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2017年立教中学校・高等学校同窓会 定期総会、懇親会のご案内

2017年5月発行

2017年６月18日（日）　立教池袋中学校・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

　薫風の候、ますます御健勝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。今年も定期総会の時期が近づい
てまいりました。卒業生のみなさまにおかれましては、いかがお過ごしでしょうか。
　今年は会場を池袋とし、チャペルにおいて新しいオルガンでの感謝礼拝を行います。世代を超え久しぶりに再会する仲間たちと過ごす時間を
楽しんでいただけるよう、同窓会役員一同準備を重ねみなさまのご来会を心よりお待ちしております。

※ なお会場準備の都合上、ご出席のお申し込みは同封の払込取扱票に、懇親会費・同窓会維持会費の金額等をご記入の上、5月26日（金）まで
にお願いいたします。卒業Noは封筒の宛名面をご参照ください。今年3月卒業の新入会員の方の会費は無料です。出席の方は懇親会受付に
て新入会員であることをお申し付けください。
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受付開始 15：00 立教学院諸聖徒礼拝堂（池袋キャンパス内）玄関前
感謝礼拝 15：30 立教学院諸聖徒礼拝堂
定期総会 16：10 同上
記念写真撮影 16：30 ウィリアムズ主教像前（チャペル隣）雨天変更有り
懇親会 17：00 立教大学 第一食堂

