
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OB・OG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。
　今年は、立教学院諸聖徒礼拝堂
のパイプオルガンの改築とチャペ

ル会館の改築が重なったことから、恒例のレイン
ボーコンサートは中止とし、旧図書館2階の代替
チャペルで、現役の英国研修旅行の報告を兼ねた
ミニコンサートが行なわれ、引き続きウイリアム
ズホール〈山小屋〉で、OB・OG会総会並びに現役、
OB・OGの懇親会を開催いたしました。
　新チャペル会館の建設は、順調に進み、今年7月
末に竣工を迎えました。9月21日（土）には新チャ
ペル会館のお披露目の会が予定されています。聖
歌隊の広くて立派な練習室が新しく誕生し、充実
した練習環境が整い、その一層のレベルアップが
期待されます。聖歌隊の新しい部室はもとより、
今までなかったオーガニストをはじめ、チャペル
関係諸団体の新部室もできたことは、大変喜ばし
いことです。
　この秋には、夏休み返上で建築が進んでいる新
しいパイプオルガンも完成し、秋の奉唱会では、
新オルガンの「柿落とし」を兼ねて、モーリス・
デュルフレのレクイエムの奉唱が予定されていま
す。今年のレクイエム練習は、新オルガンの柿落
としに相応しい演奏ができるよう、既に5月には練
習をスタートさせ、現役、OB・OGともに素晴ら
しい奉唱ができるよう練習を重ねておりますの
で、多くのOB・OG諸兄姉のご来場ご来聴をお待
ちしております。
　聖歌隊OB・OG会では、できるだけ多くのOB・
OG諸兄姉が、それぞれ各地域の教会の礼拝活動の
中で、奉唱活動に積極的に参加することによっ
て、各地域の教会の礼拝が一層賛美に満ちたもの
になるよう願っています。

立教学院諸聖徒礼拝堂聖歌隊
隊長 スコット・ショウ

この原稿を新チャペル会館の聖歌
隊長室で書いています。窓の外に
はウィリアムズ像が見える2階で
す。同じ建物には新しいクワイ
ア・ルームやリハーサル室があ
り、便利なだけでなく、快適な仕

事場が出来ました。11年間の長い歳月を待った結
果、ついに立教大学宗教音楽プログラムが一つと
なり、聖歌隊、ハンドベル、オルガニスト・ギルド
などチャペル団体の部屋や素晴らしい練習場が出
来ました。音楽プログラムをアップグレードする
ように、2台のパイプオルガンも設置されます。こ
のニュースレターが届く頃には、池袋キャンパスの
オルガンはほとんど完成し、新座チャペルのオル
ガンもそろそろ準備が始まります。池袋のチャペル
には、新しい照明、空調のほか、二重窓を備えた
防音設備も施されました。
　しかし、このような立派な建物や設備だけで
は、素晴らしいプログラムは生まれません。一番
大事なことはそれを使う人々、つまり学生達。約
50人の聖歌隊員、オルガニスト・ギルドやハンド
ベルクワイアは各30名の100名を超える学生がこの
新しいチャペル会館を使っています。このような環
境において立教は大変恵まれています。どうか皆様
もこの新しいチャペル会館や改善されたチャペル
を見学にいらしてください。
　さて、これからの目的は……？　設備が整った
中で正式な聖歌隊CD制作はどうでしょうか？
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2012年度現役活動報告

3月 1,2日 Winter Training
 6-12日 春合宿
 15,22,29日  Spring Training
 23日 卒業礼拝
 24日 大学院学位授与式

前期活動開始
4月 4,5日 入学式
 8日 イースター礼拝
 23日 ランチタイムコンサート
5月 2,3日 新歓ハイク（千葉県岩井海岸）
 9日 創立記念礼拝
 27日 ペンテコステ礼拝
6月 30日 チャペルコンサート
  OB・OG総会
8月 1,2日 Summer TrainingⅠ

後期活動開始
9月 1日 Summer TrainingⅡ
 4-10日 混声聖歌隊夏合宿（群馬県片品村）
 14-16日 女声聖歌隊夏合宿
  （新座キャンパス）
 22日 入隊式
10月 27日 逝去者記念礼拝
  レクイエム奉唱会
11月 23日 ベネフィットコンサート
12月 3日 ウィリアムズ主教記念礼拝
 14日 メサイア演奏会
 22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
1月 23日 後期活動終了、スタッフ交代

2013年度現役活動報告と計画

2月      3,4,7,12,15,19日   Winter Training
    21日-3月7日   英国教会音楽研修
3月 23日 卒業礼拝
 25日 大学院学位授与式
 31日 イースター礼拝

前期活動開始
4月 3,4,5日 入学式
5月 1,2日 新歓ハイク（千葉県岩井海岸）
 9日 創立記念礼拝
 19日 ペンテコステ礼拝
6月 22日 初夏のミニコンサート
  OB・OG合同礼拝
  OB・OG総会
 27日 ミニチャペルコンサート
8月 1,2日 Summer TrainingⅠ

