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立教学院諸聖徒礼拝堂聖歌隊 OB・OG 会

立教学院諸生徒礼拝堂聖歌隊

会長 植野 幸和

主の平和

隊長 スコット・ショウ

先日、6 月 30 日、新座キャンパ

立教学院諸聖徒

礼拝堂聖歌隊 OB・OG 会の皆さま

スで行われたチャペルコンサート

におかれましては、お元気でご活躍

は不便な場所にもかかわらず、450

のことと存じます。

人という熱狂的な人々が集まり、
コンサート後に開かれた OB・OG

今年のレインボーコンサートは、
6 月 30 日、立教大学新座キャンパ

会総会や懇親会と同様、成功に終わ

ス聖パウロ礼拝堂において、今夏その役目を終えるヴァル

りました。

カーオルガンの感謝記念を兼ねて、多数の立見も出る大盛

最近、立教では楽しみな事が起こっています。やっとチ

況の中で開催されました。第一部はヘンデルのオルガンコ

ャペル会館の建築が始まりました。2 つの大きなリハーサ

ンチェルトに始まり、その後 16 世紀から 21 世紀にわたる

ル室があるだけでなく、聖歌隊の部室として、広い部屋が

多彩なプログラムが新入生も交えて演奏され、第二部は

与えられます。それに加え、2 台の新しいパイプオルガン

OB・OG も加わり、シューベルトのミサ曲、モーツアルト

が製作中で、池袋には来年春、新座には来年末に設置予定

のテ・デウム、アンコールはヘンデルの「司祭ザドク」で

です。新チャペル会館と新しいオルガンが完成すると、立

締め括りました。

教大学は超一流の宗教音楽練習、かつ演奏の場となります。

レインボーコンサートに引き続き、新座キャンパス内の

将来は明るい！

太刀川記念交流会館に場所を移して、OB・OG 会総会と現

ご存じのように、今年の新入生の勧誘は例外的に大成功

役・OB・OG 懇親会を開催、こちらも 103 名という過去

で、一年生から 4 年生を含めると約 65 名です。その為、

最高の参加者を得て、大盛会のうちに終了しました。

新しい聖歌隊グループ――女声聖歌隊と現在呼んでいま

この秋には、レクイエム奉唱会が予定されています。今

すが――は一年生女性 7 名と上級生 7 名で編成されていま

年は、Duncan Druce による改訂版モーツアルトのレクイ

す。面白い事にカウンターテナーが 3 名いるので、混声聖

エムの奉唱を目指しており、また、新チャペル会館に移設

歌隊とはまた違った音色が生まれます。このグループもレ

が予定されているベッケラートオルガンによる最後のレ

クイエム奉唱会に参加するので、是非応援して下さい。

クイエム奉唱であり、多くの OB・OG 諸兄姉の方々の参

最後に、OB・OG 会の皆様の絶え間ないサポートに感謝

加を期待しています。

しています。皆様のおかげで私たちはこうして成り立って

繰り返しになりますが、レインボーコンサートもレクイ

いるのですから！

エム奉唱会も、毎年概ね決まった時期に開催されています。
OB・OG 諸兄姉の年間スケジュールの中に、是非、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。
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2011 年度現役活動報告

