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主の平和 立教学院諸聖徒礼拝堂聖歌隊

聖歌隊 OB・OG の皆様、

OB・OG 会の皆さまにおかれましては、お

いかがお過ごしですか？ 現在、聖

元気でご活躍のことと存じます。

歌隊のリハーサルと礼拝奉仕が終了し、

わたしの合唱との関わりは、以前にも申

学生はレポートと試験勉強で忙しく過ご

し上げましたが、小学校 4 年以来立教大学

しています。今月末から、合宿で練習

卒業までの 16 年間、その後 16 年間のブランクがあって 1989

する曲目の準備と9月15日のソロ発表会の練習が始まります。

年 6 月に目白聖公会聖歌隊隊長をお引き受けし、また 95 年
6 月からは、かつて猿田隊長が指導された東京教区聖歌隊

そして、来年2月、イギリスツアーが3年ぶりに行われますので、

隊員として歌っており、合唱活動を再開してから 26 年になり

秋学期のリハーサルは奉唱会の曲目に加え、イギリスで歌う音

ます。

楽も練習します。秋学期は相変わらず忙しい数ヶ月になると思

聖公会という教会は、プロテスタント教会の中に位置づけ

います。幸いに、今年も多くの新入生が仮入隊しましたので、

られる教会であるにもかかわらず、カトリック教会を含めたキリ

両聖歌隊（混声と女声）は安定しています。

スト教礼拝音楽の豊かな伝統を受け継いできた教会です。
秋と言えば、今年も皆様と一緒にレクイエムを歌います。ご存

一方、現代の作曲家も、新しい聖歌やチャント、アンセム、モ
テットを次々と作曲しており、こうした新しい楽曲も、わたした

知の通り、長年立教のチャペルで響いていなかったケルビーニ

ちの礼拝の中で自由に用いられ、礼拝を一層賛美に満ちた

作曲のレクイエムになりました。記録によると、1956年～1977年

ものとしています。

の間、6回ほど奉唱されていますが、最近は歌っていないようで

また、立教キャンパスの音楽的な環境の充実は、OB・OG

す。規模の大きなオーケストラが必要ですので、60万円以上か

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

かります。予算の大半はブランスタッド基金より頂いていますが、

と確信しています。さらに、ショウ聖歌隊長が所長を務める立

利息の少ない現在、仕方なく元本を取り崩しています。次の世

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

代に残すため、毎年OB・OG会から頂く資金は大変大きなサポ

て礼拝音楽の研修会を開催しています。

ートになっています。今後の援助も心から感謝します。

わたしは、こうした音楽的に恵まれた環境の中にあって、

レクイエム奉唱会でお目にかかるのを楽しみにしています。

立教聖歌隊の中で訓練を受けた多くの 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充実し、
賛美に満ちたものになるよう願っています。
本年 6 月の総会におきまして、3 期 9 年務めました会長に
再選され 10 年目に入り、そろそろ次期の会長を考える時期
に来ています。また役員も、世代交代を図っていく時期に来
ていると思います。「立教聖歌隊 100 周年」に向かって、新し
い時代にふさわしい新役員を選出していきたいと考えていま
すので、皆さまのより一層の力強いご協力を、切にお願いい
たします。
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2月

28,1 日

ウィンタートレーニング

3月

4-10 日

春合宿

3月

10-16 日

6月

24 日

卒業礼拝

25 日

大学院学位授与式

25 日

大学院学位授与式

3,4,5 日

1-2 日

春学期活動開始
入学式

4月

イースター礼拝
新歓ハイク（千葉県岩井海岸）

9日

創立記念礼拝

8日

ペンテコステ礼拝

28 日

5月

6月

レインボーコンサート

4,6,7 日

入学式

5日

イースター礼拝

1-2 日

新歓ハイク（千葉県岩井海岸）

9日

創立記念礼拝

24 日

ペンテコステ礼拝

27 日

レインボーコンサート
OB・OG 総会

OB・OG 総会
8月

1,2 日

サマートレーニングⅠ

30 日

サマートレーニングⅡ

秋学期活動開始
9月

2-8 日
10-13 日

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

2日

ウィリアムズ主教記念礼拝

9日

メサイア演奏会

1月

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

24 日

後期活動終了、スタッフ交代

31 日

サマートレーニングⅠ

8月

1日

サマートレーニングⅠ

28,29 日

サマートレーニングⅡ

9月

女声聖歌隊夏合宿(山梨県河口湖町)
入隊式

7月

秋学期活動開始

混声聖歌隊夏合宿(群馬県片品村)