後期活動開始
8月 31日-9月1日   Summer TrainingⅡ
9月 3-9日 混声聖歌隊夏合宿（群馬県片品村）
 11-13日 女声聖歌隊夏合宿（群馬県片品村）
 21日 入隊式
10月 26日 レクイエム奉唱会
11月 9日 逝去者記念礼拝
  Choir Festival
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
 21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
1月 24日 後期活動終了、スタッフ交代
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2013年度前期現役活動報告

 2013年度代表　高橋 淳

　スタッフの引継ぎが終わり、2月の下旬から2
週間英国音楽研修を行いました。普段とは違う
環境、長期間にわたる団体生活を通して、音楽
面はもちろんですが、隊員一人一人が成長する
ことの出来る素晴らしい経験となりました。帰
国してからは今年度のイースターが3月31日で
あったこともあり、新歓活動の準備や卒業礼拝
など、忙しいものでしたが英国研修の成果をそ
こで発揮することが出来たと思います。今年度
の新歓活動は悪天候が続いたのですが、最終的
に男性5名、女性7名の計12名の仮入隊者を迎え
ることが出来ました。
　今年度はチャペルの工事に伴い、旧図書館2階
をチャペル代替施設として使用する事になりま
した。慣れない場所のため、初めは不安があり
ましたがすぐに慣れ、今までと同様に活動を行
うことが出来ました。例年行っているレイン
ボーコンサートはチャペル工事に伴い、初夏の
ミニコンサートとして規模を縮小したものとして

行いました。コンサート後にはOB・OGのみな
さまとともにOB・OG合同礼拝を行い、例年と
は違う形で良い交流を持てたと思います。
　7月末には新チャペル会館が完成し、聖歌隊も
新チャペル会館地下の新しい部室へと引っ越し
を行いました。チャペル脇のクワイアールーム
から離れるのは寂しい気持ちもありますが、新
しい充実した施設の中で聖歌隊の活動をより良
く発展していければと思います。
　今後は夏季休業中に夏合宿を行い、後期が始
まってからは入隊式、レクイエム奉唱会、メサイ
ア演奏会、クリスマス礼拝などが続き、今年度
はクワイアーフェスティバルが11月9日に行われ
ます。レクイエム奉唱会の練習が今年度は前期か
ら行われており、OB・OGのみなさまとともに
既に本番に向けて励んでおります。
　後期からはチャペルのオルガンも新しいもの
になり、新チャペル会館も含め、新たに恵まれ
た環境で活動出来ること、またOB・OGのみな
さまのご支援に感謝をし、日々の活動に取り組
んでいきたいと思います。今後とも現役聖歌隊
をよろしくお願い致します。

2013年8月20日
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＜Worcesterにて集合写真＞

英国教会音楽研修報告
2012年度英国教会音楽研修実行委員長

三谷 聡一郎

　私達は2012年2月21日から3月7日まで、2週間
の日程で英国教会音楽研修を実施してまいりまし
た。研修が終了してから早いもので半年が過ぎ、
研修委員会も事後報告が先日のOB・OG総会で
終了し、やっと一息ついたところです。今回の寄
稿は総会にいらっしゃらなかった方も、いらっ
しゃった方も見るということですので固い話は
無しにして、半年という折り目に際し、英国での
研修を日を追いながら振り返るとともに、準備
段階から関わった委員としての目線、そして一聖
歌隊員としての目線から今回の研修をまとめたい
と思います。

　まず、今回の研修は例年に比べ大所帯で臨んだ
とても特殊なものでした。例年ですと英国研修
は聖歌隊とオーガニストギルドが合同で行い、人
数も40人前後といったところなのですが、今回
は現2年生が多く入隊してくれたこともあり、聖
歌隊だけで隊員38名、引率3名の合計41人が渡航
することとなり、オーガニストギルドとは別で聖
歌隊単独で研修を行いました。当初、個人的に

はこんなに大人数で大丈夫かと心配していました
が、結果としましては演奏に厚みが出て非常に良
いビッグクワイヤーの研修だったとShaw先生も
仰られるほど良いものとなりました。

研修の内容に入ってゆきたいと思います。
　今回の研修は順にWorcester、Oxford、
Cambridge、Godmanchester、Londonをまわっ
て行きました。各所で私達は教会を訪ね、指導
を受け、演奏を行った次第です。

　まず私達は総勢41名で日本を発ち、英国は
Worcesterに向かいました。英国到着2日後には
WorcesterのSt Martin’s Churchという教会で渡
英後初めてのコンサートを行うため、英国到着翌
日から時差ぼけと闘いながらもリハーサルを開
始しました。拠点としたこの教会は町の中にあ
る小さな教会で立教に似ており、最初に歌う場
所としてはとても歌いやすかったです。
コンサートは、英国での初めてのコンサートであ
るため、隊員は皆不安な中での演奏でしたが、
終わった後には多くのお客様に隊員一人一人が
「とても良かった」等と褒めて頂き、その後の
研修に向けて自信の持てる結果となりました。
　Worcesterではコンサートの他にも大聖堂の見
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学や礼拝への参加、そして市長の訪問をしまし
た。大聖堂の見学では、多くの隊員も同じで
あったと思いますが、日頃立教のチャペルでし
か歌わない私などは初めて見る巨大な大聖堂に
圧倒されてしまいました。ここでは多くの自由時
間を設けたので、隊員は思い思いに大聖堂を見
て回りました。
　市長を訪問するというのは今回が初めての試み
でしたが、市長からWorcesterについてお話を
伺ったり交流を行うことで、自分たちの訪問して
いる地についての見識が深まりました。因みにこ
の交流の様子は現地の新聞社に取材され、OB・
OG総会でお配りした冊子には載せましたが、地
元の新聞にも取り上げられました。この様な交
流を通して立教の聖歌隊の名前を多くの方に知っ
て頂けたのは貴重な機会だったといえます。