2012 年度現役活動報告と計画

2月

3月

5,7,10,15,
18,22 日

24 日-3 月 11 日

Winter Training

6-12 日
15,22,29 日

英国教会音楽研修

前期活動開始
4月

24 日

5月

9日

6月

4月

イースター礼拝

春合宿
SpringTraining

23 日

卒業礼拝

24 日

大学院学位授与式

ランチタイムコンサート

18 日

レインボーコンサート

4,5 日
8日

創立記念礼拝

10 日

30-31 日

Winter Training

前期活動開始

5月

OB・OG 総会
7月

1,2 日

6月

イースター礼拝

23 日

ランチタイムコンサート

2,3 日

新歓ハイク（千葉県岩井海岸）

9日

Summer Training Ⅰ

入学式

創立記念礼拝

27 日

ペンテコステ礼拝

30 日

チャペルコンサート
OB・OG 総会

8月

後期活動開始
9月

2-3 日
4日
6-12 日

10 月

1,2 日

後期活動開始
Summer Training Ⅱ

9月

レクイエム奉唱会練習開始

4-10 日

夏合宿（群馬県片品村）

24 日

入隊式

29 日

逝去者記念礼拝

1日

14-16 日

10 月

12 月

1月

5日

Summer TrainingⅡ
混成聖歌隊夏合宿（群馬県片品村）
女声聖歌隊夏合宿（新座キャンパス）

22 日

入隊式

27 日

逝去者記念礼拝

レクイエム奉唱会
11 月

Summer TrainingⅠ

レクイエム奉唱会

チャリティーコンサート

12 月

3日

ウィリアムズ主教記念礼拝

（横浜みなとみらいホール）

14 日

メサイア演奏会

2日

ウィリアムズ主教記念礼拝

22 日

Lessons & Carols

7日

メサイア演奏会

24 日

大晩祷、キャロリング、深夜ミサ

17 日

Lessons & Carols

25 日

降誕日ミサ

24 日

大晩祷、キャロリング、深夜ミサ

23 日

後期活動終了、スタッフ交代

22 日

後期活動終了、スタッフ交代

1月
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2012 年度前期現役活動報告

新入生を迎えた新体制での活動の第一歩として大きな意
味を持つとともに、女声聖歌隊の発足に伴う活動の広がり

2012 年度聖歌隊代表

を感じられるものとなりました。6 月には、聖歌隊 OB・

長谷川 俊

（理学部生命理学科

3 年）

OG と新入生とともにチャペルコンサートに出演し、無事
コンサートを終えることができました。

1 月に、スタッフの仕事の引継ぎを終えて、12 名のスタ

前期の活動もあとわずかとなりました。この後には、夏

ッフの運営のもと、2012 年の聖歌隊の活動が開始しまし

合宿、入隊式、レクイエム奉唱会、メサイア演奏会、クリ

た。

スマス礼拝などの大きなイベントがあります。また、来年

春合宿では、聖歌隊長であるスコット・ショウ先生のご

には英国教会音楽研修を予定しており、英国での研修のな

指導のもと、歌詞や曲のもつテーマを伝える、歌によるコ

かで貴重な経験と学びを得ることで、隊員一人一人が技術

ミュニケーションを目指した練習を行い、合宿の終盤には

的に、また精神的に成長すると確信しています。

館山聖アンデレ教会で礼拝奉仕をしました。普段とは異な

今年度も聖歌隊長はスコット・ショウ先生が務めてくだ

る環境のなかで寝食を共にしながら練習に集中する日々

さり、顧問チャプレンは今年度から金大原チャプレンが務

を過ごすなかで、聖歌隊のミッションを再認識するととも

めてくださいます。多くの新入生を迎え、さらに活気を増

に、隊員同士のつながりを強めることができたと思います。

したこのグループで、先生方のご指導のもと日々の活動に

4 月に前期の活動が始まり、4 月 8 日にはイースター礼

精一杯取り組んでいきたいと思いますので、今後ともご支

拝で奉仕しました。今年の新歓活動はイースター礼拝の準

援のほどよろしくお願い致します。

備と同時進行で行う忙しいものでしたが、男性 6 名、女性
14 名の、計 20 名の仮入隊者を迎えることができました。
それにともない、今年度は混声合唱における男女の声のバ
ランスを考え、新メンバーの女性 7 名を中心とする女声聖
歌隊を組織しました。
5 月からは、新メンバーも共に礼拝奉仕をはじめ、27 日
のペンテコステでは、混声聖歌隊と女声聖歌隊がそれぞれ
一曲ずつアンセムを歌いました。大きな礼拝での奉仕は、
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英国教会音楽研修の価値