21 日

12 月

春合宿

卒業礼拝

20 日
5月

ウィンタートレーニング

24 日

春学期活動開始
4月

6,7 日

1-7 日

混声聖歌隊夏合宿(群馬県片品村)

8-11 日

女声聖歌隊夏合宿(群馬県片品村)

20 日

入隊式

10 月

24 日

レクイエム奉唱会

11 月

上旬

逝去者記念礼拝

7日

Choir Festival

2日

ウィリアムズ主教記念礼拝

9日

メサイア演奏会

中旬

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

24 日

後期活動終了、スタッフ交代

2月

下旬

英国教会音楽研修

12 月
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6 月中旬には、芸術劇場で開催されたショウ先生のオ
ルガンコンサートに聖歌隊も出演し、レインボーコンサート
第 1 部で演奏する曲を中心に 3 曲を歌うなど、非常に貴重

2015 年度聖歌隊公式文書 田中 鈴子

な経験になりました。また、6 月 27 日のレインボーコンサー
今年度もスタッフの引き継ぎは例年通り 1 月に行われま

トでは、第 1 部は上級生、混声、女声、現役全員など様々

した。今年は現聖歌隊長のスコット・ショウ先生が研究休

な構成でそれぞれの曲を演奏し、第 2 部では現役・OB・

暇でご不在の中でのスタートでしたが、混声聖歌隊・女声

OG 一丸となって曲を作り上げました。さらに、第 2 部では

聖歌隊の垣根なく協力して運営を行いました。

今年から新たに、若い世代の OB・OG によるプログラムも

3 月には新 2・3 年生全員で春合宿を行いました。前スタ

登場しました。

ッフが休隊し、隊員数が減少したことで、一時的に混声聖

今後の予定としましては、夏季休業中に夏合宿を行い、

歌隊と女声聖歌隊が合同で活動を行うこととなりましたが、

秋学期の奉仕に向けて練習を重ねて参ります。秋学期に

全員で同じ曲を作り上げるための、とても充実した合宿と

は例年通り、入隊式、レクイエム奉唱会、メサイア演奏会、

なりました。

クリスマス礼拝などが行われる予定です。さらに今年度末

春学期の活動が本格化する 4 月は、新歓時期とイース

の 2016 年 2 月には、英国教会音楽研修を予定しておりま

ターが重なったため非常に慌ただしい月となりましたが、

す。

合宿の成果を発揮し、イースター奉仕を無事終えることが

年々大所帯となる聖歌隊ですが、OB・OG の皆様の御

できました。また、新歓活動ではたくさんの新入生が集まり、

力添えのもと、円滑な運営を行うことが出来ておりますこと

最終的に女性 15 名・男性 8 名の仮入隊者を迎えました。

を感謝申し上げます。先日のコンサートでも英国研修のた

5 月 24 日にはペンテコステがあり、そちらでの奉仕が新

めにたくさんのご寄付を頂き、ありがとうございました。皆

入生の主日礼拝での初奉仕となりました。混声聖歌隊・女

様のご支援に支えられていることを忘れず、日々の活動

声聖歌隊合同で、総勢 60 名を超える人数での奉仕でし

に尽力して参ります。今後もご支援のほどお願申し上げま

たが、会衆の方々にも温かく迎え入れて頂きました。

す。
2015 年 7 月 19 日
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ありとても喜ばしいことですが、その分団体で負担すべき
費用が大幅に増加してしまいました。今後 OB・OG の皆様
にもご協力を仰ぐこともあるかと思いますが、その際は何

2015 年度聖歌隊英国教会音楽研修実行委員長

卒よろしくお願い申し上げます。

古川 真咲季

日ごろ応援、ご支援いただいております方々へ、今回

（文学部文学科ドイツ文学専修 2 年）

の経験を奉唱という形でもって還元できるよう努めて参りま
現在、私たち実行委員は来春に予定している英国教会

す。

音楽研修に向けて準備を進めています。数年ごとに英国
で行われるこの研修は、多くの目的を持って開催されてお
り、過去の研修においても聖歌隊はもちろん、隊員個人も
多くの実りを得てきました。

OB・OG 会 Web サイトのご案内

今回英国教会音楽研修を開催するにあたって、私たち
が特に力を入れたいと考えていることは、隊員一人一人の
礼拝に対する理解を深めることです。みなさんご存知の通
り、立教学院諸聖徒礼拝堂聖歌隊は、日ごろから様々な
方のご指導、ご支援を受けて奉唱の質の向上を図ってい
ます。しかし、学生である以上聖歌隊としての活動と学業
との両立は必須であるため、聖歌隊として活動できる時間
はとても限られたものになっています。その結果、歌を歌う

