 新島　　亮（英語科：特任講師）

立教新座

渡辺　憲司 （校長）
山内　辰治 （教頭）
西海　雅彦 （チャプレン）
星野　一朗 （事務長）
後藤　直之 （英語科）
中間　和洋 （社会科）
野村　博英 （数学科）
古田　　豊 （理科）
及川　篤志 （事務室）
内藤　　誠 （事務室）
萩　　弘治 （事務室）

澁谷　　壽 (元、数学科）
清水　靖夫 (元、社会科）
鈴木　武次 (元、社会科）
日高　　宏 (元、理科）
森田　利光 (元、英語科）
山本　道雄 (元、理科）

立教池袋

鈴木　　弘 (校長：数学科）
増田　　毅 （教頭：保健体育科）
市原信太郎 （チャプレン）
村上　秀幸 （事務長）
岸　　博克 （保健体育科）
鈴木　利彦 （生徒部長：聖書科）
橋本　　博 （数学科）
重原　康秀 （社会科）
古賀　賢之 （保健体育科）
安原　　章 （英語科）
後藤　　寛 （理科）

　

真崎　昌子 （保健室）
砂井　博光 （数学科）
吉田　清典 （理科）
永田　真一 （国語科）
對馬　　剛 （理科）
伊藤　　俊 （数学科）
齋藤　壽春 （保健体育科）
正村多佳子 （社会科）
石田　麻保 （図書館）
藤本　麻奈 （英語科）
新島　　亮 （英語科）

荻原　正人 （事務室課長）
武藤　孝宏 （事務室）
勝野　敦子 （事務室）
新井　　努 （事務室）
森田　昌也 （事務室）
猪飼由紀恵 （保健室）
坂西　公一 (元、音楽科）
伊藤俊太郎 (元、社会科）
根岸　行光 (元、国語科）
西村　博文 (元、保健体育科）
高野　利雄 (元、社会科）

立教新座

退職者 桑原　正紀 （国語科）
 浜田　雄二 （保健体育科）
 緒方　　守 （英語科）
 西村　昻三 （校医） 池袋校に同じ
就任者 高橋　美奈 （英語科）
 名取　克也 （社会科）
 前田　和伸 （保健体育科）

逝去者 本多　耕治 （元：社会科）
 廣瀬日出男 （元：数学科）

2013年11月30日東明龍鳳にて佐渡直紀会長のもと陸上競技部
OB会総会がおこなわれました。ロンドン五輪800メートル競走日本代
表横田真人選手の様子や現役選手の活躍ぶりなどが報告されました。
2014年度は岸先生在職最後の年になります。ジュニア陸上競技界に
多大なる功績を残されました名伯楽・岸先生の満了を記念して盛大な
お疲れさま会を企画しておりますので、次回はみなさまお声掛けの上
ぜひご参加くださいませ。

立教池袋中学校・高等学校陸上競技部ＯＢ会陸上

24期は昨年５月、１泊の還暦記念同期会を「潮来ホテル」で挙行。これを記念し、中高6年間の写真を卒業アルバム
から抜粋、さらに中学入学30年目の中学同期会、高校卒業26年目の高校同期会、それらが統合され
た66-72同期会（66-72、この間1年でも在籍すれば有資格者）が還暦記念同期
会に至る足取りを１冊の写真集にまとめました。掲載された「潮来」参加者の個人写
真のシブさは、３名の出席下さった先生方とすぐに見分けがつかないほどです。9月
に完成、出席者と学年にかかわった先生方全員に郵送しました。200部作成、残部
少々。（第4代幹事長　二木忠男）　　　　　　（Ａ4判／本文48頁カラー／上製本）

66-72立教中高同期会「還暦記念アルバム 1966～2013」

2014年３月１６日に新座高新体育館内に完成した新柔道場の「こけら
落し」が開催されました。
当日は立教学院より西田邦明常務理事、渡辺憲司新座高校長、須田健
治新座市長、大澤慶己十段をはじめ多数のご来賓・OBが出席され盛
大に開催されました。また、こけら落し終了後には「第３回立教杯争奪
中学校柔道大会」が２８校参加によるトーナメント方式で行なわれ、熱
戦が繰り広げられました。
柔道部OBの方も是非一度新道場をご見学ください。

立教新座新柔道場「こけら落し」柔道

立教池袋剣道部（旧立教中学校剣道部）OB会は今年で創部50周
年を迎えます。
そこで本年6月28日（土）に、創部50周年記念祝賀会を開催し、
同時に交歓稽古会や、現役部員に対して記念品の贈呈も行いた
く、現在準備を進めております。この会報誌と前後してOBの皆様

には詳細についてのご案内が届くかと思いますが、どうぞ多くの
OBの皆様の出席をお待ちしております。お問い合わせは下記ま
でご連絡ください。よろしくお願いいたします。

立教池袋剣道部OB会　事務局　森 弘樹（中学平成元年卒）
rik.ike.ken.obkai@gmail.com

立教池袋剣道部（旧立教中学校剣道部）ＯＢ会創部50周年記念について剣道

立教新座中学・高校ラグビー部ＯＢ会は、山元春三先輩が創
部し昨年60周年を迎えました。
丸山会長の号令で月に1回幹事会を開催し、先生やコーチ
陣、ご父兄の方と協力しながら、歴史ある我が校のラグビー部
のサポートをしております。若いOBもベテランも、年代の壁
無くつきあえるのが立教ラグビーの良いところです。 是非お
気軽に幹事会にも参加して下さい。お待ちしております。
宜しくお願いします！

立教新座中学校・高等学校ラグビー部ＯＢ会ラグビー

写真：昨年のOB総会、新人戦（所沢北）

立教中高同窓会

立教中高同窓会のウェブサイト 立教中高同窓会では、ウェブサイトを運営しております。各OB会、同期会が開かれた際、情報
もお寄せください。会報やウェブサイトにて掲載いたします。半永久的に残りますし、いつで

もご覧になれます。また、ご希望があれば、各OB会の総会、同期会のイベントの募集や案内も掲載いたします。同窓生のみなさまにご活用いただけれ
ば幸いです。立教中高同窓会のウェブサイトは、立教池袋、立教新座の両校はもちろん、立教大学
交友会、立教小学校同窓会のサイトと相互リンクしております。また、フェイスブックページも開設
しましたので、ぜひそちらもご覧ください。

24
期

ご案内
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