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泰星会会報 第 19号

会員各位におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げま蔦

昨年度は、枚舎建築に伴い皆様の多大なるこ支援を頂き、厚く御ネし申し上げま魂

日標額3000万 円にてご寄付をお願い致しましたわヽ 800万 円ほど集まりました。まだ日標額には不足

て,つ て、弓き続き本年度もご支援を賜りたくお願い致しま丸 校舎建築改装工事は、共学用の施設も含め完成。その

中で在校生違は明るく活発に活動しているように感じられました。

3月1日の卒業式では、第64期生125名が巣立ち、上智福岡中学高等学校同窓会【泰星会】に無事入会を果たしました。

4月9日、入学式では、70期生159名 (内女子60名)の新入生を迎え、共学も2年目になりました。

同窓会としての今後の活動方針は、後継者の育成、名簿の充実、総会への参加増員計画、関西支部の設立準備、

ホームページの更新充実、東ティモールヘの援助など盛り沢山の目標を掲げていま魂 之も皆様のご協力ご支援なくし

ては出来ません。6月29日 (土)の同窓会総会に多数の参加をお願いし、皆様のご意見を賜りたいと思つておりますので、

同期の方をお誘いの上ご参加をお待ちしておりま●.

同窓会の発展を願い役員―同頑張つていきま●.皆 様のご支援をよろしくお顔い致しま魂

49期 (1998年卒)工服博司

上智福岡(栞星)と東ティモールの′`―トナーシップの歴史は長い。上曽福岡は1997年9月、首都デイリにある聖ヨゼフ学国と
姉妹校提携を結び、交流を続けてきた。筆者も1998年8月に同窓会からインドネシア施政下の現地に派遣された。本格では 2013年
5月の大型連体に15年ぶりに現地をあれた様子をご報告したい。

東テイモールが独立を果たしたのは2002年。今では「アジアで最も新しい国」として知られるが、

世界最貪国のひとつてもある。

イエズス会は20年にわたつて菫ヨゼフ学口を運営
1980年ヽ初頭に創立された学国は93年からイエズス会が約20年にわたつて運営を続けており、

東ティモールの中等敦青としては最高水準を謗ることで知られてきた。たが、ディリ大司教区の意向
でイエズス会は2011年限りで学国の運営から撤退. 13年には学回自体も廃校になる。このため、

イエズス会はディリの西方約18キロに聖イクナテオ テ ロヨラ学院中学高等学校を新たに開枚

することを決定。「エリート主義」から「貧しい人のための教育」に舵を切り、東ティモールにおける教育のモデルケースの確立を目指

すことになつた。

机と綺子は六甲学院が寄付
聖イクナチオ学院は13年1月に開校し 中1にあたる7年生が3クラス

83人が在縮している。14年には4年制の教育大学もスタートする。

総工費は約9億円ζイエズス会EI本管区も土地取得や校舎建設のために

寄付をしている。物資は不足気味で、ノートは日本から寄付されたもの

も支給されている力ヽ 教科書は授業ごとに貸し出して回収。机と椅子は

六甲学院(神戸市)から寄付されたものを使用している。

教育熱背景に6割●|●都からの通学生
そんな中でもカリ■ユラムは特徴的た。東ティモールの学校の多くは正午には授業力罐 わつてしまう力ヽ 聖イクナチオ学院では

弁当持参で7コマ 15時 30分 まで授業がある。東テイモールの常識を越える勉強量た。都市部の教育熱は高く 生 徒の6割以上

が首都ティリから通つてくる。保晟者が手配した栞り合いトラツクをネ1用し、片道1時間半かけて通学する生徒もいるという。

学費は年に約1万5000円 。この額も現地の経済水準からすればハードル

が高い。寄付を原資に奨学金制度を設けることが計画されている。

12年 5月に上智福岡から東テイモールに赴任した浦書争神父(49)は

[多くの日本のカトリック学校は戦前戦後の諸外国からの寄付で設立

運営されてきた。 日本が豊かになつた今、資しい国の教育に協力して

ほしい」と呼びかけていた。

諄しい内害につきましては、ホームベージに掲載しておりま魂  ご 協力とご支援お願い申し上げま●.
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泰星会会報 第 19号

平成24年 度決算書

1役 員会活動

平成24■ 5月10日

6月19日

7月7日

9月12日

11月10曰

11月14曰

平虚 5年 1月23日

2月28日

3月26日

役員会 伺 窓会室)

