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校長挨拶　上智福岡中学高等学校・校長　大 石 英 雄

会長挨拶　中 島 幸 男

　薄暑の候、同窓生の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
　さて、今年 3 月に男女共学 2 期生となります 70 期生 139 名が卒業いたしました。そして、
4 月には 76 期生となります 176 名（男子 78 名、女子 98 名）の生徒が入学してまいりました。
入学式には同窓会会長をはじめ後援会や上智大学から学長も来賓としてご臨席を賜り感謝申

し上げます。一学年の定員は 160 名ですが、年々女子の入学者数が増加の傾向にありました。そして、ついに今
年は女子生徒数が男子生徒数を大きく上回りました。入学当初は女子生徒の多さに圧倒されて男子生徒達が遠慮
し、おとなしくなってしまうのではないかと心配でしたが、男子生徒もとても元気のある子が多くいて人数差は
思ったほどは感じられないようです。少し安心しているところです。また、職員室の雰囲気もこの数年で大きく
変わったように思います。少し前までは男性教員ばかりでしたが、専任、非常勤の教員を合わせて 66 名のうち
22 名が女性教員となりました。女性教員の数はこれから先もさらに増えていくことになるでしょう。
　先日、長崎県立大学の名誉教授である上田成一さんという方が来校されました。その目的は、上田先生のお父
様である上田十米蔵氏が長崎で制作された数々のマリア像を写真に収めるためでした。その一つが本学園のマリ
ア像であるということでした。マリア像の制作過程での写真や、昭和 29 年 5 月 10 日にマリア像建立記念として、
平尾の校舎で当時の司教様、堤清三校長先生と共に上田十米蔵氏が写っている写真も見せていただきました。建
立記念式では本学園がカトリック学校として、「地の塩　世の光」となる人、神様の御心にかなう人を育むことが
できるようマリア様に願いと祈りが捧げられたものと思います。本学園はその設立母体においても数度の変遷を
たどり、外的には大きな変化が見られます。しかしながら、本学園の根底にあるカトリックの理念はその発足当
時から何ら変わることなく脈々と受け継がれてきています。正門入ってすぐのところにたたずむマリア様は、こ
れからもずっと本学園を見守り続けてくれるものと思います。

　新緑が目にしみる季節となりました。同窓生の皆様におかれましては、益々ご清祥の段、
心よりお慶び申し上げます。日頃より泰星会に温かいご協力とご支援をいただき、心より感
謝申し上げます。

　さて、2018 年の世相を表す漢字は「災」でした。北海道地震に始まり西日本豪雨等、大規模な自然災害に見
舞われました。多くの被災された皆様にお見舞い申し上げます。改めて自然の厳しさを痛感させられた年でした。
昨年度を顧みますと、急速に進む少子高齢化社会は成熟段階に入ったのではないか、とも言われています。しか
し、それに伴う社会保障の問題やグローバル化による課題が山積し、これまでになかったような、紛争による難
民問題、子供の貧困の問題、教育環境等、厳しい社会情勢に翻弄された年だったのではないでしょうか。本年度、
平成天皇は退位され、新天皇即位に伴い元号は「令和」に決まりました。特に若い世代が夢や希望に向かって活
躍できる時代であっ欲しいと願っています。

　去る 3 月 1 日には平成最後の卒業生を送り出し、進学率も医学部を中心に大変良い結果でした。4 月 9 目に
は好天に恵まれた入学式に出席いたしました。その際、学校長は「校訓の 1.Magis　（さらによりよく）　2.Men 
and Women for Others, With Others　（他者に奉仕する）　3.Excellence　（卓越性を求める）　この 3 点を 6 年間
の学校生活の中でしっかり学び取ってください。」と述べられました。希望に満ちた新入生の姿でした。同窓会の
活動も時代とともに変化していかなければならないと思っています。学校と出来るだけコミュニケーションを取
りながら、同窓生の皆さんの協力を得て教育環境充実のお手伝いをしたいと考えています。どうぞよろしくお願
いします。

　今年の総会は 50 期生の皆さんのお世話です。多くの皆さんの参加をお願い致します。最後になりましたが皆
さまの今後の益々のご活躍とご健勝を心からお祈り申し上げ私のご挨拶といたします。
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平成30年度事業報告同窓会役員名簿　

