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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。 

 本年度は、昨秋の立教学院諸聖徒

礼拝堂の新パイプオルガン（ティッケル・オルガン）の竣

工に伴い、恒例のレインボーコンサートが復活、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。 

 昨秋竣工した新チャペル会館には、聖歌隊の広くて立

派なリハーサル室が誕生し、充実した練習環境のもとに、

聖歌隊の一層のレベルアップが期待されます。新チャペ

ル会館には、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

しい部室もできたことは、大変喜ばしいことです。 

 本年 1 月には、新座キャンパスのチャペルに新パイプ

オルガン（フィスク・オルガン）が誕生しました。さらに今

夏には、立教学院諸聖徒礼拝堂の旧パイプオルガン

（ベッケラート・オルガン）が、チャペル会館 2 階のマグノ

リアルームに移設再生されます。 

 こうした音楽的な環境の充実のもとに、ショウ聖歌隊長

が所長を務める立教大学教会音楽研究所では、さまざ

まなプログラムを用意して礼拝音楽の研修会を開催して

います。 

 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が、

立教キャンパスの音楽的な環境の充実は、その環境を

大いに利用することによって、諸兄姉の礼拝音楽活動の

充実のために大きな力になるものと確信しています。 

 

 

 

 

 

立教学院諸聖徒礼拝堂聖歌隊 

隊長 スコット・ショウ 

聖歌隊 OB・OG の皆様、いかが

お過ごしですか？ 

3 年ぶりに池袋チャペルで新

しく設置されたイギリス・ティッケ

ル社のオルガンと共に行われた

レインボーコンサートも無事終わり、参加された方々に感

謝です。お疲れさまでした。スタンフォードの作品は素晴

らしかったですね！ 

 以前にもお話したように、今年の新歓活動は大成功で、

現在混声・女声合わせて 30名の新メンバーが加わりまし

た。大勢のように見えますが、40～50 名の混声、20 名の

女声聖歌隊を維持するためには毎年新しいメンバーが

必要です。 

 今夏、合宿は 2 つに分かれて行います。混声は今まで

通り群馬の片品村へ、女声は初めての河口湖へ行き、

基礎のテクニックや秋からの作品に取り組む予定で楽し

みにしています。メンバーが多いので、このチャンスに交

流できる良い機会でもあります。 

 私事ですが、今年で立教に勤めて13年目にあたり、後

期が研究休暇になります。レクイエム奉唱会ではスティ

ーブン・モーガン先生がモーツァルトのレクイエムを担当

します。ダンカン・ドゥルース版を使用してのこの素晴らし

い作品に多くの OB・OG が参加されることを切に願いま

す。（私はプログラム前半を指揮します）オーケストラ協

演のこの舞台に多くの演奏者だけでなく、皆様の経済的

サポートが必要ですので、引き続きよろしくお願いします。 
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2月 3,4,7, 

12,15,19日 

Winter Training 

21-7 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 31-1 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 

 

 

2月 28,1 日 Winter Training 

3月 4-10 日 春合宿 

24 日 卒業礼拝 

25 日 大学院学位授与式 

 

-前期活動開始- 

4 月 3,4,5 日 入学式 

 20 日 イースター礼拝 

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 

6 月 8 日 ペンテコステ礼拝 

 28 日 レインボーコンサート 

  OB・OG総会 

8 月 1,2 日 Summer TrainingⅠ 

 30 日 Summer TrainingⅡ 

 

-後期活動開始- 

9 月 2-8 日 混声聖歌隊夏合宿(群馬県片品村) 

 10-13 日 女声聖歌隊夏合宿(山梨県河口湖町) 

 21 日 入隊式 

10 月 25 日 レクイエム奉唱会 

11 月 8 日 逝去者記念礼拝 

 9 日 Choir Festival 

12 月 2 日 ウィリアムズ主教記念礼拝 

 9 日 メサイア演奏会 

 20 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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2014 年度公式文書 伊藤 玲於 

 

今年度のスタッフの引き継ぎは例年通り、1月頃行わ

れました。今年度は、学生指揮者をはじめ、女声聖歌隊

に正式な役職を置いた新たな体制でのスタートとなりま

した。 

 3月には千葉県にて、春合宿を行い、館山聖アンデレ

教会での奉仕も経験しました。慣れない場所での奉仕と

なりましたが、人とのつながりを強く意識する良い機会と

なりました。 

 4月に入ると新歓活動がいよいよ本格化し、入学式や、

4月 20日に控えたイースターの準備などがあり大変忙し

い状況ではありましたが、今年度は今まで作っていたブ

ースとは別に、他のチャペル団体と共に、チャペル会館

の会議室をブースとして開放するなどの新たな試みや、

天候などにも恵まれ、最終的に、混声聖歌隊に 21名、

女声聖歌隊に 10名、計 31名もの新入生が仮入隊しまし

た。 

 5月からは、混声聖歌隊、女声聖歌隊ともに、初奉仕を

終えた新入生を加えたメンバーで、日々の礼拝奉仕を

行っています。そして 6月に入り、6月 8日のペンテコス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テを無事迎えることができ、6月 28日に行われたレイン