役員会 伺 ぶ会室)

総会 懇親会

(福岡山の上ホテル)

役員会 伺 忠会皇)

親陸●lレフ会

役員会 (同窓会室)

役員会 祠 窓会室)

64期新幹事入会式

伺窓会室)

役員会 (同窓会室)

2交 流 親陸'舌動

平成24年10月6日 間東支部総会 苺陸会
(秋葉原ワシントンホ‐lレ)

10月 13日 イエズス会校交 Jl・会
第30回 四校連絡協議会0」HAF)

(栄光担当)

3各 種補助場已念事業活動

(高)在校生への奨学費捕助事熱 通年)

(高)卒業 修了書ベボールペス
(中)(高)卒業嬌了者へ卒業II自入筒II呈(3月)

会報18=発 行、会員へ送付(6月)

市川 公 夫

1役 員会活動

平虚 5年 5月22日 役 員会 (同窓会室)

6月18日 役 員会 (同忠会菫)

6月29日 総 会 懇親会

(KKRホテルl●多)

9月 中旬 役 員会 的 8会 菫)

秋(予定)競 睦●lレフ会(未定)

'1月中旬 役 員会 (同悪会菫)

T・成26年 1月 下旬 役員会 (同感会菫)

2月23日 65期 新幹事入会式

(同悪会菫)

3月下旬 役 員会 (同窓会室)

(その植各相模員,1必要に応して年同を通して実槌あり)

2交 流 親陸活動

平成26年 秋(予定)イエズス会翔 校交流会

第3,回4校連絡協錮会luJHAF)

(六甲lB当)

平虚 5年 10月6曰 関 東支部総会 蜆睦会

(秋葉原 ワシントンホテル)

,2月上旬 学 国職員 03との

意見交換交流会

3各 種補助 :已念事業活動

7f狡生への奨学費補助●彙(通年)

中学 高校修了 事業生への“念品贈呈(3月)

会議19号発行 会員へ送付(6月初旬)

平成25年 度予算書

項 目 2 5 年  度 (案〕 2 4 年 増 盟 主たる収 入の酔銅

前 年 度 I I 鯉金 12494246 12074051 420195
=■ 収入 5296800 5,62400 134400 03(年 会■ 姜男会■213人 )在校生(中 高760人 1人4800円 /年 )力 らの収入

入 会 金 そ の 他 の 収 入 350000 412000 △62000
収 入 合 : 18141046 17648451 492595
23

項 日 2 5 年 度 ( 案) 2 4 年  歴 滅増 主たる支出の観 lll

=冤 発行= 220000 1 200000 20000 芸饉 No 19号 発行 4700邸 印刷発送経費

総 会 賣 1 150000 1 150000 O 継会 懇親会員 会場費等〔6′29(■ )於 KKRホ テル博多)

関 東 支 部 活 動 員 120000 120000 0

翼 掌 質 700000 0

会 議 員 010000 1 050000 △40000

務 ■ 1 460000 1 450000 0

その他 運営落 勤買 1 060000 1 580000 △520000 通信 印層 慶弔贅 予備費 四校会世界大会負担金 吹美楽部定演祝侵 学回行事への構財

支 出 合 計 0710000 7250000 △540000
次 年 度 l l 懇金 11 431 046 10398451 1 032595
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平成24年 度同窓の集い
2 4年度の「同窓生の集しJは 平成24年7月7日 (■)午後6時より福岡山の上ホテルにて 主担当幹事の43期、53期、63期

の企画 運営によつて盛大に開催されました。

総会では 総合司会 (兼議長)の吉村副会長 (28期)の進行で始まり、八尋会長 (11期)の挨拶、ホームページ充実への取り
組みの報告があり、議事へと移りました。平成23年度事業 決算報告、監査結果の報告、並びに平成24年度事業計画(宋)、

予算(案)(いずれも、会報18号にて各会員へ報告分)について、報告と説明があり、いずれの議案も審議の上満場一致で
承認されました。それと関西支部の発足を計画中であることも報告されました。学園よりご出席の大石校長(29期)から、
学国の近況報告があり、総会終了後、写真撮影を行い懇親会に移りました。