4日間のWorcester滞在の後、1日Oxfordへゆき
ました。Oxfordでは現地の学校での礼拝奉仕の
後、Merton Collegeの聖歌隊長であるBenjamin 
Nicholas氏に指導を受けました。現地の指導者
からの指導はこれを含め2人から受けたのです
が、普段Shaw先生以外から指導を受ける機会が
あまりない私達には新鮮で、様々な新しい練習
方法にトライしました。色々なことを指摘され

ましたが、全て元をたどると日頃からShaw先生
から注意されている発音の問題などに辿り着き、
問題点を再認識させられました。しかし問題点
だけではなく良い所も多く褒めて頂き、指導を
受けたことで今までにない新しい練習方法や発
想を通し、自分たちの短所と長所を知り、全員
が成長のカギを手にした気がします。

2 6日からはC a m b r i d g eに向かいました。
Cambridgeには3日間滞在しましたが、恐らくこ
こが隊員にとって最も刺激的な場所だったと言え
るでしょう。Cambridgeは多くのカレッジが軒
を連ねる都市であり、ホテルから歩いてすぐに
King’s Collegeがありました。26日の晩には、
King’s CollegeとSt John’s College、2つのカ
レッジの聖歌隊の演奏を聞きましたが、初めて
触れるトップクラスの聖歌隊の奉仕に感動。当日
King’s Collegeで歌われたアンセムを上級生は
歌ったことがあったのですが、次元の違う響き
に驚くと共に自分たちとどのように違うのか比較
していました。St John’s Collegeでその日は解散
になったのですが、隊員はホテルに帰ってからも
どちらも良かったなどと、興奮醒めやまぬ様子
で語りあっていたようです。特に男性陣は大部屋
に集まって夜まで語りこんでいたとか。

＜St. Martin’sにてコンサート後、集合写真＞
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　27日にはElyにて残響7秒間で有名なLady 
Chapelを見学し、Sarah MacDonald氏から指導
を受けた後、Ely Cathedralにて晩梼に参加しま
した。この日はGirls’ Choirの奉仕が行われてお
り、昨年から女声聖歌隊を発足した我々としては
得るものの多い体験であったと思います。

　28日には晩にSelwyn Collegeの聖歌隊と合同
で晩梼奉仕を行いました。現地の聖歌隊と一緒
に歌う初めての機会だったのですが、隣で歌って
いるSelwynの聖歌隊の歌声はとても力強く、ま
た我々の苦手な発音の違いなど多くの事を実際
に肌で感じる事が出来ました。

　 そ の 後 私 達 は C a m b r i d g e を 離 れ
Godmanchesterへ向かいます。
　Godmanchesterでは隊員が2名ほどで1組に
なって3日間ホームステイをしました。英語に苦
戦した隊員もいたようですが、ステイ先のご家
族は皆さん私達を温かく迎えて下さり、久々に家
庭の温もりに触れて安心した隊員も多かったよう
です。こちらでは、コンサートと日曜の礼拝も行
いました。どちらもホストファミリーの皆さん
が多く見にきて下さったこともあってか、今まで
のコンサートなどとは違いまるで自分たちの

ホームで、立教で歌っているように感じられ、恐
らくこの研修の中で最高のパフォーマンスを行
うことが出来たと言えるでしょう。
　隊員はホームステイやコンサート後の交流会等
を通し様々なことを感じたのでしょう、多くの
隊員がGodmanchesterが一番思い出に残ったと
言っていました。

そして最後に私達は L o n d o n、そして
Canterburyを訪れました。Canterbury大聖堂で
は見学の他にも30分間のコンサートをしまし
た。自分たちの属している英国国教会の総本山で
のコンサートということもあり非常に緊張しま
したが、2週間の研修を通し学んだことを隊員皆
発揮し、2週間前よりも遥かに良い演奏が出来ま
した。Canterbury大聖堂での演奏は初めての試
みだったのですが、司祭の方々にも気に入って頂
けたようで、これがきっかけとなり、交流が続く
と良いと思っています。
これをもって私達の演奏は終わり、最終日には
市内観光、打ち上げを行った後、翌日帰宅の途
につきました。