する理解を深めるでしょう。

2012 年度聖歌隊英国教会音楽研修実行委員長

今回は「礼拝への理解」と「歌唱技術」という二点の向

三谷 聡一郎

上をめざし、各々が目的意識を持って研修を送ることとな

（法学部法学科

2 年）

ります。
上述しましたように、英国研修は礼拝に対する理解と歌

現在、私たち実行委員は来春に予定している英国研修に

唱技術の両者を飛躍的に向上させることができますが、こ

向けて話し合いを重ねています。数年ごとに英国で行われ

れらが生かされなくては行く意味がなくなってしまいま

るこの研修は多くの目的を持って開催されており、過去の

す。重要なのは、現地へ行き、帰国後この研修で得たもの

研修において聖歌隊はもちろん、隊員個人も多くの実りを

をどう生かしていくのか、また、現地で感じ、学んだこと

得てきました。

をこれからの奉唱にどう生かしていけるのかだと私たち

今回英国研修を開催するにあたって、私たちが特に力を

は考えており、立教学院や会衆の方々、OB・OG の皆様な

入れたいと考えているのは礼拝に対する理解の向上です。

ど日ごろ応援、ご支援いただいております方々へ、今回の

みなさんご存知の通り、立教学院諸聖徒礼拝堂聖歌隊は音

経験を奉唱という形でもって還元できるよう全員で一致

楽を専門とはしていない学生によって構成されています

団結して研修に向かう所存です。

が、様々な方のご指導、ご支援を受けて奉唱の質向上を図

最後に、今回の研修は聖歌隊隊員だけで 50 人にも及ぶ

っています。しかし、学生である以上学業との両立が必須

渡航人数となる異例の大所帯となっています。本年度に約

であり、限られた時間の中で聖歌隊として行動しなければ

20 人もの新入生が仮入隊をしてくれたおかげであり、喜ば

なりません。その結果、歌を歌うことで礼拝奉仕をする隊

しいことですが、早急な歌唱技術の研鑽など、聖歌隊とし

員は歌唱という点を重要視し、日々参加している礼拝の意

て、また英国研修としても多くの問題を持つ試練の年と言

味とは何か、教会の働きとはどのようなものなのか、とい

えるでしょう。ですが逆に考えると、来年度以降に奉唱の

った礼拝奉仕をするにあたっての基本的なことが疎かに

中核となる隊員が、英国研修を通して技術を向上させるこ

なってしまいがちです。礼拝への理解の浅さは、礼拝奉仕

とによって、より厚みのある聖歌隊を目指せるということ

に対する質の向上を阻害し、歌唱にも影響を与えるという

でもあります。困難の中ではありますが、一同、更に質の

点で聖歌隊にとって改善すべき問題です。私たちには礼拝

高い奉唱を通し、皆様に研修の成果を還元できればと思い、

に「聖歌隊」として参加する者として、更なる奉唱の質向

研修に臨んで参りますので、皆様におかれましては変わら

上を目指すためにも、一度、聖歌隊や礼拝について考える

ぬご指導、ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

時間が必要であり、その機会、また手段として最も効果的
なのが英国での研修ではないか、と私たちは考えています。
聖公会発祥の地である英国での伝統的な礼拝に参加する
ことは、礼拝に対する理解への意欲をわかせるとともに、
礼拝について考える良い機会となるでしょう。
また今回の研修では、現地の教会やカレッジの聖歌隊指
導者から実際に指導を受けるとともに、現地でのコンサー
ト、普段礼拝で奉唱している作曲家ゆかりの地の訪問など
も予定しており、歌唱に対しても意欲や技術の向上を目的
として活動します。現地の礼拝で生の音を聴き、作品の時
代背景を学ぶといった経験は、歌い方の幅を広げ、曲に対
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聖歌隊ベスト盤販売のお知らせ

詳細

６月に行われました OB・OG 総会の場ではお知らせい

○販売 CD

７曲程度を収録したベスト盤数種類

たしましたが、今回聖歌隊では遂に今までの曲をまとめベ

クリスマス ver. 等

スト盤を制作し、OB・OG の皆様がいつでも購入できる体

（詳細は決まり次第、聖歌隊 HP 等で告知致します）

制を整えることとなりました。
CD の収益は聖歌隊が来春に予定しております英国教会

○販売価格

音楽研修の費用として使われます。聖歌隊の音楽を楽しむ

１枚８００円
（数種買って頂いた方には割引致します）

と共に、ご支援頂けると幸いです。
CD 制作は夏以降ですので、販売は後期となります。

※販売価格につきましては送料等は含まれておりません、
郵送での受け渡しの場合、郵送料は購入者様に負担して

詳細は今後また決まり次第 HP 等でご連絡致します、ま

頂きます、ご了承下さい。

た何かございましたら気軽にご連絡下さい。
皆様のご連絡をお待ちしております。

○購入方法
対面販売：SPF、チャペルバザー、各種コンサート時

2012 年度英国教会音楽研修実行委員会

それ以外：下記の英国研修委員会の代表にご連絡くださ
い。CD のお渡し、お支払いの方法についてご

販売責任者

2012 年度英国教会音楽研修実行委員長

相談させて頂きます。

三谷聡一郎



11ea456m@rikkyo.ac.jp

（撮影者：一條加奈）
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聖歌隊 OB・OG 会

総会・懇親会

～2012 年 6 月 30 日（土）～
[参加した OB・OG からのメッセージ]