懇 親 会 報 告

191寺より会場を移し、懇親会に入りました。

会場には来賓の高山先生、学園より外川理事長 大石校長、現役の先生方の出席があり、会員出席者100余名を併せて

約140名、日制中学会員から、今年度卒業(63期)の会員まで幅広い出席がありました。

懇親会の総合司会を西川友紀子さんが務め、八尋新会長(11期)の開会挨拶 続 いて外川理事長から祝辞を頂きました。

月川先生の乾杯の音頭で宴がスタートし、会場内は学生時代の思い出話など和気あいあいの雰囲気のなか、今回懇親会の

中心となり懇親会を企画 実 行を行なつた代表幹事43朗 J

壇上に上がり、樋口氏が同期を代表して挨拶しました。そσ

して岩本司氏 (34期、参議院議員)の挨拶があり、イベント̀

バンドfV c t o r y」のライプが開催され、宴の会は最高 llに達

最後に恒例の抽選会が西川さんとV ctoryのメンバーの進行で行なわれ 会 員の皆様より協質頂いた

賞品を抽選にて参加者へ送らせて頂きました。

宴もたけなわの中、次年度の担当幹事篠崎氏 (44期)が挨拶し、参加者全員で中野氏 (48期)のビアノ

伴奏で校歌斉唱を行いました。最後に万歳三唱を行0ヽ来年の再会を誓い合|、島日高1会長 (11期)の

閉会の言葉で盛会の内に散会となりました。

次回平成25年 度総会については、第44期 54期 64期 の担当幹事が中心となつて計画をしていきますのでご意見 ご要

望と―層のご協力をお願いいたしま魂

|
|

平成24年度関東支部は、10月6日 (日)秋案原ワシントンホテルにて開催されました。

本部より、八尋会長、光成先生(45期卒)、ご来賓では姉妹枝栄光学園の萱場理事長をお迎えし、一般及び学生同窓生を合わせ、

総勢40名の参加になりました。八尋会長、大場支部長の挨拶の後、八尋会長の音頭て、榊前支部長の逝去を偲ふ黙想。そして

母校の近況と寄付のお願いと御ネしを述べられました。乾杯のご発声を富塚顧間、萱場理事長より祝福のお言葉を賜りました。

司会の菅原氏(33期卒)より「6年後女性の同窓生参加を控え、今年は試行をこらし、イタリアンを嗜みましょう Jとのアナウンス。

コース料理の登場でのつけからの盛り上がりです |

また当日参加予定だつた岩本司氏 (34期 参 議院議員)が

急遅公務て不参加となりましたわヽ 岩本智子様 (奥様)に

ご参加いただき 東京支部では初の女性参加でした。

さらに毎年恒例の参加者ひとりひとりの自己紹介て、会場

は一体に 1結 局、3次会まで盛り上がり、来年の再会を

約束し、名残惜しく解散しました。
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第30回イエズス会校同窓会連絡協議会(」」HAF)会議報告
平成24年 10月 13日 (土)ホテルプラモコスモY「横浜市」(栄光学園主催)

今回は栄光学園主催てホテルプラモコスモYにて開催されました。

栄光学国、六甲学院伯友会、広島学院翠友会、上智福岡泰星会の出席者により会議が開催されました。
年に一度の協議会ですので、日頃、各同窓会が諸運営活動の中で生じる問題点等について意見交換 議論がなされ

ました。今回の主な議題について要約しますと下記の通りで丸

1四 校それぞれの状況報告(改築事業、周年事業の寄付など)
2各 同窓会の運営報告(会費納入、名簿作成、支部の活動内容について)
3今 後の協議会の進め方について
4東 ティモールヘイエズス会校の支援について(栄光学園 萱場理事長)
5そ の他、イエズス会同窓会への会員参加の要請について(イエズス会同窓会顧問 カリー神父)