＜Lady Chapelにて残響を確認する＞
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　以上、研修を振り返りました。
　私達は今回の研修を通して、日頃奉仕している
礼拝が、教会音楽がどれほど英国において日常
の中に浸透し愛されているのかを知りました。そ
してまた、多くの礼拝の在り方を見て礼拝とは生
活の一部であり、礼拝に集う人の数だけ様々な
在り方、理解の仕方があるのだと感じ、奉仕に
とって重要なのは伝統を模倣することでなく、私
達の礼拝にとって、そこで生きる人たちにとって
なにが大切なのかを考え、ともに礼拝を捧げる
ことなのだと学ばされました。

　また、この2週間私は委員長で隊員の御世話を
していたこともあってか、客観的に彼らを見続け
てきたのですが、本当に驚いたのは彼らの研修
を通しての成長でした。この研修は歌唱技術の研
鑽、礼拝理解の向上、国際交流の3つを主軸とし
て捉え行われてきました。研修中、初めこそ個人
としても集団としても拙いものでしたが、上記し
た多くの体験や出会いを通して隊員たちは皆、音
楽や礼拝以外にも様々なことを学び、考え、最
終的には歌唱技術はさることながら、人としても
2週間前よりも遥かに成長した逞しい姿を見せて
くれました。たった2週間で何故ここまで成長す

るのかは分かりませんが、先輩方もそうであっ
たように、この研修にはそれだけの価値がある
のだと確信しております。
　私達は準備から研修中にいたるまで多くの方
に支えられてきましたが、特にOB・OG会の皆様
においては金銭面のみならず様々な面でご支援を
頂き、激励の言葉には力を頂きました。この様
な素晴らしい研修を行う機会が与えられたことを
隊員一同誇りに思うと共に、皆様には筆舌に尽
くしがたいほど感謝しております。ありがとうご
ざいました。

　次回の英国研修は3年後の春を予定しており、
2年後には我々の次の委員会が発足します。1年
間の準備は熾烈を極めますが、実りある研修を
目指し委員には頑張ってほしいと願っておりま
す。2年後の春までは細々とはなりますが、今回
の実行委員が活動しておりますので、引き続きご
指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

　最後に、この英国での学びを私達はこれから
も生かし、日頃の礼拝奉仕を通して皆様に還元し
てゆきたいと思っております。どうぞ、今後とも
宜しくお願い致します。
　ありがとうございました。　

＜上空からみたケンブリッジの街並み King’s College＞
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聖歌隊OB・OG会    合同礼拝・総会
～ 2013年6月22日（土）～

[ 参加したOB/OGからのメッセージ ]

鈴木□□○△（1987卒）

夏至の頃に行われる虹祭りにあわせて故郷のク
ワイア村に行ってきました。
　今年は会場の都合で虹祭りはなく村の若衆に
よる小祭りでしたが、間に合いませんでした。
残念。
　次は旧図書館での礼拝、最近は村でも方言で
歌わず、口語で歌うので少し違和感があったも
のの、アンセムでLord, for thyを歌ったら村に
いた頃のことを懐かしく思いました。
　その後、村を離れた者の短い会合をした後
に、お待ちかねの宴。
　今年、村人となった若衆（東史子さん*の娘さ
んが村人になりました！）の自己紹介（入村理
由が「チャペルガイダンスの時に聴いた歌に引
かれた」というのが昔も今も同じ）があり、聖
歌を披露。上手さに驚きました。また、村を離
れた者たちが余興でByrdのAve verum corpus
のはずが……なぜか全員で合唱。程よく酔って
楽しく歌いました。
　そして最後にHow goodlyを全員で歌いまし
た。村に住んでいた頃は特に良い曲だと思わな
かったけど、今こうして歌うと良い曲なんだな
と思いました。
　こうして宴は終わりました。飲んで喋って歌っ
て楽しい時間を村で過ごしました。
　心残りは、美味しそうなデザートを食べ損
なったこと。食欲旺盛な村の若衆にあっという
間に食べられてしまいました。
　秋祭りは10月26日（土）。たまには村に帰る
のもいいですよ。

＊注 1986年卒の紅林（旧姓・田口）史子さん

稲葉明之（1993卒）

卒業してからあっという間に20年が過ぎてい
ました。この『20年』に何となく重みを感じ、
初めてOB・OG総会に出席しました。
改装中のチャペルに代わって、旧図書館の2階
が仮チャペル。ミニ・コンサート開始時間には
少し遅れてしまったので、本番前の緊張感漂う
現役生の間を縫って2階へ。あれ？上では本番が
始まっているのに、下で待機している現役生っ
て？？
そんな疑問を余所に、アンセムから日本の歌
から、私の現役の頃と比べると遥かに豊かなバ
リエーションでコンサートは進んで行くのでし
た。で、気づきました。上級生と新入生。男声
ソロ＆選抜メンバーetc.。歌い手のバリエーショ
ンも組み合わせが実にフレキシブルなのです
ね。
コンサートの後、始まった夕の礼拝。自分が
参加するとなると、一気に増すひとごとではな
い緊張感の中、現役時代の聖歌隊を懐かしく思
い出していました。
陳腐な言い方ですが、現役生は『ひたむき』
です。自分自身がそうであったように、聖歌隊
に入った動機はいろいろだけれど、皆、歌うこ
とに惹かれているのだなあ、と感じました。そ
れがとても眩しく思えたひとときでした。
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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～