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

ことで礼拝奉仕をする隊員は、歌唱という点ばかりを重視

現役聖歌隊の演奏会の予定

して、普段自分たちの参加している礼拝の意味や教会の

OB・OG が参加する聖歌隊や合唱団の情報

役割などといった、礼拝奉仕をするうえでの基本的なこと

過去の OB・OG 会会報データ 等

を考えるのを忘れてしまいがちです。礼拝に「聖歌隊」とい

随時更新しております

う奉仕者として参加する以上、奉唱の質を向上させるため
にも、私たちには礼拝や聖歌隊について学び、じっくりと
考える機会が必要であり、その機会として最も適している
のが英国での研修ではないか、と私たちは考えています。

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～

聖公会発祥の地である英国で、伝統ある礼拝に参加する
ことは、礼拝を理解する意欲を沸かせるとともに、礼拝に
ついてじっくりと考える良い機会となることでしょう。

毎号確実に本会報をお手元にお送りするた

また、今回の研修では、現地の教会やカレッジの聖歌

め、住所変更の際は事務局まで新しい住所を

隊指導者から実際に指導を受けることや、コンサートの開

お知らせください。

催、普段礼拝で奉唱している曲の作曲家ゆかりの地の訪

事務局： info@rikkyo-choir-alumni.com

問なども予定しており、歌唱に対する意欲、技術の向上も

（会費・賛助金振込用紙の連絡欄にご記入いた

目的としています。現地の教会で生の音を聴き、作品の

だいても結構です。宜しくお願いいたします）

時代背景を学ぶといった経験は、隊員一人一人の歌い方
の幅を広げ、曲に対する理解を深めることでしょう。
最後に、今回の研修は聖歌隊員だけで約 60 人にも及
ぶ渡航人数となる異例の大所帯となっています。これは本
年度に約 20 人もの新入生が仮入隊をしてくれたおかげで
4
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日置 春海（2009 年卒）

高橋 淳（2015 年卒）

数年ぶりにコンサートの演奏者側として参加しました。馴染

今年 3 月に立教大学を卒業し、今回が卒業後初めてのコ

んだチャペル故に本番もさほど緊張せずにいたつもりでした

ンサートでした。大学に残っている身でありながら、なかなか

が、終わって外へ出た途端の安堵感が懐かしく、その時にな

チャペルには立ち寄っておらず、久しぶりに聖歌隊の歌を聴

って久しぶりなのだと実感しました。在学中は、社会人になっ

けるのを楽しみにしていました。コンサートはほぼ毎回バルコ

たら歌う機会などそうないのだろうと漠然と思っていたので有

ニーで聴いているのですが、まだ聖歌隊を離れてからあまり

難いことだと思います。

時間が経っていないにもかかわらず、バルコニーからの眺め

懇親会では何よりも学生の皆さんの活気を感じました。心

は懐かしく感じられました。自分が在籍していた頃よりもさら

なしか年々元気になっている気がします。それに加えて、会

に人数の増えた聖歌隊は、見た目も歌も圧巻でした。

場で歌って下さったときに、指揮者が立つとさっと雰囲気が

そして、OB として初参加した OB・OG 総会は現役時代と

切り変わっていたのが見事で印象に残りました。日々の練習

は違い第一食堂で行われたためとても新鮮なものでした。し

の賜物だと思います。海外合宿を計画中とのことなので是非

かし、会自体は例年通りのもので、新入生の歌を聴くことでま

実現させて充実した時間にして欲しいです。ささやかでも資

た一年が経ち、新しい代の始まりを感じました。先輩や後輩、

金集め等に協力できればと思いました。

同期など普段は会えない人たちと話す機会は貴重なものだ

また、一日を通して大先輩の皆様に随分お声掛けを頂き、

と思いますし、純粋に会を楽しむことができました。

これも大変有難いことでした。ときどき行事にお邪魔している

今後も大所帯となった聖歌隊がどのような活躍をしていく

程度にも関わらず覚えて頂いていることを嬉しく思います。気

のか楽しみにしています。

がつけば今回一緒に歌った OB・OG は後輩にあたる方が多
くなりました。巡り合わせから今後へ繋げていけるように、私も
こうした機会を大切にしていきたいと思います。
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（撮影：浦本 康平）
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役員会会計担当