関東支部役員

関西支部役員

令和元年度事業計画（案）

1. 役員会活動
平成 30 年 5 月　役員会（同窓会室）
 6 月　役員会（同窓会室）
 6 月　総会・懇親会
 　　　（KKR ホテル博多）
 7 月　役員会（同窓会室）
 9 月　役員会（同窓会室）
 11 月　役員会（同窓会室）
平成 30 年 1 月　役員会（同窓会室）
 2 月　70 期新幹事入会式
 　　　 　　　（同窓会室）
 3 月　役員会（同窓会室）

1. 役員会活動
令 和 元 年 5 月　役員会（同窓会室）
 6 月　役員会（同窓会室）
 6 月　総会・懇親会
 　　　（KKR ホテル博多）
 7 月　役員会（同窓会室）
 8 月　役員会（同窓会室）
 9 月　役員会（同窓会室）
 10 月　役員会（同窓会室）
 11 月　役員会（同窓会室）
令 和 2 年 1 月　役員会（同窓会室）
 2 月　71 期新幹事入会式
 　　　 　　　（同窓会室）
 3 月　役員会（同窓会室）

（その他各種委員会等必要に応じて年間を通して実施あり）

2. 交流・親睦活動
平成 30 年 10 月　関東支部総会・懇親会
 　　　（上智大学四谷キャンパス）
 11 月　関西支部総会・懇親会
 　　　（大阪ガーデンパレス）
 12 月　泰星会ゴルフコンペ

3. 各種補助・記念事業活動
・（高）在校生への奨学費補助事業（通年）
・（高）卒業、修了者へ名刺ケース、

（中）（高）卒業、修了者へ卒業証書入筒贈呈（3 月）

2. 交流・親睦活動
令 和 元 年 10 月　関東支部総会・懇親会
 　　　（上智大学新 6 号館・ソフィアタワー）
 11 月　イエズス会校四校交流会
 　　   第 36 回四校連絡協議会（JJHAF）

（六甲学院担当）
 11 月　関西支部総会・懇親会
 　　　（大阪ガーデンパレス）
  秋頃　泰星会ゴルフコンペ
  　　　　   （コース未定）

3. 各種補助・記念事業活動
・在校生への奨学費補助事業（通年）
・中学、高校修了、卒業生への記念品贈呈（3 月）
・会報 24 号発行、会員へ送付（6 月初旬）

役　職 氏　名 卒期
会長 中島　幸男 高 10 期

副会長 吉村　弘美 高 28 期
副会長 齋藤　　純 高 25 期
副会長 藤井　俊雄 高 31 期
監事 鈴木　弘幸 高 28 期
監事 荒木　敏彦 高 20 期

名誉会長 大石　英雄 高 29 期
顧問 松尾　英生 高 6 期
顧問 大串　安弘 高 7 期
顧問 八尋　良久 高 11 期

事務局 城谷　　剛 高 47 期
事務局 光成研二郎 高 45 期
事務局 本多　敏昭 高 36 期

支部長 菅原　隆典 高 33 期
副支部長 白壁　勝直 高 42 期
副支部長 矢幡　重孝 高 45 期
副支部長 大石　智太郎 高 57 期
顧　　問 富塚　恭順 新中 3 期
顧　　問 根本　勲 新中 3 期
顧　　問 大場　優 高 17 期

支部長 原田　耕作 高 24 期

平成30年度決算書 平成31年度予算書（案）
（1）前年度繰越金 （単位：円）

項 目 予算金額 決算金額 差 異
前年度繰越金 14,353,263 14,353,263 0

（2）収入の部
会費収入 4,348,800 4,323,200 △ 25,600
入会金 417,000 417,000 0
会員年会費収入 1,500,000 1,708,000 208,000
利息収入 20,000 1,921 △ 18,079
寄付金 0 0 0
雑収入 0 0 0
収入合計 6,285,800 6,450,121 164,321