杉山明伸（’82 卒）

近藤英幸（'08 卒）

昨年 4 月、福祉学科の教員として 30 年ぶりで立教に戻

OB・OG 総会に参加したのは 4 年ぶりでしょうか。前回

って来ることができた。ただし、新座キャンパスでは後輩

参加したときの新入生は、もう OB・OG になっているの

の歌声を聞く機会はなく、卒後、聖歌隊行事に殆ど参加し

ですね。

ていなかった失礼を顧みず、大いに欲求不満に陥っていた。

今回コンサートが行われた新座チャペルは数年ぶりに

今回、池袋のチャペ館改修により、奉唱会は聖パウロ礼

訪れました。お恥ずかしながら、新座キャンパスには、現

拝堂で開催された。ホームから離れた会場だが開始時間前

役時代に聖歌隊やクリスマス実行委員会の活動で何度か

には既に空席はなく、立見のスペースを広げようと、急遽、

足を運んだ程度。たくさんの人で埋め尽くされたチャペル

机等を運び出すほどだった。現在の聖歌隊が得ている評判

を見たときは、驚くと同時に嬉しい気持ちにもなりました。

を思い知らされた。そして、期待に違わぬ堂々たる演奏。

コンサートは現役の時に歌った懐かしい曲がいくつか

在学当時、オケもソロも学生が担い、“ご愛嬌”も付きも

プログラムに入っており、聴きながら学生時代を思い出し

のだったなどという懐旧の念は吹っ飛んだ。大いに進化し、

ました。メロディと共に当時の様子が目の前に広がり、気

私が知っている聖歌隊とは別物と実感した。懇親会で

づくと一緒に口ずさんでいました。

『How goodly』を共に歌い、ようやく故郷に戻ってきた思

コンサート後の総会には、達成感にあふれた現役の顔と、
それを見守る OB・OG の笑顔がありました。4 年ぶりに参

いになった。
現在、立教では陸前高田市と支援協定を結ぶなど全学で

加する私に、よく知る OB・OG の方や先生方が以前と変

震災復興支援に取り組んでいる。岩手といえば、BSA と折

わらぬ様子で声をかけてくださり、聖歌を共に歌い、とて

壁・聖ナタナエル教会を訪ねたことを思い出す。今回、隊

も楽しい時間を過ごすことができました。

員がどのような活動に従事しているかの紹介はなかった

どれほど月日が流れてもアンセムは歌い継がれ、同じ曲を

が、いずれ、ご報告をいただけるものと期待している。

違う世代の人と共有できる。これは何十年も続く聖歌隊な
らではの体験だと思います。この素晴らしい体験を後輩に
伝えるためにも、自分も歌い続けなければと改めて思いま
した。これからは、できる限り歌いに来ようと思います。

懇親会の様子（撮影者：角田寿瑞子）
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（撮影者：角田寿瑞子）
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OB・OG 会会計報告 （2011 年度）

（収 入 の 部）

役員会会計担当

前年度からの繰越金

（収入の部）
1.

年会費・賛助金

2011 年度の年会費、賛助金は 2011 年 3 月 31 日まで

（年会費 ：148 名

206,000 円

に入金があったものです。

（賛助金 ： 75 名

401,000 円

年会費

148 名

206,000 円

賛助金

75 名

401,000 円

合計

2.

合

2.

計

771,397 円

（支 出 の 部）

607,000 円

レクイエム奉唱援助金

100,000 円

のご支援をいただきました。昨年に比べて金額で

レインボーコンサート援助金

100,000 円

336,000 円と大幅に増えておりますが昨年度に送金

レインボーコンサート郵送代

87,957 円

をされなかった方からの分も入っております。

レインボーコンサート文具代

16,202 円

年会費と賛助金のご協力者のご芳名は、別掲のとおり

会報作成代

47,420 円

です。

懇親会費用補填

45,000 円

ホームページ関連費

41,286 円

通信費

27,620 円

レインボーコンサートの援助金として 100,000 円を、

文具費

26,699 円

懇親会の案内などに関する経費として郵送代 87,957

印刷費

8,649 円

円、文具代 16,202 円を支出いたしました。また懇親

振込手数料

6,090 円

会費用の現役隊員分の補助が 45,000 円となっており

墓地管理費

1,000 円

ます。

次年度への繰越金

（支出の部）
1.

164,397 円

2011 年秋のレクイエム奉唱会では、オーケストラへ

合

263,474 円
計

771,397 円

の謝礼金として 100,000 円ｓを支出いたしました。
ホームページの通信費及びドメイン使用料として
総 会 懇 親 会 会 計

41,286 円支出いたしました。
3.

（収 入 の 部）

ブランスタッド隊長の小平霊園墓地管理料として東

OB・OG 31 名分

京教区へ年額 1,000 円を支出いたしました。

155,000 円

卒業 3 年内 20 名分

60,000 円

スコット・ショウ夫妻

10,000 円

一般会計より補填

45,000 円

合

計

270,000 円

（支 出 の 部）
山小屋
合

5 月に取り壊された旧チャペル会館（撮影者：近藤孝幸）
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計
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賛助金協力者ご芳名（2011 年度）