上記議題について意見交換がなされ会議を終了し、次回平成25年度の四校会連絡会は六甲学院伯友会主催で開催される予定で魂

10月 14日 (日)に、JJHAF杯 争奪四校対抗戦「サツカーOB対 抗戦」が開催されました。lll戸学院大学 ボート″ ラントキャン スヽ〉

平成24年11月10日(土)久山カントリー倶楽部にて、
~8年

恒例の泰星会劫レフコンペ
が開催され、楽しくラウンドすることができました。参加人数は15名(4組)で、優勝は、
萩原氏(43期)でした。

平成24年 度同窓会会費納入状況

回 謝鰹 冒li311鵠金麟
れ̈ 方々で魂90ヵ

創立以来、卒業生も約8,000名余となりました。

今まで年会費の納入は毎年の卒業生と同窓会総会の出席者が納める会費等で運営されてまいりました。

「会員の皆様の一人ひとりの力強い協力でさらなる発展」を目標に日 遇々進していきたいと思つていま魂

経済情勢も厳しい中、会員各位の暖かいご理解とご支援をお願いいたしま魂

※最近、学校同窓会事務局、友人、知人等の名前を読り、同窓生の家庭へ電話がかけられているとの

情報があります力ヽ 学校 事務局からは直接個人宅へ電話をすることはありません。何か不明な点

がありましたらホームページ又はFAX、郵送で事務局へご連絡下さい。

●取 =●

ll●会員への名輌入れ ストラップ

0
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―昨年7月より行われておりました大規模な校舎の改修 改築工事も昨年11月末に無事終了いたしました。このリニュー刀レ

エ事に関しましては、卒業生並びに卒業生の保護者の皆様に心温まるご寄付を頂きました。あらためまして厚く御礼を申し上げま魂

さて、この4月に70期生159名 (男子99名 、女子60名 )が入学して参りました。共学の2期生を迎え、本校が現在取り組んで

おります上智大学との教育提携ブログラムや、国際交流をはじめとし、グローバル社会に適応しうる人材を育成するための

様々な取り組みをさらに充実させていこうと考えていま魂 9月には昨年度から始まりました上智大学公開講座(於、上智福岡)

も行う予定で寃 上智大学より外国学吉Fや総合人間科学部などで教えておられる先生方にお越し頂いて、グローバル社会を

とのように提えそれにとう適応するか、様 な々視点から講義をして頂きま魂 この講座は、在校生のみならず一般の方々にも

参加して頂くことができま魂 詳しくは本校のホームページにてお知らせいたしま丸 卒業生の皆さんも是非お越しくださし、

また、今年は上智大学が創立100周年を迎えま魂 イエズス会士であるフランシスコ ザビエルが,649年 に日本に初めて

キリスト教をもたらしました。ザビエルはキリスト教の普及を願うと共に日本の部に大学をBlるという夢を抱きました。

あれから長い時を経て、ザビエルの夢はイギリス人、フランス人、 ドイツ人の3人のイエズス会士によつてようやく実場されま九

それが1913年 、上智大学設立。今からちようと100年前と言うことになりま魂 これを記念して、本校も9月29日 (日)に

アクロス福岡シンフォニーホールにて「ザビエルの夢 世 界と共に歩む上智(仮題)と題し、シンポジウムや講演会、演霙会など

を催す予定にしていま九

生まれ変わつた校舎ヽ 子供たちは日 明々るく伸良く、そして活発に生活していま丸 私たち教職員は上智福岡での教育活動

を通して多くの生徒たちがキリスト教ヒューマニズムを身につ|ス他者に仕える人になつてくれることを願つていま魂 卒業生

の皆様におかれましても在校生たちのさらなる成長を見守つてくだされば幸しヽこ思いま魂

同窓会からも後輩たちのために引き続き大きなご支援をいただきたくお願い申し上げま鳥
総工費15億円   同 窓会募金目標額3;000万 円

インクリッシュルーム リビエルホ勒 8■ 菫1 去■=2

中央棟エントランス("● ,中央奥) 男子トイレ

空圏システム 中央棟(■固)
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粛■,TOp 議量宇図の歴史ど!t   括 :=する卒案生の8さん メーリングリストのあ印し込み    ■ 涯メールアド●スのお中し込み

学校法人上智学院

饉DI.需 、A諾

上智大学

★会員情報の変更申し込み、メーリングリストの利用申し込み、生涯メールアドレスのパ1用申し込み、
活動 情報の投稿申し込み等、随時受け付けておりま"の でご活用ください。

☆同窓会の活動報告や予定 決定事項などの連絡は、ホームページを中心に行いますので随時確認してください。

,

学校法人泰星学国

口撤蠍14癬機
上曽福岡中学体等学校

泰星会で検索してください。同窓会の公開功 レープですので、卒業生ならとなたでも入会できま■
同窓会の活動報告も随l寺行つていま魂 入会して卒業生の交流を深めましよう。
現在メン′ヽ―は約300名 で魂

関東支部総会のご案内
躙光25年 度、第16回支部総会(懇親会)を下記の通り開催致します 毎年楽しく35～ 40名 の出席で行っておりま寃
今年も本部より、八尋会長、吉村副会長らが来質としてご臨席の予定ですどうぞご出席下さい。