ＯＢ・ＯＧ会会計（単位 円）

〔収入の部〕

2014 年 4 月 1 日～12 月 31 日

(1)2014 年度の年会費、賛助金は 2014 年 4 月 1 日から 12

〔収 入 の 部〕

月 31 日までに入金があったものです。

繰

年会費 110 名 110,000 円
賛助金

金

１７９，３０１

年会費・賛助金

57 名 246,000 円

合 計

越

356,000 円

のご支援をいただきましたが、残念ながら、昨年度に比

年会費（１１０名）

１ １０ ，０ ０ ０

賛助金 （５７名）

２ ４ ６ ，０ ０ ０

総会・懇親会会費

べて年会費、賛助金ともに減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

５千円×３３名

１ ６ ５ ，０ ０ ０

３千円×１２名

２６，０００

収 入 合 計

です。

７３６，３０１
〔支 出 の 部〕

総会・懇親会費用

(3) 総会・懇親会会費として、2011 年以前卒業のＯＢ・Ｏ

山小屋支払い

Ｇから 5,000 円、2012 年以降卒業の OB・OG から 3,000
円、合計 181,000 円を頂きました。
〔支出の部〕
(1) 総会・懇親会費用として、別表のとおり、合計 341,185

３００，０００

コピー・宛名シール代

２１，１８１

名札等文具代

１３，１１２

郵送料

５，７３４

飲み物代

１，１５８

会報作成費用

円支出いたしました。

印刷・コピー代

８０，１５５

レインボーコンサート費用

(2) 会報作成費用として、別表のとおり、合計 80,155 円支
出いたしました。

チャペル献金

１０，０００

オーガニスト謝礼

１０，０００

レク イエ ム奉 唱会賛 助金

(3) レインボーコンサート費用およびレクイエム奉唱会賛

２５０ ，０００

助金として、別表のとおり、合計 270,000 円支出をいた

小平霊園管理料

しました。

支 出 合 計

９２，３４０

繰 越 残 高

４３，９６１

合

(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。
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（敬称略）

(敬称略)

〔1950 年代〕

〔1950 年代〕

工藤俊雄 古谷倹次 細田榮一 廣田淳一

工藤俊雄 鴻輝夫 古谷倹次 細田榮一 廣田淳一

大山省三 鈴木侊子 今井和道 野田敏子

松野裕子 大山省三 鈴木侊子 今井和道

青木瑞恵 小川春乃 佐藤健二郎

（11 名）

野田敏子 青木瑞恵 小川春乃 坂本敬
佐藤健二郎

（14 名）

〔1960 年代〕

〔1960 年代〕

中川直美 古市欣生 橋本圭子 芦澤順

中川直美 古市欣生 鳥井祥子 橋本圭子 芦澤順

糟谷愛 糟谷證 谷市三 竜崎嘉明

糟谷愛 糟谷證 高木邦子 高橋委作 高橋芙木

高橋宏子 西章 岩川武彦 菊地滋子

滝口俊子 谷市三 竜崎嘉明 天野克彦 高橋宏子

内田研吾 田中桂子

（14 名）

宮谷祥子 宮谷仁太郎 西章 天野恵子 岩川武彦
菊地滋子 鶴岡道子 伊藤三千子 内田研吾

〔1970 年代〕

田中桂子

相澤牧人 青山尚徳 青山博子 植野さなえ

〔1970 年代〕

島中文雄 荒牧節子 植野幸和 近藤みち子

相澤牧人 青山尚徳 青山博子 植野さなえ

須藤恵子 伊藤正人 渋澤博子 高木慎二

島中文雄 根岸恵子 荒牧節子 吉野雅己

徳住光則 桐迫馨代 伊藤弥寿世 阿部智子

増井真理子 植野幸和 加藤博道 河野純子

長田睦子 鈴木雅美

（18 名）

(25 名)

小林悦子 近藤みち子 須藤恵子 伊藤正人
渋澤博子 高木慎二 徳住光則 伊藤勉

〔1980 年代〕

榎本ひろ美 梶ヶ谷淑子 桐迫馨代 志村純一

齊藤敦子 末廣禎一郎 末廣里夏 紅林東史子

伊藤弥寿世 掛川祐司 阿部智子 長田睦子

鈴木喜正

（5 名）

鈴木雅美 田澤利之

（30 名）

〔1980 年代〕
〔1990 年代〕
長塚望 森山弦人 森山友恵

齊藤敦子 高島なお子 藤岡比佐志 細谷厚子
（3 名）

佐藤美子 鈴木裕子 渡辺順子 末廣禎一郎
末廣里夏 紅林東史子 内田幸子 鈴木喜正

〔2000 年代〕
金指もと子 高橋良之

〔1990 年代〕
（2 名）

善木洋子 汲原早希 稲葉明之 武藤早苗 長塚望
谷田千尋 古谷秀子 森山弦人 森山友恵

〔その他〕
ショウ・スコット ショウ真理子

(12 名)

