
立教学院諸聖徒礼拝堂聖歌隊OB・OG会
会長 植野 幸和

　 主の平和　 立教学院諸
聖徒礼拝堂聖歌隊ＯＢＯ
Ｇ会の皆さまにおかれま
しては、お元気でご活躍の
ことと存じます。
　 昨年に引き続き、本年
もまた、１年生を含めた
現役とＯＢＯＧ有志によ
るレインボーコンサートに

引き続き、ＯＢＯＧ会総会と現役・ＯＢＯＧ懇
親会が開催されました。コンサートの出来映え
は大変素晴らしいものでしたが、ＯＢＯＧ、特
にＯＢの奉唱参加が少なかった中で、立派な奉
唱が実現されたことは、大いに賞賛されなけれ
ばなりません。
　 かく言うわたしも、寄る年波に勝てず、膝を
傷めて奉唱に参加することができず、実に残念
な思いをいたしました。秋のレクイエム奉唱会
では、是非、リターンマッチをしたいと決意し
ている次第です。
　ＯＢＯＧ会の目的は、規約の第３条で、
(1) 立教学院諸聖徒礼拝堂聖歌隊への協力および
交流を図る。
(2) 会員相互の親睦を図る。
と規定されていますが、協力および交流は、奉
唱参加も含まれていると考えています。
レインボーコンサートもレクイエム奉唱会も毎
年概ね決まったスケジュールで開催されていま
す。ＯＢＯＧ諸兄姉におかれましては、是非、
年間スケジュールの中にレインボーコンサート
とレクイエム奉唱会を組み入れていただければ
と願っています。

立教学院諸聖徒礼拝堂聖歌隊
隊長 スコット・ショウ

　 暑い季節になりまし
た。皆様いかがお過ごしで
すか？
　 半年の研究休暇も終わ
り、リフレッシュ、リ
チャージをし、新しいアイ
ディアを生み出し、春合宿
から復帰しました。秋の
奉唱会ではスティーブン・

モーガン先生の指揮のもとでＯＢ／ＯＧの皆様
に参加して頂き、ありがとうございました。
　 今年の１年生は１４人が仮入隊し、聖歌隊も
安定し、これからが楽しみです。来年２月には
イギリス研修ツアーをひかえており、その準備
にもとりかかります。もう１つは、池袋・新座
両キャンパスのチャペルに新しいオルガンの設
置が予定され、それと共にまだ承認されていな
いので確定ではありませんが、チャペル会館も
建て直され、聖歌隊のリハーサル室も確保され
ています。
　 今年のレインボーコンサートは６月２６日に
行われ、３部は例年のように現役とＯＢ／ＯＧ
がオーケストラと共演、成功に終わりました。
しかし、その一方、今回ＯＢの参加希望者が４
人で、テノールは皆無でした。このため、特別に
数人の方に参加して頂きましたが、今年のこの
状況から考えると、将来が気になります。ＯＢ
／ＯＧ以外の一般参加者を募るか、又はグリー
クラブから応援を頼むか...　 皆様のご意見、ご
希望をお待ちします。
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2009年度現役活動報告

2月 26-27日 Winter Training
3月 3-9日 春合宿(千葉県岩井海岸)
 20-21日 Spring Training
 24日 学位授与式、卒業礼拝

前期活動開始
4月 1-3日 　入学式
 12日 イースター礼拝
 30日 ランチタイムコンサート
5月 4-5日 新歓ハイク(千葉県岩井海岸)
 6日 環状教会グループ合同礼拝
 31日 ペンテコステ礼拝
6月 6日 英国大使館クワイヤー
   合同コンサート
 27日 レインボーコンサート、
  OB/OG総会
7月 30-31日 Summer TrainingⅠ 

後期活動開始
9月 1-2日 Summer TrainingⅡ
 6日 レクイエム奉唱会練習開始
 8-14日 夏合宿(群馬県片品村)
 26日 入隊式
10月 24日 逝去者記念礼拝
  レクイエム奉唱会
12月 2日 ウィリアムズ主教記念礼拝
 11日 メサイア演奏会
 19日 Lessons＆Carols
 24日 大晩祷、キャロリング、深夜ミサ
 25日 降誕日ミサ 

2010年度現役活動報告と計画

2月 25-26日　 Winter Training
3月 2-8日 春合宿(千葉県岩井海岸)
12,19,23,30日 Spring Training
 24日 卒業礼拝
 25日 学位授与式

前期活動開始
4月 3,5-6日 入学式
 4日 イースター礼拝
5月 4-5日 新歓ハイク(千葉県岩井海岸)
 7日 創立記念礼拝
 23日 ペンテコステ礼拝
6月 26日 レインボーコンサート、
  OB/OG総会
7月 30-31日 Summer TrainingⅠ

後期活動開始
9月 1-2日 Summer TrainingⅡ
 （上旬） レクイエム奉唱会練習開始
 8-14日 夏合宿(群馬県片品村)
 （下旬） 入隊式
10月 23日 逝去者記念礼拝、
  レクイエム奉唱会
12月 2日 ウィリアムズ主教記念礼拝
 10日 メサイア演奏会
 （下旬） Lessons＆Carols
 24日 大晩祷、キャロリング、深夜ミサ
 25日 降誕日ミサ
1月 （上旬） 後期活動終了、スタッフ交代
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2010年度前期現役活動報告