ボーコンサートも、現役だけで、60人超という大所帯とな

りましたが、1 部 2 部ともに、現役、OB・OG 一丸となって、

無事終えることができました。 

 今後の予定としては、夏季休業中に夏合宿を行い、秋

学期に入ってからは、入隊式、レクイエム奉唱会、メサイ

ア演奏会、クリスマス礼拝が例年通り行われる予定です。

今年度は、8月18日に「あらかわ虹の里」という福祉施設

でのボランティアが予定されています。そして、9月 1日

に関西学院と青山学院の聖歌隊を招き、合同でアンセ

ムを歌う交流会が企画されています。また、昨年度に引

き続き 11月 9日には、他大学の聖歌隊を招いてアンセ

ムの交換や交流会を行う、クワイアフェスティバルも開催

される予定です。 

 今年度の活動が、これほどの大所帯にもかかわらず円

滑に進んでいるのは、OB・OGの皆様の多大なるご支援

があったからだと存じております。それに感謝しつつ、新

たなメンバーが加わった新鮮な雰囲気の中、日々の活

動に尽力して行きたいと思います。今後とも、ご支援の

ほどよろしくお願いします。 

2014年 7月 20日 

 



聖歌隊 OB・OG会会報 第 11号 

 

4 

 

 

2014 年度代表 山口 恵奈 

 

 聖歌隊は 2014年 2月 21日から 23日の 2泊 3日で「東

北巡礼キャラバン隊」に参加いたしました。これは学生キ

リスト教団体として行われたもので、聖歌隊からは当時の

1年生から 4年生まで 22名の隊員が参加いたしました。

現在は東北にいらっしゃる八木正言司祭、聖歌隊長の

ショウ先生もご同行され、総勢 70名近くで東北の地に向

かいました。 

 

 1 日目はバスで仙台市へ向かいました。宿舎に到着し、

東北教区の長谷川清純司祭、現地にてボランティア活

動に従事されている福澤眞紀子さん、松村豊さんによる

オリエンテーションが行われました。被災地の現状につ

いてお話しいただき、学生からもこれから被災地を訪問

するにあたって質問が出てお答えいただきました。 

 

 2日目は福島県相馬郡新地町を訪問しました。新地町

勤労青少年ホームにてセンターしんちのスタッフの方々

によるレクチャーが行われ、その後、2グループに分かれ

て被災地巡礼を行いました。相馬港近く、ときわ旅館跡

地、磯山聖ヨハネ教会跡地など数か所で聖歌 528番「主

の御手はかつて」と献花を捧げました。再び青少年セン

ターに戻ってからは、今度は＜広畑班＞と＜雁小屋班

＞の二つに分かれて活動しました。いずれも仮設住宅

の名称であり、聖歌隊はオーガニスト・ギルド、さゆり会、

ハンドベルクワイアと共に＜広畑班＞として広畑仮設住

宅にいらっしゃる方々と交流しました。自己紹介やチャ

ペル団体クイズをしてしばしの懇談の時間を持ちました。

音楽団体 3団体によるミニコンサートを行い、最後には

「ふるさと」を合同で演奏しました。＜雁小屋班＞と合流

し、2日目の終わりにはふじ幼稚園の旧園舎を巡礼しま

した。ほとんどの園児が送り届けられ、最後の送迎バス

が発車したその道中で津波の被害に遭いました。3月 11

日に何があったのか、そしてその後どうなったのかお話

を伺ったのち、記帳、献花、奉唱を行いお祈りを捧げま

した。 

 

 3日目は＜仙台基督教会組＞と＜仙台聖フランシス教

会組＞に分かれて主日聖餐式での奉仕、および礼拝参

加をしました。聖歌隊は仙台基督教会にて礼拝奉仕を

致しました。主日礼拝後は 2曲ほどミニコンサートをさせ

ていただきました。会衆の方々とともに昼食をいただいた

後、＜聖フランシス組＞と合流して立教聖歌隊の OBで

もいらっしゃる加藤博道主教とのリフレクションを行いまし

た。この 3日間の東北巡礼で各々が感じたこと考えたこと

を伝えあい、お言葉をいただきました。そして、帰路につ

き、池袋チャペルにて到着の祈りを行い、東北巡礼キャ

ラバン隊は終了いたしました。 

 

 

 

 

 

(ふじ幼稚園へ向かう) 

(左から長谷川司祭、八木先生、加藤主教、ショウ先生) 
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OB・OG会ホームページに新しいコーナーが誕生しました。 

OB・OGが参加している教会聖歌隊、合唱団の紹介です。 

隊員、団員募集をしております。ぜひご覧下さい。 

 