（1）＋（2）　合計 20,639,063 20,803,384 164,321

（3）支出の部
通信費 110,000 91,591 18,409
消耗品費 50,000 32,579 17,421
旅費交通費 800,000 403,330 396,670
印刷費 40,000 18,000 22,000
渉外費 400,000 462,097 △ 62,097
事務費 550,000 430,611 119,389
会議費 450,000 324,362 125,638
慶弔費 100,000 102,000 △ 2,000
奨学費 500,000 350,000 150,000
情報管理費 850,000 860,168 △ 10,168
関東支部活動費 450,000 450,000 0
総会費補助 750,000 750,000 0
会報発行費 700,000 664,802 35,198
雑費 100,000 26,135 73,865
予備費 400,000 234,265 165,735
支出合計 6,250,000 5,199,940 1,050,060
次年度繰越金

（1）＋（2）－（3） 14,389,063 15,603,444 1,214,381

（1）前年度繰越金 （単位：円）
項 目 令和元年度予算（案） 平成30年度予算 増 減

前年度繰越金 15,603,444 14,353,263 1,250,181

（2）収入の部
会費収入 4,492,800 4,348,800 144,000
入会金 435,000 417,000 18,000
会員年会費収入 1,600,000 1,500,000 100,000
利息収入 10,000 20,000 △ 10,000
寄付金 0 0 0
雑収入 0 0 0
収入合計 6,537,800 6,285,800 252,000

（1）＋（2）　合計 22,141,244 20,639,063 1,502,181

（3）支出の部
通信費 110,000 110,000 0
消耗品費 50,000 50,000 0
旅費交通費 800,000 800,000 0
印刷費 40,000 40,000 0
渉外費 500,000 400,000 100,000
事務費 550,000 550,000 0
会議費 450,000 450,000 0
慶弔費 100,000 100,000 0
奨学費 500,000 500,000 0
情報管理費 900,000 850,000 50,000
関東支部活動費 300,000 300,000 0
関西支部活動費 150,000 150,000 0
総会費補助 900,000 750,000 150,000
会報発行費 700,000 700,000 0
雑費 100,000 100,000 0
予備費 400,000 400,000 0
支出合計 6,550,000 6,250,000 300,000
次年度繰越金

（1）＋（2）－（3） 15,591,244 14,389,063 1,202,181

監査報告
平成30年度　同窓会

自　平成30年4月1日から　至　平成31年3月31日まで
私は同窓会関係の帳票並びに証票関係書類を監査し決算書が適正に作成されている事を確認致しました。

平成31年4月25日（木）　　　上智福岡中学高等学校同窓会　泰星会　監事　　鈴木　弘幸 ・ 荒木　敏彦
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同窓会
活動報告

平成30年度　関西支部同窓会の報告

平成30年度　関東支部同窓会の報告

高24期　原田　耕作

高33期　菅原　隆典

　平成 30 年 6 月 30 日（土）、上智福岡中学高等学校同窓会（泰星会）総
会・懇親会を開催いたしました。月末の土曜日にもかかわらず、来賓の方々、
恩師の方々、卒業生の皆さま、多くの方々にご参加いただき誠にありがと
うございました。
　総会では泰星会八尋良久前会長から中島幸男新会長への交代が正式に発
表されました。歴代会長そして歴代役員の方々が築いてくださった泰星会
が新たな執行部へとバトンタッチされました。泰星会の更なる発展を卒業
生の一人として心から願っております。
　総会後に開催された懇親会では、懇親会からの参加の皆さまにも改めて
八尋前会長と中島新会長のご挨拶もいただきました。懇親会の楽しみの一
つの余興ではまず主幹事 49 期より演歌歌手として活躍する別府たけしさ
んの歌謡ショー。持ち歌に加えて泰星の校歌を詩吟で詠んでくれるという
粋な演出もあり参加者を喜ばせてくれました。
　次にステージに上がっていただいたのは前回に引き続き 48 期卒のマジ
シャン小川政則さんによるマジックショー。前回に引き続き会場全体を興
奮に導く圧巻のステージでした。小川さん、別府さん、会場を盛り上げて
くださりありがとうございました。
　懇親会最後には今年の主幹事 50 期の委員長若杉朗仁さんより挨拶があ
りました。挨拶の中では「卒業生の皆さんが泰星・上智福岡を卒業したこ
とを誇りに思えるような同窓会に」との熱い想いを会場の皆さんに伝えて
くれました。
　今年は若杉委員長をはじめとして 50 期の企画委員がその想いを持って
同窓会の準備をしてくれております。一人でも多くの方のご参加を、是非
ともよろしくお願いいたします。