1月に、スタッフの仕事の引継ぎを終えて、5名
のスタッフと3名の準スタッフの運営のもと、
2010年度の聖歌隊の活動が開始いたしました。
　 春合宿では、聖歌隊長であるスコット・ショ
ウ先生の指導のもと、表現を豊かにするために
音の強弱に気をつけることや歌詞を伝えるため
に子音を明瞭にすること、良い響きを得るため
に正しい母音を出すことなどを意識して練習を
行いました。また、外部の先生を招いてボイス
トレーニングを行い、集中的に発声法を指導し
ていただき、歌に関しての疑問にも答えていただ
きました。そして、館山聖アンデレ教会での礼
拝奉仕や愛餐会を通じて、人とのつながりの大
切さをよりいっそう深く認識したことで、技術
面の成長だけではなく、聖歌隊員の精神面の成
長にもつながりました。
　4月に聖歌隊の前期の活動が始まり、4月4日に
はイースター礼拝で奉仕いたしました。また、
イースターに向けての練習のために、3月のスプ
リングトレーニングを例年より多く行いまし
た。そして、新歓期間を終えて、今年は、男性3
名、女性12名という構成で、仮入隊者15名とい
う結果となりました。新入生が練習にも加わる
ようになったことで日々の練習もにぎやかにな
りました。昨年同様、練習は水曜日と土曜日に
行っており、ボイストレーニングも平行して行っ
ています。

また、礼拝奉仕は金曜日の朝夕と日曜日に行っ
ています。
　 5月からは、礼拝奉仕を新入生とともに行って
います。ペンテコステでは、新入生は初めての大
きな祝日の礼拝で奉仕し、聖歌隊員として大き
な経験になったのではないかと思います。そし
て、6月には、聖歌隊OB・OGと新入生ととも
に、レインボーコンサートを行い、無事コン
サートを終えることができました。
　 前期の活動も残り1ヶ月で終わろうとしていま
す。この後には、夏合宿、入隊式、レクイエム奉
唱会、メサイア演奏会、クリスマス礼拝などの大
きなイベントがあります。また、前期から聖歌
隊長であるスコット・ショウ先生が研究休暇か
ら復帰となりました。これに加え、今年度から
新しく聖歌隊の顧問として上田亜樹子チャプレ
ンが就任しました。このような新しい指導体制
のもと、新しいメンバーが加わり活気に溢れた
このグループで、今後の活動にますます精力的
に取り組んでいきたいと思いますので、今後と
もご支援のほどよろしくお願いいたします。

（文責：吉敷浩光）
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2010年5月4-5日　新歓ハイク（千葉県・岩井海岸）



英国教会音楽研修にむけて
2010年度英国教会音楽研修実行委員

私たちは、聖公会発祥の地である英国への研
修を、再び来春に計画しています。現在、現地で
の練習や礼拝奉仕などを視野に入れ、日々の練
習に励んでおります。
私たちは、これまで数年ごとに行われてき
た、この英国教会音楽研修の実施を決めるにあ
たり、時間や費用をかけてわざわざ英国へおも
むく理由を何度も話し合ってきました。英国に
行けば実際的に音楽の質、技術を向上させるこ
とができ得るのか、予想できるあらゆる犠牲を
払い、様々なご支援をお願いするだけの器量が
果たして現在の私たちにあるのかどうか等々。
一方、私たち学生にとっては学業が生活の中
心であり、また普段の礼拝奉仕とその準備を
もっとも大切にしている聖歌隊であるというア
イデンティティを持っています。
通常の準備や練習に比べて、さらに行事が盛
り沢山なクリスマス時期、そこにプラスして英国
研修のための練習を重ねることが可能かどう
か、という疑問もありました。そんな忙しい思
いをしなくても、今やいつでも観光旅行として
英国を訪ね、各地で礼拝に参加することも、
様々の聖歌隊の素晴らしい演奏を聞くことも可
能なことでしょう。しかしながら、私たちが現
役の大学の聖歌隊として、歴史ある礼拝音楽を
実際に肌で感じ取り、英国各地の教会やカレッ
ジでの合同練習や礼拝奉仕に参加すること、ま
たそれらを体験する事で初めて目を開かれる聖
公会の伝統や歴史、そしてそこに流れる空気を
体感して現在の教会音楽の担い手である会衆や
学生と出逢うこと、等々は決して「いつでもで
きる」ことではない、現役生ならではの、貴重
な体験であると確信します。
立教学院の創立者であるウィリアムズ主教は
アメリカ聖公会からの宣教師であり、そのため
立教学院の礼拝もアメリカ聖公会の流れにかな
り影響を受けています。一方、同じアジアであ
りながら、キリスト教信仰が広く受け入れられ
ている、韓国やフィリピンで、「キリスト教礼
拝音楽」を学ぶこともできるかもしれません。
おそらくきちんとターゲットを定める事がで
きれば、アメリカやフィリピン、韓国での一般的
な教会音楽研修も可能なのだと思います。