(9 名)

〔2000 年代〕
（2 名）

平賀雅枝 山崎愛子 石原絵美 木村公優
日置春海

(5 名）

〔2010 年代〕

以上のほか、2 名の有志の方から賛助金を頂きました。

岩崎拓巳 近藤孝幸 金指もと子 高橋良之
橘怜美 豊田あつみ 南雲香織 村上陽 盛田梓
磯部佳奈子 根森友佳子
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梶原 達観 （Ｔ 50 文社）

OB・OG 会総会及び懇親会の出欠葉書にお寄せ

卒業したのが、遠い遠い昔になってしまいました。91 歳。

頂いたメッセージ、近況報告などをご紹介致します。

まだ現役で働いています。学術団体の役員をしています。
鴻 輝夫 （Ｂ 52 経済）
ご案内いただき有難うございます。毎年この日を楽しみに

猿田 潤子 隊長夫人

しております。 年なりに元気に過ごして居ります。

ご無沙汰しております。何とか元気に過ごしております。

小笠原 汎 （Ｔ 56 文英）

OB・OG 会総会のご案内、ありがとうございました。残念なが

参加の皆様に素晴らしい「音」を聞かせてあげてください。

ら欠席とさせていただきます。ご盛会を祈っております。

希望「参加したい」「歌いたい」「ＣＤがほしい」。どうぞよろし

松原 榮 チャプレン

く。

早いもので、東京を離れて 2 年過ぎました。歩行困難で、

大山 省三 （Ｔ 57 経済）

自力でなかなか外出できませんが、週 2 回のデイサービスと、

現在、大腸手術を受け、養生中。

週 2 回の身体機能訓練付デイサービス（ともに送迎付）に参

寺本 睦夫 （Ｂ 57 文基）

加して心身の元気さを保っています。クワイヤーの集いに参

ますますのご活躍を祈っております。

加できないのは残念ですが、ご盛会を祈ります。チャプレン

松野 裕子（遠藤）（Ａ 57 文英）

在任時の皆さんによろしく。 行けたら行きたいですね！！

2 月中旬に肋骨 3 本折りましたが、このほど全快と診断され

遠山 隆夫 チャプレン

ました。

父隆夫、昨夏 90 歳となりました。母とホームで、何とか現状

昨年 10 月 25 日には長女と共に、大学のチャペルでモー

維持の健康を保っています。皆様のご活躍と会のご盛会を、
お祈りしています。 （娘・高橋典子さんより）

ツアルトのレクイエムを聴き、感動を新たに致しました。学生

香山 洋人 チャプレン

時代に 2 度奉唱し、その後も度々聴いております。この秋 82
歳になりますが、これからも機会あるごとに、レクイエムを聴き

残念ながら、うかがうことができません。新しいオルガンと
聖歌隊のハーモニーを聴くチャンスが無いのがとても残念で

に伺います。

す。ご盛会をお祈り申し上げます。

諌山美保子（坂本）（Ｓ 58 文社）
ご案内ありがとうございました。

八木 正言 チャプレン
福島に来て一年、避難生活を強いられている方々と、そし

皆様と久し振りにお目にかかれると思っていましたが、あい

て教会の皆さんにも、ショウ先生に送っていただいた聖歌隊

にく甥のコンサートと重なり、今回は失礼いたします。コンサ

のＣＤを聴いていただき、元気をもらっています。

ート、総会ともに、ご盛会を祈っています。
私個人としては、年甲斐もなく元気で、何かと忙しい日々

これからも東北と「共に」歩んでください。

を送っています。

盛会をお祈りしています。

板橋志津子（網蔵）（Ｓ 58 経営）

上田 亜樹子 チャプレン

おかげさまで、現役以来、クワイヤーガールを続けさせて

ご丁寧なご案内を、どうもありがとうございました。
この 4 月から立教女学院では、チャプレンは一人体制となり、

頂いております。今年のレクイエムのケルビーニ、楽しみです。

様々な調整の毎日です。

聖歌隊としての心を忘れずに、教会生活を過ごせますように
と願いつつも、あわただしく過ごしており、反省しなければ…

6 月 27 日のレインボーコンサートと懇親会が、祝福され実

今井 和道 （Ｏ 58 文英）

り多いものとなりますように、お祈りしております。

学校教育授業から「音楽」を無くそうとしている日本で、山
田耕筰も教えを受けたガントレットさんから今に続く、クワイヤ
ーの伝統を、「日本の伝統」として発展させてほしいと思いま
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す。