※ 上記の予定は、進行状況により多少変更する場合もございます。予め、ご了承ください。



2016年６月の定期総会で皆様のご承認をいただき、立教中学校・高等学校同窓会の会長に就任いたしま

した小林芳夫です。初代の亀岡さん、２代目の鵜川さん、そして新しい制度になりましてからの初代永井さん、

２代目中島さんの後の役割を担う事となりました。

同窓会の活動は多くの会員の皆様のご協力と両校の校長先生はじめ教職員の方々のご支援をいただき、

おおいに活性化してきたのではないかと思っています。まずは、財政基盤が確立し、総会の毎年開催も可能に

なりました。またシンボルマークやロゴタイプ、同窓会旗をはじめとした備品、高校卒業生への記念品贈呈な

ど、活動内容も充実してまいりました。

2011年には節目の同窓会設立60周年記念式典が350名の出席を得て盛大に催されました。旧制中学

校の方々、新制中学校、新制高等学校、池袋中学校・高等学校、新座中学校・高等学校の卒業生といくつかの

グループに分かれますが「同じ学校で学んだ」という意識のもと集う事が出来ました。我々同窓生は皆、立教

の基本理念、建学の精神であるキリスト教に基づく教育、それに学校の歴史を共有しています。同窓会は先生

方や一緒に学んだ友達・部活動を共にした仲間や先輩・後輩など、卒業年度の垣根を越えた多くの会員との

交流を深める唯一の場であります。

2万5千名を超える卒業生の気持ちを、母校や同窓会に向けていただける様に新執行部、力をあわせて更

に魅力ある同窓会づくりに取り組んでまいります。

今後共、皆様の引き続きのご支援ご理解を重ねてお願い申し上げます。

立教中学校・高等学校同窓会　会長　小林 芳夫

ご挨拶

このたび立教池袋中学校・高等学校の校長に就任しました鈴木利彦です。どうぞ、よろしくお願い致します。

立教は今年で創立14３年になりますが、その栄光の歴史にはどの時代においても卒業生の方々の並々なら

ぬご支援がありました。中高同窓会の皆様、そして多くの立教卒業生の皆様に心から感謝を申し上げます。

私は神奈川県の横浜市出身で県立鶴見高等学校を卒業し､立教大学法学部、文学部キリスト教学科で学び

ました。立教中学校に奉職して3５年目になりますが、聖書科教師として長く勤務し、組担任・学年主任等をさ

せて頂き、昨年まで生徒部長を9年勤めて参りました。

立教と私との関わりは大学からで、当時は立教と言えば読売ジャイアンツの長嶋選手を思い浮かべるくら

いで、入学式の礼拝でキリスト教主義の学校であることを初めて実感しました。ただ、高等学校時代はドストエ

フスキーの「罪と罰」を読んでいましたので、多少キリスト教への関心はあったのですが、まさか立教でキリス

ト教の勉強をし、聖書科の教師になるとは夢にも思いませんでした。

立教大学法学部時代にチャペル主催の那須ワークキャンプに参加して矢沢信夫チャプレンや速水敏彦司

祭（文学部教授）と出会ったことがきっかけで、キリスト教への興味を強く抱くようになりました。以後、毎日の

チャペルでの始業礼拝、昼の伝道集会に参加するようになり、法学部卒業後に本格的にキリスト教の学びをす

るようになりました。そして、大郷チャプレン、速水先生、村岡チャプレンにお世話になり、立教学院諸聖徒礼拝

堂にて受洗の恵みに与りました。

立教中学校（当時）の部活動ではボーイスカウト部の隊長として、飯能近郊の高麗川、青梅近郊の多摩川上

流域で生徒と共に野営キャンプを経験し、日本ジャンボリーやカナダジャンボリーにも参加し、フィリピンのト

リニティーカレッジのボーイスカウトとも交流を持ちました。神と国とのために誠を尽くすこと、いつも他の人

びとを助けること、体を鍛え心を健やかにすること、これらの誓いを基にしたボーイスカウトでの貴重な体験

は今も私の教育活動の原点となっています。

聖パウロの手紙に私の大好きな言葉があります。その言葉で教員生活を始め今日に至り、これからもその

言葉を胸に精一杯努力していく覚悟です。

「私は植え、アポロは水を注いだ。しかし、成長させてくださったのは神です。」（Ⅱコリント３：６）

どうぞ、よろしくお願い致します。

立教池袋中学校･高等学校　校長　鈴木利彦

ご挨拶
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2016年　立教中学校・高等学校同窓会　感謝礼拝、定期総会、懇親会、　　　ミニコンサート（音楽系文化部） 

２０１６年６月１８日（土）午後１３時より立教中学校・高等学校同窓会
が開催されました。今回は現役立教新座校生たちが日ごろどのような学
校生活を過ごしているのかを疑似体験してみようという趣旨での開催と
なりました。
まず立教学院聖パウロ礼拝堂（チャペル）にて『日々の活躍に真心を
もって感謝し、賛美を捧げる同窓生の為の祝福礼拝』を行いました。定期
総会では小林芳夫新会長、鈴木弘・村上和夫両校長のご挨拶、事業・会
計報告と中学校・高等学校職員の退職者表彰などが行われました。総会
終了後、チャペル内で音楽系文化部によるミニコンサートや生徒による
クラブ活動報告、記念写真の撮影が行われました。
その後、懇親会場の新座校「生徒ホール」へと移動し、日ごろ現役新座
校生が口にしているメニューと同一のものを食しながら旧交を温めあっ
たことと思います。現役の立教新座校生の学校生活を疑似体験できた
このたびの同窓会はいかがだったでしょうか。
今年も６月１8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69回卒業生会費収入 3,080,000 ＠10,000×308名（2016年度）
 池袋校第15回卒業生会費収入 1,470,000 ＠10,000×147名（2016年度）
 維持会費収入 1,800,000 ＠2,000×900口
② 行事収入
 総会懇親会収入 800,000 振込金＋当日
③ 資産運用収入
 受取利息 1,000
収入合計 7,151,000
（支出の部）
① 事業費支出
 総会時諸費支出 800,000 総会時飲食費他
 印刷費等支出 1,000,000 会報・総会案内印刷費
 会報・総会案内発送費支出 1,900,000 会報・総会案内発送費
 通信費支出 50,000 退職教職員案内送料他
 記念品支出 700,000 退職教職員記念品、新入会員記念品
② 管理費支出
 理事会諸支出 300,000 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 150,000 レンタルサーバー使用料
   管理・更新費￥10,000/月（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 2,000,000 寄付金引当預金へ積み増し
 70周年記念行事積立金 500,000 70周年記念行事にむけて積立
④ 予備費支出 100,000
支出合計 7,790,000
当期収支差額 △ 639,000
前期繰越額 3,208,284
次期繰越額 2,569,284