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。

事務局： info@rikkyo-choir-alumni.com
（会費・賛助金振込用紙の連絡欄にご記入いただいて

も結構です。宜しくお願いいたします）

よ し ま さ



＜撮影　近藤 英幸＞
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OB・OG会会計報告（2012年度）
役員会会計担当

〔収入の部〕
（１）　2012年度の年会費、賛助金は2013年3
月31日までに入金があったものです。

　　　　年会費　　　81名 81,000円
　　　　賛助金　　　45名 193,000円
　　　　合　計 274,000円

　昨年度に比べて年会費、賛助金とも金額で各
125,000円、208,000円と大幅に減少いたしま
した。

（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（省略）。

〔支出の部〕
（１）レクイエム奉唱会賛助者謝礼金として

200,000円を支出いたしました。

（２）2013年春の現役海外研修旅行援助金とし
て100,000円を支出いたしました。

（３）チャペルコンサート賛助者謝礼金として
40,000円支出いたしました。

（４）ホームページ関連費は業者変更により昨
年度より35,941円減額ができました。

（５）ブランスタッド隊長の小平霊園墓地管理
料として東京教区へ年額1,000円を支出いたし
ました。へ年額1,000円を支出いたしまし
た。

〔収　入　の　部〕
繰越金 ２６３，４７４円
年会費・賛助金

　　　（年会費　　81名） ８１，０００円

　　　（賛助金　　45名） １９３，０００円
合　　　計 ５３７，４７４円
〔支　出　の　部〕
レクイエム奉唱会謝礼金 ２００，０００円
現役海外研修旅行援助金 １００，０００円
会報印刷費 ６３，９７６円
チャペルコンサート謝礼金 ４０，０００円
通信費 １５，４１３円
懇親会費用補填 １０，３７５円
案内状印刷費 ７，８５６円
コピー代 ７，０３４円
ホームページ関連費 ５，３４５円
文具費 ４，２３９円
振込手数料 １，４７０円
小平霊園墓地管理料 １，０００円
次年度への繰越金 ８０，７６６円
合　　　計 ５３７，４７４円

総会懇親会会計

〔収　入　の　部〕
ＯＢ・ＯＧ会費　　31名 ２６５，０００円
一般会計より補填 １０，３７５円
合　　　計 ２７５，３７５円
〔支　出　の　部〕
太刀川記念交流会館 ２７５，３７５円
合　　　計 ２７５，３７５円
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賛助金協力者ご芳名（2012年度）
（敬称略）

〔1950年代〕
工藤俊雄　古谷倹次　玉野克子　松野裕子　
鈴木侊子　今井佐禧子　野田敏子　今井和道
樋口洋子　佐藤健二郎　青木瑞恵　（11名）

〔1960年代〕
古市欣生　加藤清二　檀上仁江　長谷川淳子　
西章　
（5名）

〔1970年代〕
植野さなえ　青山尚徳　青山博子　相澤牧人
大西礼子　吉野雅己　大西信一　須藤恵子
植野幸和　須藤恵子　徳住光則　高木愼二
伊藤正人　西山光子　伊藤弥寿世　栗原正志
栗原牧子　阿部智子　長田睦子　佐々義子
鈴木雅美　（21名）

〔1980年代〕
齊藤敦子　廣瀬幹郎　杉山明伸　鈴木裕子
須田実花　吉沢正行　（6名）

〔1990年代〕
森山弦人　（1名）

〔2000年代〕
石原絵美　（1名）

合計　　45名　193,000円

年会費納入者ご芳名（2012年度）
（敬称略）

〔1950年代〕
工藤俊雄　安永和夫　鴻輝夫　古谷倹次　玉野
克子　
松野裕子　鈴木侊子　今井佐禧子　中川直美
野田敏子　今井和道　板橋志津子　樋口洋子
佐藤健二郎　青木瑞恵　（15名）

〔1960年代〕
古市欣生　加藤清二　檀上仁江　鳥井祥子
長谷川淳子　天野克彦　西章　菊池滋子（8名）

〔1970年代〕
根岸恵子　植野さなえ　青山尚徳　青山博子
相澤牧人　大西礼子　吉野雅己　大西信一
増井眞理子　吉田久美　須藤恵子　植野幸和
須藤恵子　小林悦子　徳住光則　高木愼二
渋澤博子　伊藤正人　梶ヶ谷淑子　榎本ひろ美
西山光子　伊藤勉　伊藤弥寿世　栗原正志
栗原牧子　阿部智子　長田睦子　佐々義子
鈴木雅美（29名）

〔1980年代〕
藤岡比左志　齊藤敦子　廣瀬幹郎　杉山明伸　
佐藤美子　鈴木裕子　須田実花　吉沢正行　
川原泰明　湯田勝彦　（10名）

〔1990年代〕
三井美樹　高橋由佳　古谷秀子　森山弦人
森山友恵　（5名）

〔2000年代〕
平瀬寿美　山崎愛子　岡本領　岡本絵美
小美戸亜希　矢作理恵　木村公優　石原絵美
日置春海　平賀雅枝　（10名）

〔2010年代〕
近藤華実　河崎宏貴　長野怜子　中村郁子

（4名）

合計　　81名　81,000円
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ＯB・ＯＧからのメッセージ