年会費納入者ご芳名（2011 年度）
（敬称略）

（敬称略）

〔１９４０年代〕

〔１９３０年代〕

佐々木弘道

高木邦子

（1 名）

〔１９５０年代〕

（1 名）

〔１９４０年代〕

工藤俊雄

橋本圭子

安永和夫

古谷倹次

玉野克子

廣田淳一

池田健一

鈴木侊子

大山省三

松野裕子

寺本睦夫

関武矩

笹部久美子

今井和道

野田敏子

〔１９５０年代〕

佐藤満寿

工藤俊雄

今井佐禧子
哉

青木瑞恵

佐藤健二郎

坂本敬

佐々木弘道

小川春乃 （21 名）

鵜川馨

（1 名）

掛川祐司
古谷倹次

鈴木侊子
〔１９６０年代〕
成田弘子

中川直美

檀上仁江

加藤清二

竜崎嘉明

谷市三

滝口俊子
岩川武彦

小沢洋子
鳥井祥子

糟谷證

宮谷仁太郎

古市欣生
福代亮三

糟谷愛
宮谷祥子

田中桂子 内田研吾

小野翠
橋本圭子

芦沢順

栗岩和彦

西章

河野礼子

伊藤三千子

大西礼子

青山尚徳

青山博子

相澤牧人

山田正子

大西信一

荒牧節子

植野幸和

徳住光則

伊藤正人

伊藤弥寿世

須藤茂

阿部智子 鈴木雅美

玉野克子

大山省三
板橋志津子

今井佐禧子

関本実

坂本敬

鴻輝夫

橋本圭子

廣田淳一

池田健一

松野裕子

笹部久美子

小出道也

寺本睦夫

今井和道

成田弘子

佐藤満寿哉

関武矩

野田敏子

青木瑞恵
小川春乃

佐藤健二郎
（28 名）

〔１９６０年代〕

（25 名）

中川直美

小沢洋子

小野翠

古市欣生

矢部勲弘

大澤祐二

河合玲子

檀上仁江

福代亮三

加藤清二

鳥井祥子

杉山榮一

杉山百合子

成田弘子

橋本圭子

高木愼二

西宇明男

高木邦子

竜崎嘉明

徳武希美枝

高橋芙木

内田幸子

糟谷證

長田睦子

栗岩和彦

滝口俊子

〔１９７０年代〕
植野さなえ

安永和夫

（18 名）

西章

小笹絢

鶴岡道子

高橋委作

糟谷愛

宮谷仁太郎

河野礼子

田中桂子

谷市三

宮谷祥子

菊池滋子

内田研吾

芦沢順
天野克彦

岩川武彦

伊藤三千子

（39 名）

〔１９８０年代〕
齊藤敦子

廣瀬幹郎 相浦智

東夏子

（4 名）

〔１９７０年代〕

〔１９９０年代〕
長塚望

斉藤聡 森山弦人

森山友恵

（4 名）

山田正子

根岸恵子

植野さなえ

高木愼二

相澤牧人

大西信一

徳武希美枝
渋澤博子

徳住光則

〔２０００年代〕

梶ヶ谷淑子

近藤英幸

阿部智子

町田遼介 （2 名）

吉田久美

荒牧節子

植野幸和

伊藤正人

志村純一
佐々義子

大西礼子

増井眞理子

須藤恵子

榎本ひろ美

伊藤弥寿世
安田裕子

青山尚徳

小林悦子
伊藤勉

長田睦子

鈴木雅美

須藤茂

田澤利之

（30 名）
合計

75 名

401,000 円
〔１９８０年代〕
高島なお子
菊池典子
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藤岡比左志