それでも行き先を従来通り英国としたのは、
他でもなく英国国教会の礼拝音楽をこの目で見
たい、感じたいと考えたからです。情報化社会
の今、私たちは日本にいながらもメディアを通
して英国国教会の音楽や礼拝を見聞きすること
はできますが、実際に英国聖公会の現地の大聖
堂の響きの中で音楽を体感し、聖公会の豊かな
教会音楽を肌で感じることこそが、私たちが立
教学院の聖歌隊としての意識を高めるために不
可欠であると感じています。
 立教学院がその方式を忠実に再現しているケン
ブリッジ大学キングズカレッジの礼拝や、英国
国教会の総本山であるカンタベリー大聖堂での
礼拝の参加、古い歴史のある教会の見学、現地
講師の方々の指導による練習や、カレッジ所属
の聖歌隊、教会や地域の小学校を訪ねるなど、
様々な交流も予定しています。また、私たちが普
段礼拝で奉唱している曲の作曲者ゆかりの地
や、その曲が初演された聖堂を訪問したり時代
背景を学んだりすることで、聖公会の礼拝への
理解を深め、ルーツを感じとることができま
す。また、現地の聖歌隊や会衆との交流によっ
て、日本でも熱心な活動が行われていることを
英国の教会に知っていただくことができるで
しょう。
現在、立教学院において奉唱をしている聖歌
隊員が共に英国へ行き、同じ体験を分かち合
い、それを持ち帰ることによって、一人一人が
日々の礼拝への意識を高め、よりメッセージ性
のある奉唱ができると思います。英国研修で得
る貴重な経験を共有し、それを後代に伝えるこ
とで、立教学院の礼拝をより盛んにしていくこ
とができるはずです。そのような意識のある英
国研修を目指し、立教学院での一回一回の礼拝
奉仕を大切にしながら日々の練習に努めて参り
ます。

2010年度英国教会音楽研修実行委員会委員長
橘　怜美
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聖歌隊OB/OG会　総会・懇親会
～ 2010年6月26日（土）～

[ 参加したOB/OGからのメッセージ ]

齊藤敦子（’80 文独卒）
　 卒業して何年たっても、いつ来ても、そこに
チャペルがあり、聖歌隊があり、礼拝奉仕をし
ている学生たちがいる。変わらぬものが、そこ
にある。正門をくぐって、チャペルが見えると
「あぁ、帰ってきた」と感じる。心が和み、
ほっとする。この感覚が忘れられなくて、毎
年、チャペルに帰ってきたくなる。
　 今年も、6月27日のレインボーコンサートと
OB/OG会には、たくさんのOB/OGが集まっ
た。素晴らしいコンサートを楽しみ、その後、
かつて校宅が並んでいた敷地に立ったウィリア
ムズホールの2階、5号館があった場所の見える
「山小屋」で、先輩や後輩や現役の学生たち
と、賑やかな時間を過ごした。代々の聖歌隊を
支えてきた昭和世代と、平成生まれの現役の学
生たち。世代は違っても、同じチャペルで過ご
した仲間が集う年に一度のOB/OG会が、昨年か
らレインボーコンサートと同日開催になって、い
かにも聖歌隊らしく、「聖歌隊なんだから、歌
わなきゃ始まらないでしょう！」という企画に
なっているのが嬉しい。コンサートで一緒に歌
うOB/OGが増えるともっと嬉しい。今年は都合
がつかずコンサートには参加できなかったが、
来年は、是非、一緒に歌いたい。みなさん、一
緒に歌いましょう。

高田淳（’07 法法卒）
　 私は２、３年ぶりの総会出席だったのです
が、年々変わりゆくものと、いつまでも変わら
ないものを感じることができ、とても有意義な
会でした。
　 変わっていたのは、新入生だった後輩達が、
ＯＢ・ＯＧとなっていたことが一番の衝撃でし
た。４年次に１年生だった子達が、立派に卒業
生となっていて、新しい現役の子達が沢山いて
（新入生だけの合唱披露なのに立派に歌えたり
してて！）、聖歌隊は常に新しい血が通ってい
るのだなと実感しました。
　 変わらなかったのは、歌が好きで、チャペル
と聖歌隊を大事にしようとするＯＢ・ＯＧの皆
様の集まる総会の雰囲気です。久しぶりに参加
した私でも良く知るＯＢ・ＯＧの方々が大勢居
られ、変わらず暖かく接して頂き、変わらず歌
を歌い、とても嬉しかったです。
　 少し離れていたおかげで、こうした、日々新
しく、しかし連綿と変わらないものを伝えてい
る聖歌隊の良さと大切さを実感でき、そこにい
られる自分の幸運が身に染みた一日でした。本
当にありがとうございました、これからも宜し
くお願いします。
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写真提供：次田友暁（’02卒）



聖歌隊OB/OG会　総会・懇親会
～ 2010年6月26日（土）～

[ 当日の様子をお伝えします ]
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写真提供：鴻輝夫（’52卒）
 次田友暁（’02卒）
 小美戸亜希（’06卒）



OB・OG会会計報告（2009年度）
役員会会計担当

〔収入の部〕
（1）2009年度の年会費、賛助金は2009年3月31
日までに

  年会費 173名 173,000円
  賛助金 96名 719,000円
  合計　  892,000円
 のご支援をいただき有難うございました。昨
年に比べて金額で315,500円の増額となってお
ります。

（2）年会費と賛助金のご協力者のご芳名は、別
掲のとおりです。

〔支出の部〕
（1）通信費、印刷費及び文具費の合計468,842円
は、会報の発行2回分、レインボーコンサー
ト、懇親会の案内などに関する経費として支
出いたしました。