卒業後も合唱や聖歌隊活動を続けたいとお考えの皆様へ情

報を発信していきます。 

また、情報も随時募集しております。 

 

http://rikkyo-choir-alumni.com/ 

(仙台基督教会にて) 
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末廣 里夏（1985 年卒） 

 

数年ぶりに参加したOB・OG会。まずは現役隊員の数

にびっくり。昔よりかなり増えたとは聞いていましたが、こ

れほどとは思いませんでした。懇親会の会場はあっとい

うまに学生だらけになり、久しぶりに若々しい雰囲気を楽

しませていただきました。 

 思えば学生時代はクワイヤルームや校宅に入り浸って、

歌ってばかりの幸せな 4 年間でした。入れ物はすっかり

様変わりしましたが、聖歌隊が次世代に脈々と引き継が

れ、益々盛り上がりを見せているのは、OG として本当に

喜ばしく、誇らしいことです。今後の益々の活躍に期待し

ています。 

 ところで、このように学生たちに囲まれての OB・OG 会

も非常に楽しいものではありますが、年に一度の再会の

場でもありますから、OB・OG 同志がより交流できるプロ

グラムも盛り込んではいかがでしょう？ 例えば、OB・OG

には合唱活動を継続されている方も多いようですので、

こういった参加者各位の活動を紹介することも、OB・OG

同士の交流の一助になるのではないかと思いました。 

 これまで OB・OG 会の案内を「既読スルー」しているみ

なさま、是非来年は集まって、昔話や情報交換に花を咲

かせませんか？ 一人でも多くの方にお目にかかるのを

楽しみにしております♪ 

 

遠藤 陽平（2005 年卒） 

 

春のコンサートと OB・OG総会に 8年ぶりに参加させ

ていただきました。知っている顔はあまり多くありません

でしたが、たくさんの現役の学生達と話す機会があり、と

ても有意義な時間が過ごせました。それにしても、現役

の聖歌隊員としてチャペルで歌っていたのがまるで昨日

の事のようです。 

 今回のコンサートでは、チャペルに入った新しいオル

ガンが使われました。オルガンの外観と音色は、チャペ

ルと聖歌隊の歌声にとてもマッチしており、まるで昔から

そこにあったかのようでした。コンサートのプログラムは、

現役上級生聖歌隊、女声聖歌隊、新入生を含めた現役

聖歌隊、そして OB・OGを含めた聖歌隊によるものから

構成されており、それぞれ違った歌声を楽しむことがで

きました。コンサートを通して、特に素晴らしいと感じたの

が一体感です。チャペル、オルガン、聖歌隊、聴衆が皆

一体になっていたのを感じたのは私だけではないと思い

ます。音楽が持つ人々を一つにする力は本当に素晴ら

しいと思います。この立教聖歌隊という素晴らしい伝統が

いつまでも続くように願っています。 
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撮影：近藤 英幸 (コンサート) 

    田村 祥 (懇親会) 
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役員会会計担当 

 

〔収入の部〕 

(1) 2013年度の年会費、賛助金は 2014年 3月 31日ま

でに入金があったものです。 

年会費  105名 125,000 円 

賛助金   61名 277,000円 

合 計        402,000 円 

のご支援をいただきましたが、昨年に比べて年会費、

賛助金ともに増額となっておりますことを感謝いたしま

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) 郵便代、通信費120,190円は、懇親会、レクイエム奉

唱会の案内状、会報などの発送などに関する経費とし

て支出いたしました。 

 

(2) 会報、案内状作成に係る費用として、合計 131,695

円を支出いたしております。 

 

(3) レクイエム奉唱会のオーガニストへの謝礼金、チャペ

ルへの献金として、各々10,000 円の支出をいたしまし

た。 

 

(4) ブランスタッド隊長の小平霊園墓地管理料として東

京教区へ年額 1,000円を支出いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＢ・ＯＧ会会計（単位 円） 

2013年 4月 1日～2014年 3月 31日 

〔収 入 の 部〕 

繰 越 金         ８０，７６６ 

年会費・賛助金 

 年会費（１０５名）   １２５，０００ 

 賛助金 （６１名）   ２７７，０００ 

収 入 合 計      ４８２，７６６ 

〔支 出 の 部〕 

郵便代・通信費      １２０，１９０ 

会報・案内状印刷代     ６８，７７６ 

文具代           ４６，８４３ 

懇親会費用補填       ２６，０００ 

印刷・コピー代       １６，０７６ 

オーガニスト謝礼金     １０，０００ 

チャペルへの献金      １０，０００ 

インターネットドメイン料   ３，０００ 

小平霊園管理料        １，０００ 

交通費               ９８０ 

振込手数料             ６００ 

支 出 合 計      ３０３，４６５ 

繰 越 残 高      １７９，３０１ 

合     計      ４８２，７６６ 

 