渡辺順子

齊藤敦子 廣瀬幹郎 佐藤美子

小野信明

相浦猛

内田幸子
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東夏子

（11 名）
OB・OG 会事務局からのお願い
～住所が変わったらお知らせください～

〔１９９０年代〕
鈴木優子

三井美樹

善木洋子

高橋由佳

横田麻子

落合真由美

亀山京子

古谷秀子 細川澄子

森山友恵

（16 名）

鍋島博美
武藤早苗

斉藤聡

松岡恵子
長塚望

毎号確実に本会報をお手元にお送りするため、住所変更の際は
事務局まで新しい住所をお知らせください。

森山弦人

事務局：info@rikkyo-choir-alumni.com
（会費・賛助金振込用紙の連絡網にご記入いただいても結構で

〔２０００年代〕
平瀬寿美

宮崎幹子 岡本領

伊東珠加
日置春海

渡邊麻美

山崎愛子

宮本留衣

す。よろしくお願いたします）

岡本絵美

近藤英幸

木村公優

石原絵美 （12 名）

〔２０１０年代〕
近藤華実

小野晴香

吉田さくら

中村遼

高橋良之 大河原麻菜美 河崎宏貴
金指もと子

中村芽生

町田遼介

（10 名）

合計

148 名

206,000 円

（撮影者：内田研吾）
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OB・OG からのメッセージ

５０人余の子供と４０人の老人（ケアハウス）と暮らして
おります。

OB・OG 会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す。

小笠原 汎 （Ｔ ５６文英）
脳梗塞のため自宅療養中です。参加希望でも、歩行難の

〔名誉会員〕
村上 達夫

ため欠席です！ 皆様によろしく！

チャプレン

ご盛会を遙かにお祈りいたします。

大山 省三 （Ｔ ５７経済）
当日は、１３時～２０時まで、所属する合唱団の定演に

広田 勝一

チャプレン

向けての強化練習で、残念ながら欠席させていただきます。

記念となるコンサートの上に、主の導きと祝福をお祈り

皆さまによろしくお伝えください。

いたします。
寺本 睦夫 （Ｂ ５７文基）
柳 時京

チャプレン

北海道では恐らく初めてらしい、バッハのロ短調ミサ曲

Rainbow Concert の開催おめでとうございます。

全曲演奏会（４月２２日）に最高齢者（８２歳）として参

今年は、ソウル大聖堂の祝聖記念礼拝（Mass）で、Choir

加、本番に備え猛練習中です。

の一員となり、Victoria のミサ曲を歌わせて頂きました。

オケは関西のテレマン室内オケ、Ｓは幸田浩子です。

歌えるということ！ しかも Choir として Harmony を
作り、神に献げ、人々に幸せを伝え、喜ばれるということ！

松野 裕子（遠藤） （５７文英）

何と素晴らしいことでしょう。

いつもご連絡頂き有難うございます。聖歌隊の活動のご
様子を、嬉しく拝読致しております。

高橋 秀

カウンセラー

ご盛会をお祈りしております。

ご案内ありがとうございました。
おかげさまで私は元気ですが、今年の初め頃から、おつ

今井 和道 （Ｏ ５８文英）

む（脳）の老化が始まったようです。

５５年前のチャペルの賑わいが思い出されます。会館や

５月１２日新座立教の聖パウロ礼拝堂とオルガンの設
置を記念する感謝礼拝とコンサートに行って参りました。

オルガン等々、新しくなることで、新しい賑わいを期待し
ています。

もしも今度の聖歌隊の諸会合が日程上先行していれば、こ
ちらに出席（あちらは欠席）したのにと、大変残念に思い

沈滞していくクラシック音楽も何とかならないか！と
思います。

ます。どうぞ良い会になりますようにお祈り致します。
機会がありましたら、どうぞ拙宅をお訪ねください。

今井 佐禧子（小林） （Ａ ５８文社）
脳梗塞の主人を置いて、遠出は出来なくなりました。残

松平 頼暁

カウンセラー

念ですが、今回は、失礼致します。

ご盛会をお祈りします。
関本 実 （Ｔ ５８経済）
〔一般会員〕

残念ながら体調不全。盛会を祈ります。

福澤 道夫（古木）
（５１文英）
社会福祉法人・葛飾学園のチャプレンをしています。１

高野 晃一 （５８文英）
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いつも聖歌隊や OB・OG 会の案内を有難うございます。

成田 弘子（平野） （６０文心）

私も数年のつもりで英国に来ましたが、今年の夏で１０年
に入ります。幸い、年齢並みに年は取りましたが、毎日元

多忙なスケジュールの中で、充実した生活を送っていま
す。

気にしております。

皆様のために祈ります。✝神に感謝。

この辺りは英国でも緑の美しい所として知られ、今は一
面水仙が道端に群れをなして咲いています。これから新緑

古市 欣生 （６０経済）

の美しい季節で、今月下旬には森の中はブルーベルの花が

お蔭様で健康に過ごさせて戴いております。

咲きます。

所沢市でウォーキングの会を主宰しており、その関係で、

今は英国でも衛星放送でＮＨＫのテレビを見られるの

土、日は用事が入っています。

で、東日本大震災のことも、その後のことも毎日ニュース
で見ています。

同年代が元気な内に参加したいと思っていますが、今回
は欠席させていただきます。

今年も、会には出られませんが、皆さんにはよろしくお
伝えください。

矢部 勲弘 （６０経済）
株式会社インデックスで常勤監査役をしています。皆さ

青木 瑞恵（竹之内） （Ａ ５９文英）

まによろしく。

大変残念ですが、今回は失礼させて頂きます。少し遠方
なので、用心致しますが、プログラムを拝見し、拝聴出来

杉山 榮一 （Ｂ ６１経営）

ないのを、とても惜しく感じております。盛会であります

杉山 百合子（上田） （Ａ ６１文英）

よう。皆様に宜敷くお伝えくださいませ。

ご盛会をお祈り申し上げます。
ブランスタッド先生の記念会で、お元気な先輩諸兄姉に

佐藤 健二郎 （５９経済）

お目にかかり、良い時間を過ごさせて頂きました。

今年もコンサートを楽しみにしていましたが、予定が入り

皆様のご活躍を祈り上げます。

出席できません。残念なことです。
年齢相応に医者と薬の世話になりながら、それでも元気に

鳥井 祥子（土井） （６１文心）

毎日を過ごしています。

せっかくのお誘いですが、今回は休ませていただきます。

祈・盛会を！ そして平穏な一年を！

スケジュールが老体には少しきついです。色々準備してく

皆様によろしくお伝えください。

ださった方々、ご苦労様です。
すばらしいコンサートと会が開かれますように！

佐藤 満寿哉 （Ｔ ５９文英）
残念ながら体調不良のため欠席させていただきます。

福代 亮三 （Ｂ ６１経済）

コンサート、総会、懇親会の盛会を、心から願っており
ます。

昨年末から今年初めにかけて、癌の手術を二回行いまし
たが、元気です。
今年もレインボーコンサートのステージに立つつもり

中川 直美（藤田） （６０文英）

です。

おかげさまで、年齢相応に元気でいます。
私を思い出してくださる方がいらしたら、どうぞ「よろ

橋本 圭子（今村） （Ａ ６２文心）

しく、お元気で」とお伝えください。

元気にしています。御盛会御発展を祈ります。
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長谷川 淳子（岡） （Ｓ ６２文心）