（2）2009年秋のフォーレのレクイエム奉唱会で
は、ソリスト、オーケストラ謝礼の援助をい
たしました。

（3）ホームページの通信費及びドメイン使用料
（2年分）として72,534円支出いたしました。

（4）ブランスタッド隊長の小平霊園墓地管理料
として年額1,000円を支出いたしました。

〔収　　入　　の　　部〕
 前年度からの繰越金 95,828 円　
 年  会  費・賛  助  金 892,000 円　
 　  （年会費：173件 173,000 円）
 　  （賛助金：  96件） 719,000 円）
 仮　払　金　戻　入 30,000 円　
 合　　　　　　　計 1,017,828 円　

〔支　　出　　の　　部〕
 通　　　信　　　費 262,840 円
 印　　　刷　　　費 131,462 円
 レクイエム奉唱援助 80,000 円
 文　　　具　　　費 74,590 円
 ホームページ諸経費 72,534 円
 雑　費（振込手数料） 2,310 円 
 交　　　通　　　費 2,140 円
 墓　地　管　理　費 1,000 円
 次年度への繰越金 390,952 円
 合　　　　　　　計 1,017,828 円

賛助金協力者ご芳名（2009年度）
（敬称略）

〔名誉会員〕
スコット・ショウ　ショウ万里子　猿田潤子
 （3名）
〔1949-50年代〕
佐々木弘道　工藤俊雄　鴻輝夫　下田昇
古谷倹次　足立一雄　細田栄一　廣田淳一
池田健一　大山省三　糟谷祐子　鈴木侊子
寺本睦夫　石川範子　今井和道　今井佐禧子
笹部久美子　関武矩　野田敏子　青木瑞恵
小川春乃　坂本敬　佐藤健二郎　杉野一郎

（24名）
〔1960年代〕
中川直美　成田弘子　濱田健一　古市欣生
加藤清二　杉山栄一 杉山百合子　檀上仁江
福代亮三　伏木貞子　橋本圭子　山田弘美
糟谷愛　糟谷證　栗岩和彦　滝口俊子
谷市三　竜崎嘉明　高橋宏子　西章
大塚万紀子　岩川武彦　伊藤三千子　内田研吾　
田中桂子 （25名）
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〔1970年代〕
相澤牧人 植野さなえ 大西礼子　山田正子
大西信一　荒牧節子　植野幸和　小林悦子
須藤恵子　銭元伸一　伊藤正人　高木慎二
徳住光則　伊藤弥寿世　阿部智子　長田睦子
須藤茂　鈴木雅美 （18名）

〔1980年代〕
斎藤敦子　鈴木裕子　相浦猛　相浦智
湯田勝彦　橋本あゆみ （6名）

〔1990年代〕
三井美樹　宝田裕子　長塚望　森山弦人
森山友恵 （5名）

〔2000年代〕
古木清子　次田友暁　次田咲枝　小美戸亜希
石原絵美 （5名）

合計　85名　719,000円 

年会費納入者ご芳名（2009年度）
（敬称略）

〔1949-50年代〕
佐々木弘道　梶原達観　工藤俊雄　安永和夫
鴻輝夫　下田昇　古谷倹次　足立一雄
細田栄一　廣田淳一　池田健一　大山省三
糟谷祐子　新崎春子　鈴木侊子　寺本睦夫
松野裕子　石川範子　今井和道　今井佐禧子
笹部久美子　関武矩　関本実　野田敏子
青木瑞恵　小川春乃　坂本敬　佐藤健二郎
佐藤満寿哉　杉野一郎 （30名）

〔1960年代〕
小野翠　中川直美　成田弘子　濱田健一
古市欣生　大澤祐二　加藤清二　杉山栄一
杉山百合子　檀上仁江　福代亮三　伏木貞子
橋本圭子　長谷川淳子　山田弘美　糟谷愛
糟谷證　栗岩和彦　高木邦子　高橋委作
高橋芙木　滝口俊子　谷市三　竜崎嘉明
天野克彦　高橋宏子　宮谷祥子　宮谷仁太郎
小笹絢　西章　大塚万紀子　岩川武彦
菊池滋子　鶴岡道子　伊藤三千子　内田研吾
田中桂子 （37名）

〔1970年代〕
相澤牧人　植野さなえ　大西礼子　根岸恵子

山田正子　荒牧節子　大西信一　増井眞理子
吉田久美　植野幸和　加藤博道　河野純子
小林悦子　近藤みち子　須藤恵子　銭元伸一
伊藤正人　高木慎二　徳住光則　伊藤勉
榎本ひろ美　梶ケ谷淑子　伊藤弥寿世
阿部智子　長田睦子　佐々木泰弘　須藤茂
湯浅宣子　佐々義子　鈴木雅美　田澤利之
安田裕子 （32名）

〔1980年代〕
斎藤敦子　高島なお子　藤岡比左志
細谷厚子　鈴木裕子　渡辺順子　菰田宏美
堀英樹　相浦猛　相浦智　内田幸子
湯田勝彦　大野清夫　橋本あゆみ （14名）

〔1990年代〕
三井美樹　善木洋子　汲原宏枝　高橋由佳
横田麻子　武藤早苗　亀山京子　宝田裕子
長塚望　三木純子　阿部ゆう子　古谷秀子
細川澄子　森山弦人　森山友恵 （15名）

〔2000年代〕
加藤智宏　島貫智　三野穂高　次田友暁
沖田直哉　鈴木陽介　遠藤陽平　次田咲枝
伊東珠加　小美戸亜希　渡辺麻美　大森惇子
近藤英幸　石原絵美　木村公優　関根麻人
中込多郎　貫井萌香　日置春海　和田俊子
 （20名）