総会・懇親会会計（単位 円） 

2013年 6月 22日 

〔収 入 の 部〕 

懇親会費 OBOG（３５名） １７５，０００ 

 同卒業後３年以内（８名） ２４，０００ 

賛助金（ショウ夫妻）    １０，０００ 

 同 （猿田夫人）      ５，０００ 

一般会計より補填      ２６，０００ 

収 入 合 計      ２４０，０００ 

〔支 出 の 部〕 

山  小  屋      ２４０，０００ 

支 出 合 計      ２４０，０００ 
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（敬称略） 

〔1950年代〕 

工藤俊雄 安永和夫 古谷倹次 大山省三 

鈴木侊子 今井和道 今井佐禧子 笹部久美子 

内藤博子 野田敏子 小川春乃 坂本敬 

佐藤健二郎                          （13名） 

 

〔1960年代〕 

中川直美 壇上仁江 福代亮三 橋本圭子 

糟谷愛 糟谷證 谷市三 高橋宏子 小笹絢 

西章 岩川武彦 菊地滋子 内田研吾        (13名) 

 

〔1970年代〕 

相澤牧人 植野さなえ 大西礼子 山田正子 

荒牧節子 大西信一 植野幸和 近藤みち子 

須藤恵子 伊藤正人 岩田次郎 渋澤博子 

高木慎二 徳住光則 志村純一 伊藤弥寿世 

阿部智子 長田睦子 鈴木雅美            （19名） 

 

〔1980年代〕 

玉野克子 廣瀬幹郎 紅林東史子           （3名） 

 

〔1990年代〕 

汲原早希 鍋島博美 森山弦人 森山友恵 

                                   （4名） 

 

〔2000年代〕 

古木清子 渡辺麻美 長谷緑 近藤英幸 

近藤朋子 石原絵美 木村公優 日置春海 

                                   （8名） 

 

〔2010年代〕 

近藤孝幸                            （1名） 

 

 

 

 

(敬称略) 

〔1950年代〕 

工藤俊雄 鴻輝夫 安永和夫 古谷倹次 大山省三 

鈴木侊子 松野裕子 板橋志津子 今井和道 

今井佐禧子 笹部久美子 内藤博子 野田敏子 

小川春乃 坂本敬 佐藤健二郎             （16名） 

〔1960年代〕 

小野翠 中川直美 大澤祐二 壇上仁江 鳥井祥子 

福代亮三 橋本圭子 糟谷愛 糟谷證 高木邦子 

高橋委作 高橋芙木 谷市三 高橋宏子 宮谷祥子 

宮谷仁太郎 小笹絢 鶴田洋子 西章 岩川武彦 

菊地滋子 鶴岡道子 内田研吾            （23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 増井真理子 植野幸和 

河野純子 小林悦子 近藤みち子 須藤恵子 

伊藤正人 岩田次郎 渋澤博子 高木慎二 徳住光則 

伊藤勉 榎本ひろ美 梶ヶ谷淑子 志村純一 鈴木良昌 

伊藤弥寿世 阿部智子 長田睦子 鈴木雅美 

田澤利之 安田裕子                   （29名） 

〔1980年代〕 

玉野克子 廣瀬幹郎 町田宏 佐藤美子 渡辺順子 

川原泰明 紅林東史子 吉沢正行 内田幸子 

                                     （9名） 

〔1990年代〕 

汲原早希 鍋島博美 武藤早苗 阿部ゆう子 谷田千尋 

古谷秀子 森山弦人 森山友恵              （8名） 

〔2000年代〕 

平瀬寿美 古木清子 平賀雅枝 宮崎幹子 小林留衣 

渡邊麻美 長谷緑 近藤朋子 近藤英幸 石原絵美 

木村公優 日置春海                       （12名） 

〔2010年代〕 

近藤孝幸 大河原麻菜美 李宰勲 石崎あすか 

橘怜美 豊田あつみ 南雲香織 渡辺美沙子 

                                    (8名) 
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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。 

 

 

ショウ 万里子 隊長夫人 

お世話になります。 

皆様にお目にかかるのを楽しみにしています。 

 

松原 榮 チャプレン 

ご案内ありがとうございました。感謝です。 

足腰を痛めて昨年２ヶ月程入院、退院と同時に

東京での一人暮らしは無理と大阪に連れられて、

今日に至っています。面倒を見てくれていた次女

暁美が、がんの緊急手術を受け、目下抗がん剤治

療を続けています。小生は、外出もままなりません

が、元気にはしています。 

集まりに行けないのが残念ですが、ご盛会を祈り

ます。気持ちは、皆さんと一緒に過ごしたいものと

思っています。 

 

村上 達夫 チャプレン 

ご盛会を祈ります。 

小生８８歳を超えました。十分な人生だったと思

います。特に立教聖歌隊のチャプレンだった当時

をなつかしく思い出します。 

 

広田 勝一 チャプレン 

皆様方のこれからの活動の上に、神の豊かなお

導きを、お祈り申し上げます。 

 