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。

〔名誉会員〕
猿田　潤子　隊長夫人
仕事と重なり、残念ですが欠席させていただき
ます。何とか無事に生活しています。ご盛会祈っ
ております。

村上　達夫　チャプレン
ご盛会を遙かに祈っております。

広田　勝一　チャプレン
所用により失礼します。お働きに感謝しつつ、盛
会をお祈りいたします。

松平　頼暁　カウンセラー
11月17日14時から、国立オリンピック記念青少
年総合センター小ホールで、猿田先生の詩によ
る作品「プレリュード」を含む、私の合唱作品
による個展Ⅰが開かれます。ご興味のある方
は、ご連絡ください。ご招待します。ご盛会を
お祈りします。

〔一般会員〕
佐々木　弘道　（49経済）
何時もお世話頂きまして有難う存じます。昨年よ
り脳梗塞となり、広島の八千代病院に入院致し
ております。教会の司祭様にもお見舞頂いてお
ります。郷土の為に働きましたので、本人に
とって思い残すことはないと存じております。聖
歌隊のご活躍を心よりお祈り申し上げておりま
す。（奥様より）

大山　省三　（T　57経済）
7月21日の定期演奏会の練習のため、欠席とさせ
ていただきます。

諌山　美保子（坂本）（S　58文社）
コンサート出席予定でおりますが……。何時も
お世話様！　ありがとうございます。

板橋　志津子（網蔵）（S　58経営）
申し訳ありません、先約のため欠席させて頂き
ます。平時は、孫守りに追われており、年齢を忘
れます。

今井　和道　（O　58文英）
学生メンバーの「英国教会音楽研修」が定着し
ているようですが、卒業後も日本各地の教会
で、研修成果を生かしてほしいですね。

関本　実　（T　58経済）
体調不良のため、参加できません。皆さまに、
よろしくお伝えください。

野田　敏子（小林）（S　58文社）
聖アンデレ教会で聖歌隊の一員として歌うこと
が出来、感謝の日々です。総会当日は主人の誕
生日、残念ながら欠席させて頂きます。皆さま
によろしくお伝えください。

青木　瑞恵（竹之内）（A　59文英）
いつもお世話になります。ありがとうございま
す。

佐藤満寿哉　（T　59文英）
年齢のせいか、最近、体調が不全のため、残念
ながら欠席させて頂きます。盛会を心から希望
しております。皆々さまにとり良い日となります
よう祈っております。

杉野　一郎　（T　59経済）
いつもお世話様です。わたしは病院で火、木、
土と4時間透析をしています。その他、月、水、
金は接骨院へ行っています。

成田　弘子（平野）（60文心）
年はとりましたが、仕事（スポット）やボラン
ティア（教会、修道院、修道会等）で、土曜、
日曜は殆んど埋っています。
皆様の上に神様のお恵みがありますように祈っ
ています。いつか新しいオルガン拝見したいと
存じます。アヴェ・マリア！
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杉山　榮一　（B　61経営）
杉山百合子（上田）（A　61文英）
いつもお世話になっております。元気に暮らして
います。

鳥井　祥子（土井）（61文心）
1月の大雪の後、ぎっくり腰を4月に再発しまし
たが、大分良くなってきました。皆々様には、
いつもお世話様ご苦労様です。ありがとうござ
います。今後とも、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

福代　亮三　（B　61経済）
恐らく今回のレクイエムが、最後の奉唱参加に
なるでしょう。何とか頑張って、練習に出席し
たいと思っています。

増田　孝子（磯上）（62文英）
皆様のご活躍をお祈りしています。

糟谷　證　（B　63理物）
糟谷　愛（植松）（A　63文心）
残念ですけど、欠席いたします。すばらしいコン
サートと楽しい会になりますよう祈っておりま
す。

高木　邦子（和気）（S　63社社）
ご連絡ありがとうございます。所用のため残念
ながら欠席させていただきます。30数年前入会
した時はお母さんコーラスも、今はおばあさん
コーラスに……。でも、元気で歌える幸せを感
謝しつつ楽しんでいます。

高橋　委作　（63文心）
高橋　芙木（稲垣）（63文史）
お知らせありがとうございます。今年こそはと
思っていたのですが、残念ながら欠席させてく
ださいませ。ご盛会をお祈り致しております。不
順な天気でございます。どうぞお身体お大切に
なさってくださいませ。

滝口　俊子（三浦）（63文心）
ご案内拝読して、お祈りしております。

＜6月の池袋キャンパス本館＞

斎藤　潤子（品川）（S　64文英）
いつもお世話になっております。感謝です。お元
気な現役の皆様のご活躍を大変喜んでおりま
す。この度、どうしても日程の調整が取れず、欠
席と相成りました。現在は母教会聖マーガレッ
ト教会と東京教区の聖歌隊で、ご奉仕させて頂
いております。今年の4月、東北、弘前昇天教会
にて、佐藤真実司祭と50年振りにお会いしまし
た。とてもお元気でした。