合計　148名　173,000円

OB・OG会Webサイト、絶賛稼働中！！
www.rikkyo-choir-alumni.com

OB/OG会の最新情報、過去データの閲覧はこちら
で！また各世代の思い出の写真やエピソード、活動
のお知らせやお誘いなど何でもお寄せください

聖歌隊OB・OG会報 第7号
 

-	 8	 -



ＯB・ＯＧからのメッセージ

〔名誉会員〕
猿田　潤子　隊長夫人
このたびも欠席させていただきます。皆様に
よろしくお伝えください。ご盛会、祈っており
ます。

大郷　博　チャプレン
いつもご案内ありがとうございます。この地
に来て四半世紀、東京は遠く遠くなってしまい
ました。益々のご活躍をお祈りします。

村岡　明　チャプレン
１９７７年より９年の間、立教中学校チャプ
レン、チャペル諸団体チャプレンとして勤務させ
ていただいた日々は、本当に充実した時代でし
た。
それを支えてくださった諸聖徒礼拝堂と、
チャペル諸団体の皆様、事務室の皆様に感謝申
し上げるばかりです。

村上　達夫　チャプレン
体調不良のため、盛岡にて蟄居しております。
ご盛会を、遙かに祈っております。

西川　征士　チャプレン
３月末に定年退職いたしました。

広田　勝一　チャプレン
ご連絡ありがとうございます。懇親会には、
既に所用が入っており欠席となります。今後の聖
歌隊の働きの上に、主の豊かな導きをお祈り申
し上げます。

神﨑　雄二　チャプレン
今年４月より、月島聖公会を中心に、聖救主
教会を副にして動くことになります。
月島では、聖歌隊やオルガン奏楽で出番があ
ります。どうぞ楽しい教会生活を送ってくださ
い。仲間になってください。東京教区で一番小
さな教会です。

柳　時京　チャプレン
２月２０日の送別会は、一生の思い出となり
ました。改めてお礼申し上げます。
３月２６日に羽田から帰国して、翌日から仕

事を始めました。１０年間という時間の重さを
実感しながら、少しずつ慣れています。ここの聖
歌隊を担当することとなりましたので、Ｃｈｏ
ｉｒとのご縁は続けられています。
皆様のご健康を祈ります。

〔一般会員〕
梶原　達観　（Ｔ　５０文社）
昭和２５年立教大学卒業、国家公務員試験に
合格して、裁判所、外務省、国連、大学教授を
経て、現在、公益法人役員。
学生時代、ブランシュタット先生に、大変お
世話になりました。

今井　烝治　（５１文英）
いつもご案内有難うございます。ご苦労様で
す。老人になると出不精になり、失礼していま
す。ご盛会を祈っています。

安永　和夫　（Ｂ　５２文英）
元気に病気しています。外出はほとんどできな
いので、懇親会も欠席です。ＯＢの方々、お元
気でお過ごしですか。
オペレッタ、ペンザンスの海賊、軍艦ピナ
フォーなど、ＤＶＤにとって見ています。ご盛会
を祈ります。

池田　健一　（５６経営）
ご連絡ありがとうございます。度々ご通知を
お送りいただき恐縮しております。当人、糖尿病
による盲目になり、外出のできない不自由な生
活を余儀なくされています。（代筆）

大山　省三　（Ｔ　５７経済）
総会・懇親会当日は、小生所属の合唱団の定
期演奏会１週間前の練習日のため、欠席せざる
を得ません。なお、レインボー・コンサートに
は、参加するつもりです。

寺本　睦夫　（Ｂ　５７文基）
８０歳に達し、この３月で、帯広聖公会の嘱
託も解任となります。
地元に宗教曲を主とする合唱団（十勝アマデ
ウス合唱団）があり入団しておりますが、年齢
制限が無いので、他の迷惑を顧みず、居座ってい
ます。
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松野　裕子（遠藤）（５７文英）
聖歌隊ＯＢＯＧ会のお世話をして頂いており
ますこと、御礼申し上げます。昨秋もフォーレ
のレクイエムを聴かせて頂きました。この秋も
聴きに行けるように体調管理を致します。
これから迎える厚い時期を、どうぞ元気でお
過ごしくださいませ。

諌山　美保子（坂本）（Ｓ　５８文社）
年甲斐もなく、結構忙しい日々を送っていま
す。

石川　範子（楠井）（５８文英）
いつもご案内を有難うございます。どれも参
加したいのですが、体調が許さず、失礼していま
す。ご盛会を祈っています。

今井　和道　（Ｏ　５８文英）
良き指導者を得て、活動が継続することを、
祈っています。

関本　実　（Ｔ　５８経済）
まだ、現役で仕事をしています。お蔭様で年齢
相応に健康で、何とか生活しています。皆さまの
ご健勝を祈念しております。

野田　敏子（小林）（Ｓ　５８文社）
会の盛会をお祈り致しております。

佐藤　健二郎　（５９経済）
勤務を終え、心身ともに余裕が出来たこと
で、毎回のコンサート、レクイエム奉唱会は大
変に楽しみにしています。
この機会に、チャペルをのぞけることも有難
いことです。不心得の身には、年に一度、心静
かに！ご案内有難うございます。