柳 時京 チャプレン 

今年２月末より、大韓聖公会管区事務所で働い

ております。教務院の総務局長という職責です。ま

た、４月１日からは、立教大学韓国事務所の所長に

なりました。立教とのつながりがより深くなることを嬉

しく思います。 

いつかは立教聖歌隊の OB・OG 会総会にも、是

非参加したいと願っています。 

 

香山 洋人 チャプレン 

４月から千住基督教会に加えて東京聖テモテ教

会の牧師を兼ねることになりました。また、後期は池

袋で２科目担当させていただきます。 

聖歌隊のますますのご発展と皆様のご健勝をお

祈り申し上げます。 

 

八木 正言 チャプレン 

ご案内ありがとうございます。 

残念ながら、うかがうことは叶いませんが、コンサ

ートの成功、その後のプログラムの盛会をお祈りし

ております。 

聖歌隊に連なる皆さんの上に、神様の豊かな祝

福と導きがありますように！ 

 

上田 亜樹子 チャプレン 

レインボーコンサートのご盛況と聖歌隊のご活躍

をお祈りしております！ 

 

 

廣田 淳一 （５５ 経済） 

ご連絡ありがとうございました。 

卒業後今年は５９年、来年は６０年になります。見

知った先輩は、工藤氏、細田氏になってしまって、

佐々木先輩もご健在でしたね。同期の池田君は、

昨年神に召され、天国に行ってしまいました。同期

はもういません。 

昔、皆さんから寄附を集めて、外国にパイプオル

ガンを注文しましたが会社が倒産してしまい、再度

寄附を集めて、さらにブランスタッド先生が作ってい

た教会音楽学校から４００万円を寄附して、パイプ

オルガンがチャペルに来ました……。 
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チャペルに新しいパイプオルガンが入ったとのこ

と、良かったですね。新しいパイプオルガンを聞い

てみたいです。いつかチャペルにそっと行って、お

祈りしたいと思います。 

現役の皆さん、がんばってください。 

 

鈴木 侊子（柳田）（Ｓ ５７文英） 

高齢のためどうしても外出を控えてしまいます。

若い方のご活躍を、陰ながら応援させていただきま

す。 

 

寺本 睦夫 （Ｂ ５７文基） 

OB・OG 会総会、懇親会のご案内ありがとうござ

いました。残念ながら出席できませんが、ご盛会を

お祈りいたします。 

私は８４歳となり、目はかすみ耳は遠くなりました

が、地元で施設慰問のボランティアや、主に宗教音

楽のコーラスグループに入って歌ってます。 

 

松野 裕子（遠藤）（Ａ ５７文英） 

松山に暮らして５９年、元気に過ごしております。

年に数回、実家のある東京に行きます。 

５月１７日（土）には、母校に行き、開いていたチ

ャペルに入り、８０年間生きて来られた感謝の祈りを

捧げて、しばしの時を神と共に過ごして参りました。 

学生時代の想い出を大切に、誇りにしておりま

す。 

 

今井 和道 （Ｏ ５８文英） 

昨年９月に志木聖母教会で、立教クワイヤーの

皆さんが奉唱してくださいました。 

現在の大学生活は３年間の感じで、４年目は就

活なのかなあ！というのが、「音」に感じたことでし

た。 

立教は高校もあり、高校からクワイヤーに、という

のはどうでしょう。小生は、〝中２〟からでした。オ

ペレッタにも出演しましたヨ！ 

 

今井 佐禧子（小林）（Ａ ５８文社） 

いつもお世話になり有難うございます。 

主人の体調が悪く、今のところ出にくくなりまし

た。 

 

野田 敏子（小林）（Ｓ ５８文社） 

所用があり残念ながら欠席となりました。 

現在も聖アンデレ教会の聖歌隊のメンバーで幸

せに過ごしております。コンサート、会のご盛会をお

祈り致しつつ……。 

 

青木 瑞恵（竹之内）（Ａ ５９文英） 

いつもお世話になり、ありがとうございます。 

お元気でいらっしゃいますか。元気で歌うことは、

肺活量もしっかりして、健康に大変良いそうです。

どうぞいつまでもご活躍ください。 

素敵な演奏を、楽しみにしております。 

 

坂本 敬 （５９社社） 

本年３月末で半世紀続けてきた仕事から解放さ

れたと思っておりましたが、思う様に離れることが出

来ず、来年３月末まで１年、保育者養成の仕事を続

けることになりました。 

６月２８日は、現場で働いておられる方々の研修

会のため参加することが出来ず、残念に思っており

ます。皆様によろしくお伝えください。 

 

佐藤 健二郎 （５９経済） 

すべてが、きれいに、便利になる中、昔と変わら

ぬたたずまいのチャペルをなつかしく思い、２年ぶ

りにレインボーコンサートに出席したく思います。 

毎回のご案内、有難うございます。 

 