 科　　目 決算額 備　　考
（収入の部）
① 会費収入
 新座校第68回卒業生会費収入 3,140,000 ＠10,000×314名（2015年度）
 池袋校第14回卒業生会費収入 1,340,000 ＠10,000×134名（2015年度）
 維持会費収入 1,545,153 振込金1,478,153＋当日67,000
② 行事収入
 総会懇親会収入 707,000 振込金532,000＋当日175,000
③ 資産運用収入
 受取利息 828
④ 雑収入
 ピンバッジ・キーホルダー代他 16,000
収入合計 6,748,981
（支出の部）
① 事業費支出
 総会時諸費支出 758,519 総会時飲食費他
 印刷費等支出 925,560 会報・総会案内印刷費
 会報・総会案内発送費支出 1,856,269 会報・総会案内発送費
 通信費支出 4,970 退職教職員案内送料他
 記念品支出 684,293 退職教職員記念品、新人会員記念品
② 管理費支出  
 理事会諸支出 206,000 会議費
 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 0
 ホームページ維持・管理支出 136,329 レンタルサーバー使用料
   管理・更新費￥10,000/月（4～3月分）
 その他支出 62,512 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 2,000,000 寄付金引当預金へ積み増し
 70周年記念行事積立金 500,000
④ 予備費支出 0
支出合計 7,154,452
当期収支差額 △ 405,471
前期繰越額 3,613,755
次期繰越額 3,208,284

２０１5年４月１日から２０１6年３月３１日まで2015年度収支計算書
（単位：円）

2016年4月1日から2017年3月31日まで2016年度収支予算書
（単位：円）

2016年　定期総会の報告

■ 2016年度　教職員退職者・就任者・逝去者　（敬称略）2016年4月1日から2017年3月31日まで

■ 2016年　総会出席教職員　（敬称略）

立教池袋

退職者 鈴木　弘 （校長：数学科） 
 與倉　周 （事務室課長補佐：転出）
 秋山光久 （校務職員）
就任者 マーク・シュタール（チャプレン）
 高井祐紀 （国語科）
 及川啓之 （事務室課長）

逝去者 山中正晴 （元、英語科）
 大澤　詮 （元、社会科）

立教新座

村上和夫 （校長）
山内辰治 （副校長：理科）
田中俊江 （教頭：国語科）
鈴木伸明 （チャプレン）
金山昭夫 （チャプレン）
石川宣明 （英語科）
和泉利香 （理科）

岸　良一 （英語科）
田中麻子 （社会科）
鳥越崇裕 （芸術科・音楽）
野村博英 （数学科） 
古田　豊 （理科）
宮内　駿 （国語科）
吉川明憲 （数学科）

牛嶋洋一 （事務長）
内藤　誠 （総務課担当課長）
萩　弘治 （総務課主幹）
植田　匠 （総務課課長補佐）
宮下育子 （総務課）
大野道夫 （元、保健体育科）　
澁谷　壽 （元、教頭：数学科）

清水靖夫 （元、社会科）
新藤文男 （元、保健体育科）
鈴木武次 （元、社会科）
日高　宏 （元、理科）
森田利光 （元、教頭：英語科）

立教池袋

鈴木　弘 （校長：数学科）
増田　毅  （教頭：保健体育科）
マーク・シュタール（チャプレン）
片岡昌史 （事務長）
及川啓之 （事務室課長）
森田昌也　 （事務室）

立教新座

退職者 鈴木伸明 （チャプレン）
 渡辺開紀 （国語科）
 林　壮一 （理科）
 古田　豊 （理科）
 星野一朗 （事務長）
就任者 金山昭夫 （チャプレン）
 宮内　駿 （国語科）
 石川宣明 （英語科）
 岸　良一 （英語科）
 牛嶋洋一 （事務長）