杉野　一郎　（Ｔ　５９経済）
いつもお世話様です。今回も都合が悪く、申
し訳ございませんが欠席させて頂きます。
皆様に、どうぞよろしくお伝えください。

小野　翠（穂積）（６０文心）
いつもお世話様です。お蔭様ですっかり楽隠
居風になり、もっぱらウォーキング、歩き回って
います。ひたすら、皆様のご活躍を、お祈り申
し上げます。

成田　弘子（平野）（６０文心）
現役で教員（非常勤）をしています。
カトリック教会の聖歌隊で歌っています。もう
枯れ木も何とや・・・の存在ですが・・・。
年２～３回は、聖書物語のオペラをイタリア
文化会館で歌います。また、イタリアの聖歌隊
をお招きして、ご一緒に歌うこともあります。
立教のクワイヤーが懐かしいです。

古市　欣生　（６０経済）
１９６０年卒業後、当年は５０周年、７２
歳。お蔭様で、健康にウォーキングを楽しんで
おります。
日曜は清瀬聖母教会（教会委員）で主日礼
拝。同期では、浜田健一、矢部勲弘両氏とは連
絡が取れております。矢部氏は闘病中とのこと、
１年下の西川征士司祭もご闘病中の由、電話で
お話をさせてもらいました。併せて、ご加祷の
程、お願いいたします。現役諸氏のご活躍を祈
ります。

河合　玲子（坂下）（６１文英）
当日、コンサートを聴きにいけたらと思いま
す。皆さま、お元気で、ご活躍を祈ります。

杉山　榮一　（Ｂ　６１経営）
杉山　百合子（上田）（Ａ　６１文英）
元気にしております。ご盛会をお祈りしており
ます。

福代　亮三　（Ｂ　６１経済）
昨秋のレクイエム奉唱会は、練習のほとんど
に参加していたにも拘らず、癌に罹っていること
がわかり、治療のため本番に参加できませんで
した。現在も治療継続中ですが、４月中には終
わる予定ですので、レインボーコンサートには
参加致します。

佐藤　真実　（６２社社）
退職し、嘱託として勤務しています。お会いし
たい気持ちは強なれど、余りにも遠い。皆様の
ご健康をお祈りしています。５月に入っても寒さ
は冬です。

橋本　圭子（今村）（Ａ　６２文心）
元気にいたしております。
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長谷川淳子（岡）（Ｓ　６２文心）
残念ながら出席できません。ご盛会を心より
お祈り申し上げます。

高木　邦子（和気）（Ｓ　６３社社）
はるか昔の卒業生となりましたが、地域の女
声、混声それぞれの合唱団で、何とかいまだに
歌い続けております。後輩の皆様方のすばらし
いご活躍を、心よりお祈りしております。

高橋　委作　（６３文心）
高橋　芙木（稲垣）（６３文史）
いつも御連絡いただきありがとうございま
す。残念でございますが、欠席させていただき
ます。どうぞ、皆様、お身体、お大切になさって
くださいます。御盛会をお祈りしております。

滝口　俊子（三浦）（６３文心）
ご連絡ありがとうございました。まだ、現役
で、仕事をしています（放送大学大学院教
授）。

小笹　絢（南部）（Ｓ　６５文英）
３月２７日（土）青木洋也指揮で、バッハ
「マタイ受難曲」を歌いました。発音、意味、
感情の導入、発声と、大変でした。歌とはこん
なに多くのことを要求され、難しいものかと、
改めて思いました。
モーツアルトのミサ、きっときれいに歌える
と思います。成功をお祈りいたします。

大塚　万紀子（黒部）（Ａ　６６文英）
この四月に釡石より東京に戻りました。ま
だ、あわただしく、今回の企画は、残念なので
すが出席できません（母親の介護もありま
す）。ますますのご発展をお祈り致します。い
ずれまた、皆さまにお目にかかれることを楽し
みに致しております。

山田　祥子（坂谷）（Ｓ　６８理数）
孫たちに囲まれ、元気に過ごしております。

伊藤　三千子（黒田）（Ａ　６９文英）
総会・懇親会のお知らせ、いつもありがとう
ございます。残念ですが、今年も欠席いたしま
す。皆様にどうぞよろしくお伝えくださいますよ
うに。
黒崎　千束（稲垣）（Ｓ　６９文日）
いつもご連絡ありがとうございます。次から
次へといろいろ有り、相変らずバタバタしていま
すが、合唱だけは続けています。皆様によろし
くお伝えください。ご成功をお祈りします。

小磯　幸彦　（Ｔ　６９経済）
ご盛会を祈ります。

相澤　牧人　（Ｂ　７０文史）
日本聖公会管区事務所総主事の任を続けてい
ます。この２年間は、聖公会にとって大きな行事
が予定されています。プレ宣教協議会、第２回世
界聖公会平和大会、宣教協議会。これらは日本
聖公会の行方を決めることにもなりましょう。
宣教１５０年を経た日本聖公会の更なる歩みを
覚え、祈り、関わっていってほしいと思います。
様々な仕事の中にありますが、方向を見失わ
ないようにとの思いをもって過ごしています。

根岸　恵子（吉野）（Ｓ　７０文基）
いつも連絡をありがとうございます。還暦を
過ぎ、体力の衰えを感じながら、江東区東雲
（しののめ）の地で、幼児の声の響く、保育園
で過ごしています。