今回は都合が悪く出席出来ません。ご盛会をお祈り申し

関本 実 （Ｔ 58 経済）

上げます。皆さまによろしくお伝えくださいませ。どうぞお身

今年で傘寿を迎えました。最近は体調不良のため、外出

体を大切になさってくださいませ。

が難しくなっています。コンサートのご成功を祈っております

滝口 俊子（三浦）（63 文心）

野田 敏子（小林）（Ｓ 58 文社）

臨床心理士として仕事を続けています。

残念ながら海外旅行と重なってしまいました。

天野 克彦 （64 文基）

ご盛会をお祈り申し上げます。

天野 恵子（磯谷）（Ｓ 67 法法）

坂本 敬 （59 社社）

いつもご連絡ありがとうございます。

久しぶりに皆様にお会いできると思っていましたが、残念

今年もイースターには、朗読ミュージカルを作り、主イエスを

ながら欠席です。皆様によろしくお伝えください。

思い起こし、皆でイースターを祝いました。ミュージック・ベル

小野 翠（穂積）（Ｓ 60 文心）

も加わり、楽しくできました。

いつもお世話になり、有難うございます。

河野 礼子（壱岐）（Ａ 65 文心）

お蔭様で、元気です。何やかやウロウロしている間に時間

ご連絡いつもありがとうございます。

が経ち、歳を想います。ご盛会を祈ります。

体調も少しずつ上向きですが、出かけるまでになりません。

古市 欣生 （60 経済）

ご活躍くださいますよう、お祈りしています。

いつもありがとうございます。

西

所沢でウォーキングの会を主宰するなど、健康に恵まれて

章 （65 経営）
福岡聖パウロ教会にて、微力ながら、クワイヤーで頑張っ

います。清瀬聖母教会で主日礼拝に出ていますが、昔の聖

ています。

歌のときは「ベース」唱っています。

菊地 滋子（松本）（Ａ 67 文史）

当日は、義兄の七回忌と重なり、今年も欠席です。近年次

OB・OG 会については、長年にわたり大変お世話様になり、

の皆様に特に宜しくお伝えください。

心から感謝申し上げております。

長谷川淳子（岡）（Ｓ 62 文心）

私も 70 歳を過ぎ、母校や聖歌隊の活動を、懐かしく思い

元気に過ごしております。残念ながら欠席させていただき

出しております。今後は可能な限り、コンサート・奉唱会に足

ます。ご盛会を祈っております

を運び、また礼拝に参列することとしたいと考えております。

増田多佳子（磯上）（62 文英）

後輩の皆さま方の今後のご活躍をお祈り申し上げます。

メサイアは、毎年、聞きに出かけています。懐かしいユニフ

相澤 牧人 （Ｂ 70 文史）

ォーム（尤も私達の頃はトルコブルー）で、皆様のご活躍を楽

6 年振りに教会の牧会に戻りました。今までとは違った働き

しんでいます。

が待っており、行事の多さに追われているように思えます。ま

糟谷

證 （Ｂ 63 理物）

た、幼稚園の園長にも任命され、子供たちとのひと時も過ご

糟谷

愛（植松）（Ａ 63 文心）

しています。そして思うことは、私たちのいのち、子供たちの

残念ながら欠席致しますが、ご盛会を祈っております。

いのちを破壊するような動きに、否と言い続けなければと、平

高木 邦子（和気）（Ｓ 63 社社）

和な世界を構築していかなければと強く思います。

いつもご連絡ありがとうございます。

なお、当日は、すでに教会の行事が入っており、欠席とさ

他の用事と重なり、残念ですが、欠席させていただきます。

せていただきます。

市内の女声合唱団、都内の混声合唱団で、まだ歌っており

根岸 恵子（吉野）（Ｓ 70 文基）

ます。

家庭的には孫時代を迎えています。体力維持を心がけ、

高橋 委作 （63 文心）

暮らすようになりました。立教に来る留学生のための日本語

高橋 芙木（稲垣）（63 文史）

レッスンボランティアを始めました。

ご通知ありがとうございます。いろいろな老化現象と戦いな

小林 悦子（沖）（Ｓ 73 文教）

がらも、元気で過ごしております。

いつもご案内ありがとうございます。
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教会の日曜学校のスタッフをしています。当日も、翌日の遠