宮谷仁太郎　（T　64社社）
宮谷　祥子（藤井）（S　64文英）
元気に、義母（96歳）中心の毎日を過ごしてお
ります。新しいオルガンでの秋のレクイエム奉唱
楽しみに……。

鶴田　洋子（佐藤）（S　65文日）
今年度から自由の身になりました。定年退職を
機に再び人生をリセットしたいと思っています。
歌も再挑戦したいと思いますので、よろしくお
願い致します。

菊地　滋子（松本）（A　67文史）
秋の奉唱会はうかがいたいと思います。新しい
オルガンも楽しみです。昨年は、地元のシニア
コーラスに参加しました。声は出ませんが、
コーラスの楽しみは忘れられません。普通の曲
のコーラスは初めてですが……。現役の方々も
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良き指導者の先生方と仲間に恵まれ、海外研修
もされて、うらやましい限りです。ますます研鑽
に励まれますよう。

伊藤　三千子（黒田）（A　69文英）
OB・OG会ではいつもお世話になります。有難
うございます。今年も総会・懇親会の御案内を
頂きましたが、欠席です。残念ですが……。い
つか出席できることを祈っています。祈・御盛
会！！

黒崎　千束（稲垣）（S　69文日）
いつもご連絡頂き、ありがとうございます。ご
盛会を祈ります。

相澤　牧人　（B　70文史）
当日は別の会合があり、失礼します。日本聖公
会管区の総主事の任が6年目に入りました。教会
の多くの課題がある中で、日本聖公会は「原発
のない世界を求めて」という聖公会の立場の声
明が、総会で決議されています。イエスが語る神
の国の実現のために歩み続ける奉仕を重ねてい
ます。

小林　悦子（沖）（S　73文教）
いつもお世話になっております。聖愛教会で日曜
学校を担当し、楽しく活動しています。

＜初夏のミニコンサートが行われた旧図書館＞

伊藤　正人　（B　74文仏）
伊藤弥寿世（若林）（S　76文仏）
日頃何かとお世話様になりまして、有難うござ
います。未だにお手伝いも致しませず申し訳ご
ざいません。当日も生憎参加できませず残念で
すが、ご盛会を心よりお祈り申し上げます。

岩田　次郎　（T　74社観）
皆様のご健康をお祈りいたしております。

渋澤　博子（高田）（S　74文基）
いつもありがとうございます。相変わらずの気ま
ぐれで、なかなか予定というものが決められま
せん。思い切って〈出席〉させていただこうと思い
ます。

高木　慎二　（B　74経済）
定年退職して3年目、再任用職員としてフルタイ
ムで働いています。連絡ありがとうございます。
コンサートには参加させていただく予定です。
聖歌隊HPで見ると、新入生の争奪戦に勝利との
こと、OB・OG会ともどもの発展を祈念申し上
げます。

鈴木　良昌　（T　75社産）
定年を迎え、これから「やること」を考え中で
す。

梶ヶ谷淑子（山本）（S　75文英）
3月に転居しました。30数年振りの引越しで、断
捨離を実行しました。これからも物を増やさ
ず、すっきりとした生活を続けられるように、
心がけたいと思います。

阿部　智子（三保谷）（A　77文史）
旧図書館2階礼拝堂でのミニコンサート、夕の礼
拝がどのようなものか、今から楽しみです。長い
歴史の中に自分がいることを、再確認したいと
思います。新しく奉献されるオルガンの響きも
期待しています。

湯浅　宣子（大林）（S　77社産）
GW明けから、年度内、来年3月まで、在英で
す。そちらには伺えませんが、良い集まりとな
るよう、ご盛会をお祈りします。
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安田　裕子（南村）（S　79文英）
ご盛会をお祈りしております。

廣瀬　幹郎　（T　81社産）
いつも連絡ありがとうございます。あと4年で定
年です。そしたらOB・OG会常連になりたいと
思います。

末廣　禎一郎　（B　85文仏）
末廣　里夏（高橋）（A　85文英）
今年こそは参加させていただきたいと思ってい
たのですが、既に別の予定が入っており、残念
ですが欠席とさせていただきます。OB・OG、
現役の皆様方のご健康とご活躍をお祈り申し上
げております。

角田　朝子（根本）（A　85文史）
老母の面倒を見ながら、自身の体もいたわらな
くてはならない年代となりました。介護その他
に時間を取られ、今年も欠席やむなしとなりま
した。ご盛会を心よりお祈りしています。

小栗　献　（B　86文独）
遠方のため出席できませんが、盛会をお祈りい
たします。

小野　信明　（B　86文基）
ご盛会をお祈りいたします。

川原　泰明　（B　86文史）
ご盛会をお祈りしております。

内田　幸子　（A　87文史）
公私共に忙しく過ごしております。

西山　恵理子（窪田）（A　91文基）
いつもご連絡、どうもありがとうございます。
なかなか参加できずすみません。
現役の方たち、OB・OGの方たちのご活躍、ご
無事の毎日をお祈り申し上げます。