逝去者 石川善樹 （元、英語科）
 大貫金吾 （元、数学科）
 鎌田淳一 （元、数学科）
 吉沢治子 （元、職員）　

2017年3月11日(土)、池袋のホテルメトロポリタンにて、
「鈴木校長先生感謝の会」が立教池袋中学校･高等学校バス
ケットボール部OB会により開催されました。
鈴木校長先生は、1976年、当時23才で着任以来、41年間
に渡り教員としてご活躍され、その多くの時間をバスケット
ボール部の顧問として部員の指導にあたって来られました。
当日はOBを中心に105名が集まり、先生との思い出話に花
を咲かせました。また、元新座高校のバスケットボール部顧
問の浜田先生と2007年から行っているバンド活動のサプライズ演奏や長年先生
を陰で支えてこられた奥様をはじめご家族や関係者からの心温まるビデオメッセー
ジが映し出され、会場は大いに盛り上がりました。最後は、先生が一人ひとりとしっか
りと握手を交わし、再会を誓っての散会となりました。

鈴木校長先生感謝の会（立教池袋中学校･高等学校バスケットボール部OB会）バスケット
ボール

1959年立教高校卒業（第11回生）柔道部OB会の新年会が恒例により上野韻松亭
で行われました。昨年からは柔道部に限らず同期の仲間にも広く声をかけて交流の場
としておりますが、今年は20名の同級生が参集しました。金子義雄君による新年のお
祈り、佐藤智雄君の会長挨拶に引き続き、松平信久君（前立教学院院長）から立教大
学、池袋中高、新座中高、小学校の消息が伝えられ、更に6月の清泉寮セミナーの予定
が紹介されました。今年は6月28～29日に実施する予定です。
穏やかな日差しが差し込み、お食事とお酒もすすむなか、事務局横山彬孝君の司会で参加者から近況が報告されました。昨年の新年会の後、
体調を崩し療養中であった立田紘二君がすっかり元気を取り戻しました。今年、1959年卒業生は喜寿を迎えますが同期の会「燦紫会」の開
催も伝えられました。柔遊会、燦紫会へのお問い合わせは立教中高同窓会ホームページのOB会連絡先にお問合せ下さい。
《出席者》佐藤智雄、竹内　功、松平信久、稗田隆光、真知田宏、松村龍一、金子義雄、徳永　健、横山彬孝、和泉健吉、黒田市之助、岡田倫政、
川島良治、立田紘二、五島秀幸、鳥海敏二郎、山下五郎、倉光　純、小川雄二、富永広三

2017年柔遊会新年会（1959年卒柔道部OB会）柔道

第6回（平成28年度）立教杯争奪中学生柔道大会が平成29年2月19日（日）立教
新座高校柔道場で行われました。主催は立教高等学校柔道部ОB会、後援は保護者
会と立教大学柔道部です。21団体（中学校・道場）24チームが参加して頂きまし
た。今回から、1回戦で負けると1試合しか出来ないと言う不満を解消するため、リー
グを2部（4ブロック）に分け、予選リーグ戦方式としました。その結果各チーム最低
でも2試合は出来る事となり、来年以降、参加団体が増えることが予想されます。試
合結果は１部優勝は埼玉栄中学校Ａチーム、２部優勝は川口市立西中学校でした。来年も開催しますので、ＯＢの皆さん是非ご来場ください。

第6回立教杯争奪中学生柔道大会柔道

私たちは昭和27年に中学校を卒業し、高等学校に入学した学年です。
中学卒業後他校へ進んだ人も、高校から入学してきた人も、途中で出
入りがあった人も、この学年に関わりがあった全ての人をメンバーとし
ています。ですから、名簿登録者は328名にのぼります。
昭和51年に初会を開き、その後4年ごとに開催してきましたが、平成
14年以後は2年ごとに開いて、昨年で15回を数えています。当初
100人以上集まっていましたが、物故者、消息不明者が増え、最近は
出席者が60～70人ほどに減ってきています。
中学高校で担任をしていただいた14人の先生がたをお招きしていましたが、残念ながら現在ご存命はお一人だけになってしましました。
写真は昨年10月の第15回「立教27会」の集合写真です。 （立教27会幹事・森田利光）

立教27会27
会

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
をお寄せください。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ので、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ておりますの
で、ぜひそちらもご覧ください。
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