バロ講座で、バロックダンスクラスを教えています。）と重なっ

足の準備で時間が取れません。ご盛会をお祈りしています。

てしまいました。ご盛会を祈ります。来年は伺います。

近藤みち子（矢崎）（Ｓ 73 文史）

鈴木 雅美（西成）（Ａ 79 文日）

いつもご案内をくださり、どうもありがとうございます。出席

いつもお知らせありがとうございます。聴くことしかできませ

できませんが、ご盛会をお祈りしております。

んが、コンサートを楽しみにしています。

須藤 恵子（後藤）（Ａ 73 社社）

田澤 利之 （Ｂ 79 法法）

まだ現役で仕事をしているため、なかなかコンサートに参

本年 5 月 10 日に、立教聖歌隊 OB・OG 会の皆様が、平塚

加出来ず、残念です。

聖マリヤ教会で奉唱してくださいました。感謝です。

レインボーコンサートは、聞かせて頂こうと思っています。

コンサート、総会懇親会は欠席させて頂きますが、ご盛会

伊藤 正人 （Ｂ 74 文仏）

をお祈りしております。皆さまによろしくお伝えください。

伊藤弥寿世（若林）（Ｓ 76 文仏）

高島なお子（安達）（Ｓ 80 文日）

毎年のお知らせ有難うございます。殊に役員の皆様には

親と孫の世話で、忙しく過ごしております。

いろいろお世話様になりまして有難うございます。未だに何

是非、コンサートも聞きに行きたいです。

のお手伝いも致しませず、本当に申し訳ございません。

小島 真理子（坂内）（Ａ 81 社社）

生憎、今年も欠席いたしますが、ご盛会と皆様のご活躍を

久しぶりに、チャペルで皆様の歌声を聞けるのを、楽しみ

お祈りしております。

にしております。

高木 慎二 （Ｂ 74 経済）

町田 宏 （Ｂ 82 経済）

毎年のご連絡ありがとうございます。

九州に来て、早や 28 年、地道に地域医療に取り組んでい

来春、第 2 の定年を迎えます。第 3 の人生（？）どうしようか、

ます。

考え中です。

末廣禎一郎 （Ｂ 85 文仏）

梶ヶ谷淑子（山本）（Ｓ 75 文英）

末廣 里夏（高橋）（Ａ 85 文英）

卒業してちょうど 40 年になります。本当に月日の経つのは

所属合唱団の演奏会本番のため、残念ながら欠席させて

早いものですね。定年後も同じ職場で、週 3 日の非常勤で、

いただきます。ご盛会をお祈り申し上げます。

ケアマネの仕事を続けています。

内田 幸子 （Ａ 87 文史）

昨年末は地元の横須賀芸術劇場で、第九を歌いました。

ご連絡ありがとうございます。当日、先約がありまして、残

今年もまた歌いたいと思っています。

念ながら欠席いたします。ご盛会をお祈りしております。

西山 光子 （Ａ 75 文日）

湯田 勝彦 （Ｔ 87 文英）

退職後、以前の会社の少し手伝っております。最近は、母

長野の教会では、聖歌隊もあまり活動しなくなり、仕事も幸

の具合が悪いため、介護に忙しい毎日です。

か不幸かとても忙しく、最近は歌から離れた生活を送ってい

皆々様のご健勝を祈りつつ、ご盛会でありますように！

ますが、学生の頃から細々と続けていたリコーダーを吹く機

阿部 智子（三保谷）（Ａ 77 文史）

会が増えました。でも、やっぱり、歌いたいです！！

立教教会音楽研究所主催のワークショップや講座に参加

善木 洋子 （Ｓ 91 文基）

するようにして、教会音楽や Organ 音楽とふれる時間を持つ

ご連絡ありがとうございます。私は、鎌倉・湘南地域で、出

ようにしています。細々とですが……。

張鍼灸治療を続けております。

皆様も立教教会音楽研究所の会員となって、講座に参加

皆様のご健康とご多幸をお祈りしております。

しつつ、その活動を支えるようにしませんか。

西山 恵理子（窪田）（Ａ 91 文基）

立教では、池袋、新座ともに素晴らしいパイプオルガンが

いつもご連絡、どうもありがとうございます。

入り、美しい響きで満たしてくれます。

会のご発展、ご盛況を、心よりお祈り申し上げます。良き会に

湯浅 宣子（大林）（Ｓ 77 社産）

なりますように……。

大変残念ですが、仕事（姫路にて、大塚直哉さんのチェン
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真下 美穂 （Ａ 91 経営）