日時 :平成25年 10月 5日 (土)

場所 :秋葉原ワシントンホ〕 レi3Fボ ′"レーテ・カフェj
アクセス方法:JR秋葉原駅中央改lL口より徒歩1分

つくばエクスプレス秋葉原駅Al出口より徒歩1分
東京メトロ地下鉄日比谷線秋栞原駅5番出口より徒歩2分
都営地下鉄新宿線岩本町駅A3出口より徒歩3分

住所 東京都千代田区神田佐久間町18-3 TEL 03-3255-3311

総会 (懇親会):18:00～

会費 :社会人/6,000円   学 生/3,000円

☆出席希望の方は
右記へご連絡
下さい。

堡梁暖霧暦雷%)ス
クエア長者町112鰐オ″″泌い

TEL 045-243-0510 FAX 045-243-0603

福岡県人会の各校の東京同窓会にも登録して 活動を始めるようにしてま或



●日時 6月 29日 (土)

¬8:00(総 会、懇親会)※17:30より受付開始。

●場所 KKRホ テル博多

住所:〒810-0022
福岡市中央区薬院4丁 目211
TEL 092-521-1361

●会費 一 般:6,000円 (年会費3,000円 含む)

学生:3,000円 (年会費のみ)

●終身会員は当日会費(3,000円 )のみとなりま魂

X当 日の集合写真は、1,000円 (希望者のみ)

主幹事世話人(44期生)篠崎、米田、長尾、中尾

副幹事世話人(45期生)荒木、加藤、光成

☆たくさんの方のご出席をお願いいたしま魂(幹事―同)

●イベント

●福岡■信サ,演 ロ イヤル

, Πチ暦   猟 共院大通駅

'騎信 地下ゝ七隈線  ・憬層

■空港より地下鉄 博多駅よリバスご11用
博多駅下車1,多田|'央正山ロハス1亭り スヽヽ1,
9 10 11 15 16 17 18 19 214 215tl

ネl.tのパスにこ■=く ださい
ハズ停「南薬院JTl[
■■ 7■ きり,,,,'メli● 1(`|ヽい

■地下鉄七限綿ご利用
暉 院大通駅Jl li出口よリイヘ■,3分

●守たよリタタシー |||‖    約 20分
●ス神 1リ タクシー[111用    約 10分
●|,■駆よリハスこil「     約 15分
●空|■よりしF■ バ ス|=円 ‖  約 2j分
|‖て||■ヽイ●111  ヽ′ 1ヽ,1111=|卜 1

華 麗 な 衣 装 チ ェンジ か ら始 まる Bり nnyVHipの イ リュ
ー

ジ ョンマ ジ ック

タレント、バンカココ率いる女性だけのマジックチーム.テ ーカレマジツクから迫力のイリュージョンまで不思議な世界を
たつぷりお楽しみくだせしヽ。会塚 ステージに合わせ最高のエンターテイメントシヨーをお届けしま丸

り司会,

′ヽンカヨコ
プロフイリ レ

(II)BANBAN,HEART代 表取締役

FM FUKUOKA出 籠口錮

よりぬき,シ ★ゴン(水曜日)

SUPER RAD10 MONSTERラ ジ☆ゴン(水ll日)

かえでとかよこのチョット間いて夜(よ〕木曜深夜)

各種イベント結婚式の旬会.
エンターテイメントショーの制作
各福イベントのコーテイネート

欧 ナレーション イベントMC

結婚式の同会。

k a e d e
プロフィール

(歌手&′ 一ヽソナリティー)

出薦薔錮

かえてと力す このチョット聞いて夜(よ)
(FM FUKUOК A木 曜深夜)

3UTCH COUNTDOWN RAD10

(FM FUKUOKA念 曜日)

ももち浜ラジオブレーヤーズ (RKBラジオ 日曜日)

httpl,www kk hakata conl

上智福岡中学高等学校同窓会事務局
〒8]0-0032 福 岡市中央区輝国]1010

TEL/FAX(09aア ]5-9094(直 通)

上智福岡中学高等学校事務局 TEL(092ツ]27]B]

httpノ/www sophia taisei grjP/

―  infO@SOphia taisei grjp

変更などの連絡は ホームページ又はFAX 郵 便てお願いいたしま凛