佐藤 満寿哉 （Ｔ ５９文英） 

特に異常ありません。 

相変わらず、あっちこっちへ出回っています。 
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中川 直美（藤田）（６０文英） 

いつもご案内くださり、ありがとうございます。 

 

古市 欣生 （６０経済） 

１９５６～５７年度に在籍させて戴き、あとの２年間

は、立教 BSA本部（当時）役員を務めていました。 

西武鉄道を定年退職して、現在は所沢市の社会

教育委員など、ボランティアを務めています。 

教会は、日本聖公会清瀬聖母教会で信徒奉事

者に推薦され、アコライトなど務めています。 

清瀬では、故平野修先輩に親交いただきました

し、現在は天野克彦さんと一緒です。昨年は同期

の矢部勲弘君の葬儀に立会わせていただきまし

た。 

 

橋本 圭子（今村）（Ａ ６２文心） 

元気にしていますが、池袋も遠くなりました。 

 

糟谷  證 （Ｂ ６３理物） 

糟谷  愛（植松）（Ａ ６３文心） 

欠席いたします。今度のコンサートは、なつかし

い曲がいっぱいなのに、残念です。 

ご盛会を祈っております。 

 

高木 邦子（和気）（Ｓ ６３社社） 

いつもご連絡ありがとうございます。 

相変わらずですが、市内の女声合唱団、都内の

混声合唱団で楽しく歌っています。 

 

高橋 委作 （６３文心） 

高橋 芙木（稲垣）（６３文史） 

不順な天気でございますが、お元気でいらっしゃ

いますでしょうか。いつもご通知ありがとうございま

す。 

残念ながら欠席いたしますが、ご盛会をお祈りい

たしております。どうぞ、お身体お大切になさってく

ださいませ。 

 

竜崎 嘉明（劉）（６３経済） 

残念乍ら！６月２３日より１０月３日迄、ハワイに在

住……。なので今回は欠席です。 

皆様のご活躍を願っています。アロハ、ごきげん

よう！ 

 

天野 克彦 （６４文基） 

天野 恵子（磯谷）（Ｓ ６７法法） 

いつもご案内ありがとうございます。 

教会で、おとなと子どものいっしょの日曜学校で、

ミュージック・ベルを楽しんでいます。 

 

斎藤 潤子（品川）（Ｓ ６４文英） 

現役聖歌隊の活躍と、OB・OG の元気な姿の中

に、カール・ブランスタッド先生のお導きの賜物を感

じています。 

 

高橋 宏子 （Ａ ６４文史） 

いい年をして、日常大忙しで元気です。 

書類拝見が遅れてしまって、お返事も遅れてしま

いました。ごめんなさい。 

なつかしい礼拝堂チャペル、山小屋など、折が

あったら是非、次の機会に（奉唱会は無理、他のイ

ベントにです。）参加させて頂きたく思っています。 

 

河野 礼子（壱岐）（Ａ ６５文心） 

ここ数年体調を崩し、この４ヶ月入院していました

が、快方に向かっています。今、自宅でヘルパーさ

んの手助けを受けています。 

同級生、小笹（南部）さん、鶴田（佐藤）さん等の

励ましを頂いています。現役時代に歌ったことを想

い起こしてなつかしく思います。 

 

鶴田 洋子（佐藤）（Ｓ ６５文日） 

ようやくフリーの身になり、昨年はレクイエム奉唱

に参加しました。 

学生の時は単なる音としか受け取れなかったの

に、今回、音が様々な情景を想起させることに気付
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き、改めて驚きました。 

要するにそれだけ幾多の歳月が私を通り過ぎて

行ったということでしょうか。 

 

岩川 武彦 （Ｂ ６７経済） 

昨年８月に、四十数年ぶりに、東京に転居しまし

た。 

一年の内、半分ほど海外にいますので、今回も

欠席させて頂きます。 

みなさまに、宜しくお伝えください。 

 

菊地 滋子（松本）（Ａ ６７文史） 

ご盛会をお祈りいたします。 

 

伊藤 三千子（黒田）（Ａ ６９文英） 

ご案内頂戴しありがとうございます。今年も伺えま

せん。ご盛会をお祈りしております。 

 

黒崎 千束（稲垣）（Ｓ ６９文日） 

いつもご連絡頂きましてありがとうございます。 

音楽のある生活を心がけております。 

コンサートを楽しみにしております。 

 

相澤 牧人 （Ｂ ７０文史） 

５月の日本聖公会総会を終えて、総主事の任が

終わり、いわゆる教会の現場に戻りました。 

市川聖マリヤ教会牧師、マリヤ幼稚園の園長とし

ての任に就きました。定年までの期間（４年）をこの

教会の働きに励むことになります。 

 

青山 尚徳 （Ｔ ７０理物） 

青山 博子（平林）（Ａ ７０文英） 

いつもご連絡、ありがとうございます。 

 