矢島 優里 （Ｓ 05 理化）

やはり先約が動かせず、欠席させて頂きます。皆様によろ
しくお伝えください。

当日は、現職の最終出社＆送別会と重なり、欠席となりま
す。7 月より新たな仕事に就く予定です。

汲原 早希（石井 宏枝）（Ａ 92 経済）

ご盛会をお祈りしております。

昨年（2014）のレインボーコンサートは十数年振りに歌で参
加させて頂き、現役の皆様と OB・OG の皆様の素晴らしい歌

清水 緑（長谷）（Ａ 07 文史）
当日は残念ながら都合がつかず、参加できませんが、会

声と共に奉唱することができました。得難い機会を与えてくだ

のご成功をお祈りしております。

さった皆様に、心より感謝申し上げます！

原 愛弓 （Ａ 08 東京福祉大）

現役時代に歌ったなつかしいアンセムも、今の層の厚い

仕事がありますので、申し訳ありませんが、コンサート・総

聖歌隊では違う曲のように新鮮で、とても楽しく、新しいオル

会を欠席させていただきます。会の盛況をお祈り致しており

ガンもとても素晴らしかったです。いつかまた歌で参加できる

ます。「歌を歌いたい！！！」という熱が、常に体を巡ってい

ことを祈りつつ、今年はコンサート本番を拝聴したいと思って

る様で、今年 2 月にみなとみらい大ホールで、ベートーヴェン

おります。

の第九を歌う機会を頂きました。これからも、歌を歌っていき

立教 Choir が、ますますご発展、ご活躍されますように！
飯郷 友康 （Ｂ 93 文基）

たいと思っています。
朝吹 絵美（石原）（Ｓ 09 法法）

飯郷 由香（有働）（Ａ 93 文英）

今年 3 月に結婚致しました。

都合により出席できませんが、ご盛会をお祈り致します。
瀬下 恵子 （Ａ 93 経済）

今後も、聖歌隊の皆様と沢山、素敵な音楽を共有していきた
いと思いますので、変わらずどうぞ宜しくお願い致します。

ご無沙汰しています。そしていつもお世話になります。
最近、年齢による体調の変化を感じるようになってきました…
お忙しいとは思いますが、お体に気をつけてください。
松井 連奈（桃井）（Ｓ 97 文基）

小林 恵 （Ａ 14 文日）
昨年より、立教大学チャペルの信徒となりました。日々の
恵みに感謝し、主に仕えていきたいと思います。
増田 美佳 （Ｓ 14 社社）

息子（3 歳）がもう少し大きくなったら、是非コンサート等に
も参加させて頂きたいです。ご盛会をお祈り申し上げます。
谷田 千尋（青木）（Ａ 98 文基）

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
石井香菜子 （Ｓ 15 文史）
いつもお世話になっております。

昨年のレインボーコンサートは、久しぶりに参加させて頂き、
本当に楽しく歌わせて頂きました。ありがとうございました。
今年は残念ながら参加することができませんが、ご盛会を
お祈り申し上げます。

今回は、一観客として、コンサートを楽しみにしております。
次は、是非また、一緒に歌えたらと思います。
蔵野 杏佳 （Ａ 15 社現）
社会人生活はそれなりに充実していますが、何かが足りな

古谷 秀子 （Ａ 98 文基）

いと思ったら、それはやはり歌だったのだと、２部練に参加し

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、ご盛会をお祈り申し上げます。

始めて、改めて感じています。
特に後半の部は、OB・OG が少ないので、学生に戻った気

矢嶋 大輔 （Ｂ 03 コミュ福祉）

分です。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

取りまとめくださり、本当に有難うございます。現在は、4 歳
の息子と 8 カ月の娘の子育てと仕事に励んでいます。都合に
より出席できず、申し訳ありません。

益子 愛衣 （Ａ 15 文日）
ご連絡ありがとうございます。今年度より OB・OG 会に加わ
ることとなりました。今回は参加することが叶いませんでした

盛会をお祈り申し上げます。

が、活動に参加していきたいと存じています。

宮崎 幹子（飯塚）（Ｓ 03 法比）

若輩者ですが、何卒よろしくお願い致します。

東京諸聖徒教会に所属し、教会生活を楽しんでいます。
同じ「祈祷書」でお祈りできることに、心から感謝しています。
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