伊藤　誠基　（T　92文独）
なんとか元気に暮らしております。ご盛会を祈り
ます。

汲原　早希（石井　宏枝）（A　92経済）
ここ2年間、音信不通になっておりすみませんで
した！　家事育児をしながら学校に通い、昨年
ようやく自然療法ホメオパシーのイギリスと日
本のプロ資格を取得、昨秋から自宅で開業して
おります。
立教クワイヤーでの、楽しく充実した4年間がな
ければ、英国の資格に興味を持つこともありま
せんでした。在学中、そして卒業後にもお世話
になった諸先輩方、同期の皆様、後輩の皆様に
心から感謝申し上げます。これからも、現役の
皆様の活動を陰ながら応援させて頂きたいで
す。OB・OG会のますますのご発展をお祈りい
たします！

鍋島　博美（向山）（A　92文史）
仕事・育児で慌しい日々です。池袋の方へはな
かなか足を運べずですが、校友会誌などで、大
学、チャペルが様々に変わっているのを感じて
います。

谷田　千尋（青木）（A　98文基）
ご無沙汰しております。都合がつかず、今回は出
席することができません。申し訳ございませ
ん。ご盛会をお祈り申し上げます。子供たちが
手を離れたら、また奉唱会などに参加させて頂
きたいと思っておりますので、その際は、よろ
しくお願い致します。

古谷　秀子　（A　98文基）
いつもご連絡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
ます。

佐山　とも子（加藤）（A　02ｺﾐｭﾆﾃｨ福祉）
聖歌隊の皆様のご活躍、お祈りしております♪

宮崎　幹子（飯塚）（S　03国際比較法）
当日は都合があり出席できず申し訳ありませ
ん。主日は、東京諸聖徒教会の礼拝に出席させ
ていただいています。場所はちがっても同じ祈祷
書で同じ礼拝を守ることができることに感謝し
ています。
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矢嶋　大輔　（B　03ｺﾐｭﾆﾃｨ福祉）
ご無沙汰しております。毎年取りまとめくださ
り、有難うございます。申し訳ありませんが、
都合により欠席致します。現在は、2歳になった
息子の育児と仕事の両立に励んでおります。ご
盛会をお祈り申し上げます。

橋本　彩香（村島）（S　05文日）
出席できず申し訳ありません。ご盛会をお祈り
申し上げます。

矢島　優里　（S　05理化）
お誘いありがとうございます。昨年度より、社
員教育業務に従事しているため、土曜日の出勤
も多く、コンサートの参加が難しくなりそうで
す。総会も研修のため欠席です。（会社が〝みな
とみらい〟のため、池袋まで副都心線直通で一
本になったことで、顔を出せるよう時間を作っ
て行けるよう、がんばります！！）コンサー
ト、総会の成功を祈っています。

恩田　有紀子（永野）（S　06文史）
今年1月に出産をし、現在、夫に支えられながら
子育て奮闘中です。早く皆さんと奉唱できる日
を思い描きつつ、会のご成功をお祈り申し上げ
ます。

早瀬　葉子（桑山）（A　07文史）
去る3月に結婚しました。コンサート・総会には
参加できませんが、盛会をお祈りしております。

原　愛弓　（A　08福祉大）
いつも総会に出席できずにすみません。会の盛
況をお祈りしております。

郡司　絵麻　（S　09ｺﾐｭﾆﾃｨ福祉）
今年のイースターにようやく受洗しました。土
日休みの仕事なので、奉唱会や礼拝にも積極的
に顔を出せそうです。

齋藤　瑞穂　（S　09国際比較法）
残念ですが今回は仕事のため欠席とさせていた
だきます。レクイエム奉唱会は参加いたしますの
で、皆様よろしくお願いいたします。当日が素晴
らしい1日となりますようお祈り申し上げます。

関根　麻人　（T　09経済）
ご案内頂きありがとうございます。残念ながら
参加できませんが、コンサート並びに会の成功
を、仙台の地よりお祈り申し上げます（森永製
菓・仙台支店勤務）。

和田　俊子　（A　09中大理）
今回は教育実習と重なってしまったため、コン
サートには参加できません。ご成功をお祈りし
ています。

石崎　あすか　（A　13文史）
卒業後、初めての総会と懇親会に出席できず残
念です。機会があれば礼拝などに参加するの
で、また皆様にお会いできればと思います。

松本　真理奈　（A　13文日）
新生活にも少しずつなれてきました。ふとした
時に讃美歌をくちずさんでいたり……。チャペ
ルで過ごした日々が懐かしいです♪

盛田　梓　（T　13法法）
大学院の授業のため、当日は、残念ですが欠席
させていただきます。

呂　智媛　（S　13文史）
卒業して、OGとして参加するコンサートも総
会・懇親会も、とても楽しみです。

渡辺　美沙子　（A　13文英）
卒業後、初の総会で、参加したい気持ちは強い
のですが、仕事の都合上、欠席とさせて頂きま
す。
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