大西 信一 （Ｔ ７１経済） 

大西 礼子（小笠原）（Ｓ ７０文史） 

残念ながら先約のため欠席いたします。年々、

声が出なくなって、加齢の辛さを感じていますが、

クワイヤー活動を続けております。（礼子） 

 

根岸 恵子（吉野）（Ｓ ７０文基） 

遅ればせながら、我が家にも孫時代がやってき

ました。２人の孫に鼻の下のばして、じじ・ばば生活

をしています。 

下手なヴァイオリンを教会で、時折り弾いていま

す。                   （うばざくらより） 

 

荒牧 節子 （Ｓ ７１文英） 

当日は他用があり、欠席させて頂きます。 

皆様のご健康と、会のご発展をお祈り致します。 

のんびりと独り暮らしを楽しむ毎日です。 

 

増井 眞理子（室井）（Ｓ ７２文日） 

４月１１日、白鳥が列を組んで、鳴きかわしながら、

もっと北へと飛んでいきます。今年は雪どけが遅く、

まだ白い景色の方が多く見えますが、ビニールハウ

スの中は３０度、７月初めに収穫する白いとうもろこ

しの苗を移植しています。 

空に、雲に、風に、野の花に……美しく、あたた

かい恩恵をたくさん感じられるこれからの季節が大

好きです。 

皆様のご健勝を祈ります。 

 

加藤 博道 （Ｔ ７３社社） 

日本聖公会東北教区主教となって１１年目、東

北６県の教会を駆け巡っていますが、特にこの３年

間は東日本大震災被災地の教区として特別な経

験をしてきました。 

２月末にスコット・ショウ隊長以下現役の聖歌隊メ

ンバー及び他のチャペル団体有志７６名の皆さん

が「東北巡礼キャラバン隊」として被災地を訪問、仙

台の礼拝でも歌ってくださったことを感謝してご報

告したいと思います。大変嬉しいことでしたし、学生

の皆さんにとっても良い経験であってくださればと

願っています。 
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須藤 恵子（後藤）（Ａ ７３社社） 

現在もまだ仕事継続中です。 

６月末は娘の第二子の出産予定となっており、孫

を預からなければならないので、残念ながら欠席い

たします。 

なつかしい歌もあり、ご一緒に歌いたかったので

すが残念です。 

どうぞ良い会となりますようお祈りいたしておりま

す。 

 

伊藤 正人 （Ｂ ７４文仏） 

伊藤 弥寿世（若林）（Ｓ ７６文仏） 

毎年のご連絡、ありがとうございます。いつも乍ら、

何のお役にも立てませず、本当に申し訳ございま

せん。 

今年も、諸事情により、大変残念ながら欠席いた

しますが、ご盛会を心よりお祈りしております。 

 

渋澤 博子（高田）（Ｓ ７４文基） 

６月の最終週は、夫の仕事の関係で、沖縄に行

く予定があり、残念ですが欠席致します。 

昨年から、教会関連の幼児グループの仕事をし

たり、オルガンの講習を受けたり、合唱を続けたりと、

６０代を楽しんでいます。 

 

高木 慎二 （Ｂ ７４経済） 

定年退職して４年目。再任用でフルタイムで働い

ております。 

歌う機会はほとんどありません。聴ける機会、あり

がとうございます。盛会を祈念しております。 

 

掛川 祐司 （Ｔ ７６法法） 

５月中旬より舗装工事の仕事が多忙になり、コン

サート及び懇親会には出席できません。 

今回は Stanford の作品で、是非、聞きに伺いた

かったのですが残念です。まだ４～５年間はこのよ

うな状況が続いてしまうのではないかと思います。 

今後とも宜しくお願い申し上げます。 

阿部 智子（三保谷）（Ａ ７７文史） 

諸先輩方とともに、目白聖公会の聖歌隊として活

動しています。Organ は、立教大学の音楽研究所

の講座に参加するなどして、細々と続けておりま

す。 

学生時代に出会えた人々との縁、そして教会に

まつわる活動が続けていられることに感謝の日々で

す。 

生涯かかわっていきたいと思います。 

 

湯浅 宣子（大林）（Ｓ ７７社産） 

英国ケンブリッジでの約１年は、毎日踊り、コンサ

ートに行き、各地に住む長年の友人らと過ごし、実

りある素晴らしい時でした。 

未だに、浦島状態のリハビリ中……。 

 

田澤 利之 （Ｂ ７９法法） 

新しくなったチャペルで、新しいパイプオルガン

伴奏による演奏、また懇親会に参りたいと願ってお

りましたが、仕事のため欠席させていただきます。 

ご盛会をお祈りいたします。 

ところで、最近の聖歌隊の中から、受洗者が増え

ているのでしょうか、聖職者が生まれているのでしょ

うか。危惧しています。 

受洗者が増え、聖職者が生まれなければ、教会

も維持できませんし、聖歌隊の伝統も途絶えてしま

います……。 

 