山田　正子　（Ｓ　７０文心）
何やかや、せわしない毎日で、残念ですが、
今年も欠席させて頂きます。皆々様の、益々の
ご活躍、お祈りしております！
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荒牧　節子　（Ｓ　７１文英）
４月から毎日が日曜日です。母の世話をしな
がら、何だか１日が短く、アッという間に過ぎ
ていきます。皆様、お元気で！

加藤　博道　（Ｔ　７３社社）
出席できませんが、ご盛会をお祈りいたしま
す。

須藤　恵子（後藤）（Ａ　７３社社）
まだしばらくは現役続行の予定です。体が続
く間はもう少し頑張ろうと思います。
コンサート・懇親会は、急な仕事が入ってし
まい、残念ながら伺えません。皆さんによろし
くお伝えください。ご盛会を祈ります。

伊藤　正人　（Ｂ　７４文仏）
伊藤　弥寿世（若林）（Ｓ　７６文仏）
皆様にはいつもお世話になりまして、有難う
ございます。何のお手伝いもいたしませず、心苦
しく思っております。本当に申し訳ございませ
ん。コンサートも生憎また参加できませず残念
ですが、ご盛会をお祈りしております。

渋澤　博子（高田）（Ｓ　７４文基）
１月に、９度目の引越しで名古屋へ移りまし
た。こちらでは、古い仲間とバッハの合唱を楽
しんでおります。夫と動き回ることの多い日々
を過ごしております。

高木　慎二　（Ｂ　７４経済）
来春には、第二の人生となります。コンサー
トは、何とか聴くことができればと思っていま
す。

石原　雄二　（Ｂ　７５法法）
川崎の片田舎を満喫しています。晴れれば庭を
耕し、雨の日には新聞雑誌や昔読んだ本など読
み耽り、気が向けばスケッチブックを携えて近
所の河原や丘陵を徘徊。時には夕方になると友
人知人と居酒屋で旧交を温めたりと、気ままな
隠居爺のような生活を楽しんでおりますの
じゃ。
今年に入ってからは、地元中学校の同期生が
次々と還暦を迎えるので、記念同窓会を開催す
べく、実行委員会を発足させて、本格的な隠居

生活に入りました。

梶ヶ谷　淑子（山本）（Ｓ　７５文英）
土曜日は出勤となっており、調整いたしまし
たが、休みをとることができず、欠席いたしま
す。昨年、同居していた義母を亡くし、子ども達
も結婚や仕事で巣立ちましたので、今は、夫婦
二人で仲良く（？）暮らしています。

鈴木　良昌　（Ｔ　７５社産）
体と心は元気でやってます。

西村　光子　（Ａ　７５文日）
昨年、母が病気になり、看病と仕事で、かな
りハードな毎日を過ごしています。コンサートと
総会･懇親会の盛会を祈ります。

栗原　正志　（Ｂ　７６文教）
栗原　牧子（田端）（Ａ　７６文心）
昨年７月に孫が生まれ、半同居生活ですの
で、毎日成長が見られ、大変楽しく過ごしてお
ります。６月２７日に、牧子の所属している女声
合唱団の定期演奏会があるため参加できませ
ん。ご盛会をお祈りいたしております。いつも御
連絡いただきありがとうございます。皆様くれ
ぐれもご自愛ください。

阿部　智子（三保谷）（Ａ　７７文史）
相変わらず、Ｏｒｇａｎに、Ｃｈｏｉｒに、
細々と活動を続けております。レインボーコン
サートでは、現役の学生とともに奉唱できるの
が楽しみです。自分の子どもより若い世代との
交流は、得がたいものです。皆様も是非、ご参
加ください。刺激的ですよ！！

湯浅　宣子（大林）（Ｓ　７７社産）
国内外で、バロック・ダンスの公演・講習
で、忙しく過ごしています。１１月３日、１２月
２６日には、東京で公演いたします。

鈴木　雅美（西成）（Ａ　７９文日）
お知らせありがとうございます。昨年はレク
イエム奉唱会でお世話になりました。とても楽
しい思い出になりました。今年は、総会、レイ
ンボーコンサート（聴きに）参加したいと思い
ます。よろしくお願いします。
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田澤　利之　（Ｂ　７９法法）
ご連絡ありがとうございました。皆様にお会
いしたいと思いつつ、教会の御用が山積してい
るため、失礼させていただきます。ご盛会をお
祈りいたします。

齊藤　敦子（内田）（Ａ　８０文独）
みなさまにお目にかかれるのを、楽しみにし
ております。今回は日程があわず、コンサートに
出られなくて残念です。

高島　なお子（安達）（Ｓ　８０文日）
皆さまのご活躍、お祈りしております。

藤岡　比佐志　（Ｂ　８０法法）
残念ですが、コンサート・総会・懇親会当日
は、海外出張の予定です。

小島真理子（坂内）（Ａ　８１社社）
いつも御連絡ありがとうございます。皆様に
とって楽しい一日となります様に。

廣瀬　幹郎　（Ｔ　８１社産）
いつも連絡ありがとうございます。いつの日
か、参加したいと思います。

町田　宏　（Ｂ　８２経済）
モーツアルトのＫ１９２は、個人的に大変好
きな曲です。頑張ってください。

松田　正典　（Ｔ　８３法法）
いつもご案内ありがとうございます。遠方の
ため、なかなか出席できませんが、いつか皆様
にお会いできる日を楽しみにしています。

角田　朝子（根本）（Ａ　８５文史）
いつも御案内ありがとうございます。今年も
参加できず、申し訳ありませんが、御盛会をお
祈りしております。当方、厳しい社会情勢にもま
れながら、何とか声楽のレッスンは続けており
ます。いつかまた、皆さんと一緒に歌える日を
楽しみにしております。