一緒に歌いたい気持ちに体がついていけません。自宅で

参加できず残念ですが、御盛会を祈ります。

ゆったりと過ごすことが多く、暖かくなったら、練馬の緑
の中を散歩したいと思っています。

糟谷 證 （Ｂ ６３理物）

ご活躍とご奉仕の故にお祈りしています。

糟谷 愛（植松） （Ａ ６３文心）
残念ながら欠席ですが、ご盛会を祈っています。

大塚 万紀子（黒部） （Ａ ６６文英）
いつも失礼ばかりで、本当に申し訳ございません。

高木 邦子（和気） （Ｓ ６３社社）

楽しい企画に、是非、参加いたしたいのに残念です。

送っていただく会報で、先輩、後輩の方々のメッセージ
に、現役時代を懐かしく思い出しております。

菊地 滋子（松本） （Ａ ６７文史）

地元の女声合唱団、都内の混声合唱団で歌える幸せを感

ご連絡ありがとうございます。

謝しつつ……。

ご盛会をお祈りしております。

ご盛会をお祈りしております。
伊藤 三千子（黒田） （Ａ ６９文英）
高橋 委作 （６３文心）

毎年ご案内頂き、有難うございます。

高橋 芙木（稲垣） （６３文史）

御盛会を御祈りいたしております。

ご通知ありがとうございました。
残念ながら欠席させていただきますが、ご盛会をお祈り

相澤 牧人 （Ｂ ７０文史）

いたしております。どうぞ、皆様、お身体お大切になさっ
てくださいませ。

今年５月に行われた日本聖公会の総会で、さらに２年間、
総主事の任をするようにと指名されました。
宣教協議会や世界聖公会協議会開催、また原子力発電所

滝口 俊子（三浦） （６３文心）

や放射線被曝の問題などなど、日本聖公会という教会の課

放送大学の名誉教授になりました。

題があります。そして「教会」が声を出し、伝えていかな

立教学院の評議員をしています。

ければならないことでしょう。

聖歌隊のご活躍を心から期待しています。

その働きを祈りのうちに、祈りと共に担ってくだされば
と思います。いのちを大切にする世界の構築のために。

天野 克彦 （６４文基）
いつも、ご丁寧にご連絡、ありがとうございます。

青山 尚徳 （Ｔ ７０理物）

私は今は、主日礼拝で聖歌を歌うくらいです。大学で週

青山 博子（平林） （Ａ ７０文英）

２コマの授業の非常勤講師を続けております。

御案内ありがとうございます。

語り（ストーリーテリング）は、ギリシア神話、アナトー
ル・フランス等、大人対象で語っております。

根岸 恵子（吉野） （Ｓ ７０文基）
私は元気デース。今年１月に、名実共におばあさんに（孫

小笹 絢（南部） （Ｓ ６５文英）

１名誕生）なりました！

教会音楽を歌って、元気にしております。

河野 礼子（壱岐） （Ａ ６５文心）
いつも、ご連絡ありがとうございます。

うばざくらＫｅｉｋｏより

伊藤 正人 （Ｂ ７４文仏）
伊藤 弥寿世（若林） （Ｓ ７６文仏）
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毎年のご連絡、本当に有難うございます。いつも何のお