藤岡 比佐志 （Ｂ ８０法法） 

ご盛会を祈念しています。 

 

廣瀬 幹郎 （Ｔ ８１社産） 

ご盛会をお祈りします。 

 

小島 真理子（坂内）（Ａ ８１社社） 

いつもご連絡ありがとうございます。 

当日は所用のためうかがえませんが、皆さまにと

りまして楽しい一日となります様に。 
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小栗 献 （Ｂ ８６文独） 

予定があわず出席できませんが、盛会をお祈りし

ております。 

 

西山 恵理子（窪田）（Ａ ９１文基） 

いつもお誘い、ご連絡、どうもありがとうございま

す。 

皆様のご活躍および会のご盛況を、心よりお祈り

申し上げます。 

 

汲原 早希（石井 宏枝）（Ａ ９２経済） 

自宅にて、自然療法ホメオパシーのセンターを

開設、家事育児をしながらぼちぼちやっております。

最近では、NLP（実践心理学）プラクティショナーと

いう米国の資格も取得、カウンセリングスキルアップ

に励んでいます。 

昨年は、懇親会に参加させて頂き、現役の皆様

の人数の多さとレベルの高さに感動しました！（自

分が現役の頃は、男声が少なくて大変でした……） 

今年はコンサートに挑戦してみようと思います。１

５年以上まともに歌ってないのですが(>_<)、皆様の

ご迷惑にならないようにしたいです。よろしくお願い

いたします！ 

 

松井 連奈（桃井）（Ｓ ９７文基） 

いつもご連絡ありがとうございます。 

残念ながら欠席ですが、歌いたくなる曲ばか

り！！のラインナップで、現役時代を懐かしく思い

出します。 

ショウ先生のもと、皆様どうかお元気でご活躍く

ださい。コンサートのご成功をお祈り申し上げます。 

 

阿部 ゆう子（塚田）（Ａ ９８文基） 

いつもご案内ありがとうございます。 

レインボーコンサートの曲目を拝見して、学生時

代を懐かしく思い出しました。 

皆様のご活躍をお祈り申し上げます。 

 

谷田 千尋（青木）（Ａ ９８文基） 

本当に久し振りの出席ですので、楽しみにして

おります。コンサートともども、よろしくお願いいたし

ます。 

 

古谷 秀子 （Ａ ９８文基） 

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、ご盛会と皆様のご

健勝を、お祈り申し上げます。 

 

平賀 雅枝 （Ａ ０２法法） 

仕事の都合で、欠席いたします。申し訳ありませ

ん。 

Ye choirs of new Jerusalem，…… 

なつかしく、参加したかったです。 

できましたら、コンサートの CD、いただけないで

しょうか？ 

 

岡本 領 （Ｔ ０３観光） 

岡本 絵美（渡辺）（Ｓ ０４文心） 

領は単身赴任で名古屋、絵美は東京での仕事

をしつつ、育児にも奔走しています。１歳になった

息子の成長の早さに驚く日々です。 

当日伺えませんが、ご盛会をお祈りしておりま

す。 

 

沖田 直哉 （Ｂ ０４文基） 

校友会総務委員の仕事で、相変わらず忙しくし

ています。 

当日は本業の仕事で大島へ行っている予定で

す。離島なので簡単に東京（というか本州）に戻れ

ません。 

ご盛会をお祈りしています。 

 

山田 亜弥（佐藤）（Ｓ ０４法法） 

外遊びの大好きな１歳の息子と、公園通いの

日々です。 

自分史上１番日焼けする１年となりそうです。 
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中村 紗代子（元田）（Ａ ０６文史） 

その頃に１０ヶ月になる子供がおりますので、コン

サートへの参加も難しいかもしれません。 

会のご成功をお祈りしております。 

 

清水 緑（長谷）（Ａ ０７文史） 

６月２２日、思い出のチャペルで無事に結婚式を

挙げることができました。ご参列頂いた方々、ありが

とうございました。 

残念ながらコンサートのみの参加ですが、会の

成功をお祈りしております。 

 

森 千尋（村上）（Ｓ ０７文仏） 

今年は、練習日程の都合がつかず、残念ながら

欠席させて頂きます。コンサートおよび懇親会の成

功をお祈り申し上げます。 

なお、私事で恐縮ですが、昨秋、結婚の運びと

なり、姓が変わりました。 

 

加藤 三和 （Ｓ １０文仏） 

今年の夏から、また留学に出ます。フランスにお

立ち寄りの際は、ご一報ください。 

春か夏、年に一度は帰国したいと思っています。 

 

角田 寿瑞子 （Ｓ １０文基） 

今年一年は、韓国にいる予定です。また皆様と

歌いたいです。 

ご盛会をお祈り申し上げます。 

 

増田 美佳 （Ｓ １４社社） 

お世話になってます。 

無事に社会人になることができました。今後とも、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 
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