小野　信明　（Ｂ　８６文基）
当日は私事都合により出席できませんが、コ
ンサート及び総会・懇親会の盛会をお祈りして
おります。

吉沢　正行　（Ｔ　８６文英）
残念ながら、今回は仕事の都合上、参加でき
そうにありません。今後も、お手数をおかけし
ますが、何かありましたら連絡頂けると幸いで
す。皆様のご活躍を祈ります。

内田　幸子　（Ａ　８７文史）
毎日忙しくフル回転しております。

大野　清夫　（Ｔ　８８文基）
元気でやっております。

窪田恵理子　（Ａ　９１文基）
連絡いつもどうもありがとうございます。役
員の方々も諸事務どうもありがとうございま
す。都心にはなかなか出なくなっており、池袋も
懐かしいです。土日も仕事が入ることになり、
生活かけての仕事で、なかなか都合つかず、すみ
ません。会のご盛況、お祈り申し上げます。

真下　美穂　（Ａ　９１経営）
いつもご連絡ありがとうございます。
毎回、前よりの約束が入っている日と重な
り、出席できず残念です。立教のチャペルに
は、機会があり、昨年何回か足を運びました。

伊藤　誠基　（Ｔ　９２文独）
諸事情により、今回は出席することができま
せん。コンサートのみ聴きに行くかもしれませ
ん。ご盛会を祈ります。

汲原　早希（石井　宏枝）（Ａ　９２経済）
家事育児と闘いながら、ホメオパシーやカウ
ンセラーの資格勉強に励む毎日を送っておりま
す。昨秋には、久々にレクイエム奉唱会を拝聴さ
せて頂き、感動いたしました！　 内容構成共に
素晴らしかったです。現役の皆様が、充実した
活動ができますよう、心よりお祈り申し上げま
す。
ＯＢＯＧ会、レインボーコンサート当日は、
あいにく予定が入ってしまい参加できません
が、ご盛会をお祈りしております。

飯島　陽子（和田）（Ｓ　９３文仏）
７年を過ごした仙台から関東へ戻り、１年が
たちました。浦島太郎のような状態に、今だ当
惑っております。
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大野　菜穂子（荒木）（Ｓ　９３文史）
大野　恭義　　（Ｂ　９５文教）
本年４月に、家族でカナダでの新生活を始め
ることになりました。親子で何でもエンジョイ
したいと思っています。

高橋　瑞（福本）（Ｓ　９３文教）
立教が懐かしくて、イルミネーションを見に
行きましたが、昔いた場所って、小さく見える
んですね。

阿部　ゆう子（塚田）（Ａ　９８文基）
いつもご連絡ありがとうございます。昨年末
に次男が誕生し、あわただしい毎日を過ごして
います。

矢内　祐介　（Ｔ　９８文史）
最近は、チャペル会衆として、月に１～２回
程、主日礼拝に参加しています。一時、体調を崩
しましたが、元気を取り戻して、がんばっており
ます。

細川　澄子（久保田）（Ｓ　９９文基）
ご連絡ありがとうございます。ご盛会をお祈
りしています。

宮崎　幹子（飯塚）（Ｓ　０３国際比較法）
当日は予定が入ってしまっており、参加でき
ず本当に残念です。素晴らしコンサートと懇親
会になりますこと、心からお祈り申し上げてお
ります。

山田　亜弥（佐藤）（Ｓ　０４法法）
昨年９月に結婚し、佐藤から山田になりまし
た。なかなか東京に行けず、今回も欠席で申し
訳ありません。新居は、日本海と信濃川のすぐ
そばです。ぜひ遊びに来てください。

村島　彩香　（Ｓ　０５文日）
今回は残念ながら、コンサートに参加するこ
とができませんが、ご成功をお祈り致しており
ます。秋には、是非、参加させて頂きたいと
思っています。

矢島　優里　（Ｓ　０５理化）
コンサート・懇親会、毎年楽しみにしており
ます。相変わらず、携帯電話の開発・仕様検討の
仕事に関わっています。もう５年目です。今年は
仕事の都合と、資格試験のチャレンジもあり、
コンサート関連への一緒の参加は難しいです
が、都合つく限り、顔はお見せしたいと思って
おります。

伊東　珠加（石川）（Ａ　０６国際比較法）
５月９日、立教学院諸聖徒礼拝堂において、
結婚式を挙げました。当日はＯＢＯＧの有志の
方がたに奉唱いただき、感動的なひと時となり
ました。あらためて、聖歌隊のメンバーでいら
れたこと、多くの素敵な出逢いがあったことに
あったことに、感謝しております。今後とも、宜
しくお願いいたします。

山木　肖嗣　（Ｂ　０６文基）
特に変わりなく、沖縄にて働いております。
お立ち寄りの際は、ご連絡ください。

神田　芙貴　（Ｓ　０７文基）
仕事が欲しいです。

長谷　緑　（Ａ　０７文史）
今回は残念ながら出席できませんが、会の成
功をお祈りしております。

荒井　宏輔　（Ｔ　１０法法）
配属が北関東になりましたので、まだしばら
く実家にいることとなりました。 

以上、総会及び懇親会の出欠葉書にお寄せ頂い
たメッセージ、近況報告などをご紹介致しまし
た。
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