新座キャンパスには行ったことがありませんので楽し

役にも立てませず、申し訳ありません。この度もまた諸事

みにしていましたが、予定が入っていたことに後から気づ

情により残念ながら欠席いたしますが、ご盛会を心よりお

きました。残念です。

祈りいたしております。

盛会でありますように。
仕事は忙しいです。ありがたいことだと思っています。

渋澤 博子（高田） （Ｓ ７４文基）

秋にはうかがえるとよいのですが。

ご盛会をお祈り致します。
田澤 利之 （Ｂ ７９法法）
高木 慎二 （Ｂ ７４経済）

お陰さまで、元気にやっております。

定年２年目。フルタイムで、再任用で働いております。
もう少しやっていたいなと思います。

チャペル会館取りこわしの礼拝には出られませんでし
たが、何だか寂しい感じです。思い出がいっぱいつまって
います。新しい時代が始まるのですね。

榎本 ひろ美（中山） （Ｓ ７５文英）

コンサート・懇親会のご盛会を祈ります。

4 月から地域の合唱サークルに入り、月２回声を出して
います。

谷井 浩 （Ｂ ７９法法）
谷井 悦子（川口） （Ｓ ８０文日）

梶ヶ谷 淑子（山本） （Ｓ ７５文英）

浩：腰痛。悦子：元気。

ご無沙汰しています。今年はまだ現役で仕事をしており、
土曜日がなかなか休めない状況です。

高島 なお子（安達） （Ｓ ８０文日）

とても残念ですが、今回も失礼させていただきます。

昨年、長女が結婚し、親の介護等、それなりに忙しい生
活を送っております。

西山 光子 （Ａ ７５文日）
予定が入っており、参加できません。ご盛会をお祈りし

小島 真理子（坂内） （Ａ ８１社社）

ております。

毎年、ご連絡くださいまして、ありがとうございます。
今回も、皆様にとりまして、心あたたまる楽しいひと時

今井 めぐみ（原） （Ｓ ７６文仏）

となります様に。

また住所が変わりました。また多摩川のリバーサイドで
す。住みごこちいいです。

末廣 禎一郎 （Ｂ ８５文仏）
末廣 里夏（高橋） （Ａ ８５文英）

阿部 智子（三保谷） （Ａ ７７文史）

禎一郎は、この春から大阪に単身赴任しております。

パイプオルガンが２台、新しく設置されるというニュー

また、里夏は、翌日が所属合唱団（東京バロック・スコ

ス、驚いております。より充実した音楽環境の中に身を置

ラーズ）のマタイ受難曲演奏会本番のため、残念ながら欠

いて学べるのは、立教大学ならではと胸を張っていえます。

席させていただきます。

さまざまな貴重な体験をして世界に羽ばたいてほしいと

ご盛会をお祈りしております。

思います。
小栗 献 （Ｂ ８６文独）
鈴木 雅美（西成） （Ａ ７９文日）
いつもお知らせありがとうございます。

先日、二十数年ぶりにクワイアルームを訪れ、楽しかっ
た学生時代を想い出しました。
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学生の皆さんの毎日が、充実したものであるように祈り

今年も参加出来ず残念です。

ます。

ご盛会をお祈り致します。

川原 泰明 （Ｂ ８６文史）

伊東 珠加（石川） （Ａ ０６国際比較法）

会の盛況をお祈り申し上げます。

５月上旬に第１子出産予定です。
ご盛会をお祈りしております。

窪田 恵理子 （Ａ ９１文基）
いつもご連絡ありがとうございます。

村上 千尋 （Ｓ ０７文仏）

コンサート、新座キャンパスで行われるとのこと、行っ
てみたいですね。

社会人４年目にして、運転免許を取得しようと教習所に
入りました。そんな訳で今回のコンサートは、お休みしま

お忙しいと思いますが、皆様のご健康と、会のご盛況を

すね。

お祈り申し上げます。
近藤 英幸 （Ｂ ０８理化）
高橋 瑞（福本） （Ｓ ９３文教）

近藤 朋子（小松原） （Ａ ０８法法）

みんな元気かなあ、と思いつつ、ＯＧ会に出る勇気があ

ご無沙汰しています。皆様お元気でしょうか。

りません。

私事で恐縮ですが、本年２月に結婚致しました。新しい
生活が落ち着いてきたら、また歌いに行きたいと思います。

古谷 秀子 （Ａ ９８文基）

これからもよろしくお願い致します。

いつもご案内ありがとうございます。
残念ながら出席できませんが、ご盛会をお祈り申し上げ

木村 公優 （Ｂ ０９文日）

ます。

昨年度、論文「エドワード・ガントレットの言語観」を
書き、修士課程を修了しました。

森本 花 （Ｓ ０２文基）

本年度からは大学職員として働いていますが、初代隊長

コンサートのご成功をお祈りしています。

のガントレット先生、ならびにその頃の聖歌隊に関する資
料は、引き続き蒐集していくつもりです。何か情報をお持

宮崎 幹子（飯塚） （Ｓ ０３国際比較法）

ちの方は、木村（zenigataheijitorimonohikae@gmail.com）

参加できず、とても残念です。

までご連絡ください。

コンサートのご成功を、お祈り申し上げております。
齋藤 瑞穂 （Ｓ ０９国際比較法）
６月３０日のコンサートは 1 年ぶりの参加ということで、

山崎 愛子（片岡） （Ａ ０３ｺﾐｭﾆﾃｨ福祉）
今回こそ参加したかったのですが、仕事が入ってしまい、

とても楽しみにしております。

残念です。

よろしくお願いいたします。

ご盛会をお祈りしております。
和田 俊子 （Ａ ０９中大理）
一條 加奈 （Ｓ ０４文基）

今回は教育実習と重なってしまったため、コンサートに

早いもので、
息子も、
あっと言う間に 1 歳を超えました。

は参加できません。

大人しく音楽を聞ける年頃になったら、奉唱会に連れて行
きたいと思います。
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金指 もと子 （Ｓ １１文史）
今春、地元・茨城県つくば市の洋菓子店に就職いたしま

立教学院諸聖徒礼拝堂聖歌隊 OB・OG 会会報

した。なかなか音楽に触れることもままならない生活です

―第９号―

が、今回は幸いにもコンサートのために時間を作ることが

【発行日】2012 年 8 月 9 日

できました。この幸運を感謝しつつ、皆様にお会いできる

【発行元】立教学院諸聖徒礼拝堂聖歌隊

のを心より楽しみにしております。

OB・OG 会事務局

今回のコンサートが素晴らしいステージとなるようお
祈り申し上げます。

〒171-8501

東京都豊島区西池袋 3－34－1

立教大学 6 号館 6320

町田 遼介 （Ｂ １２社現）
今後も、どうぞよろしくお願いいたします。

（撮影者：一條加奈）
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