（49 期主幹事　実行委員長　清水 敦）

　10月6日（土）、上智大学13号館で2018年度上智福岡中学高等学校同窓会（泰星会）関東支部懇親会
が開催されました。今年から企画を一新、テーマを「女子1期生を温かくお迎えし、学生にとって有意
義な同窓会に・・」とし、本年4月入学の上智大学生はじめ在京大学1年生（69期）16名（内女子学生
12名）含め現役学生計21名が参加、61年にわたる同窓会史の中で初めて女性の同窓生とともに愉しい
ひとときを過ごした歴史的な一日でした。
　福岡から中島会長、八尋前会長はじめ大石学校長そして、69期生が中学1年から6年間担任をお勤め
になられた英語教諭の坂井奈保子先生をスペシャルゲストとしてお招き、学校法人上智学院サリ理事、
萱場監事、イエズス会姉妹校（栄光学園、六甲学院、広島学院）各同窓会役員の方々含め、関東支部懇
親会としては過去最高の57名の参加者でした。
　今回の関東支部同窓会懇親会を69期の学生がどのように感じて頂けたかを総括し、次年度からの企
画・運営に活かして参りたいと考えております。今回から幹事を担って頂いた白壁さん（42期）、矢幡
さん（45期）、企画、準備、当日と大変お疲れさまでした。ありがとうございました。
　来年度（2019年度）は同じ上智大学内で10月第二週もしくは第三週の土曜日を予定しております。
今回お越し頂けなかった方にお会いできることを楽しみにしております。

　11月17日（土）大阪ガーデンパレスで関西支部同窓会を開催しました。
　はじめに中島会長からご挨拶をいただき、乾杯のあと歓談にうつりました。
　今年3月に女子学生がはじめて卒業したこと、懐かしい先生方の思い出話などで盛り上が
りました。
　また、少子化にともなう学校の在り方や関西支部同窓会の出席者増員についてなども話題
になりました。
　今年は岡崎さんのご紹介で、神奈川から江藤俊治さんが初出席されました。
　二次会は昨年に続き、岡崎さんのご案内でカラオケスナックにて楽しいひと時をすごし、
時間のたつのも忘れるほどでしたが22時半に散会となりました。
　来年も秋の開催を予定しています。ぜひ皆様のご参加をお待ちしています。

中島新会長の新任挨拶

清水実行委員長の挨拶

実行委員と関係者一同

平成30年度同窓の集い
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イエズス会四校同窓会　関東連絡会の報告

事務局より

　一昨年から栄光学園、六甲学院、広島学院のイエズス会姉妹校同窓会との連絡会を年 4 回関東で開催しております。
　3 月 25 日に開催された連絡会では、泰星会関東支部から私と 42 期の白壁さんの 2 名が出席し、四校の繋がりをさらに発
展させる企画を今後開催していく方向で一致致しました。
　栄光、六甲、広島の各同窓には様々な分野でご活躍されている OB が豊富で、各校背景と地域は異なるもののカトリック教
育を授かったもの同士、それぞれの人生においてプラスになる繋がりになればと考えております。
　今後の企画にご期待下さいませ。

関東支部長　菅原隆典（33 期）

氏　名 卒期 氏　名 卒期 氏　名 卒期 氏　名 卒期
本多　孝近 68 期 黒瀬　智弘 64 期 西　　隆俊 46 期 田中　伸旺 69 期
中庭　一誠 59 期 武藤研志郎 69 期 鳥居翔次郎 52 期 前田　裕薫 55 期
井上　昴也 61 期 佐藤　尚人 59 期 沖　　亮太 69 期 迎　　洋介 28 期
武田　悠希 68 期 北村　康浩 67 期 髙橋　樹大 67 期 川﨑　友寛 61 期
井上　晏寿 69 期 皆元博大朗 69 期 杉本　陽香 69 期
田中　拓人 68 期 市島久仁彦 49 期 山部　祐太 69 期

　大宰府ゴルフ倶楽部にて、泰星会ゴルフコンペを 14 名の参加者にて、開催いたしました。
天気には恵まれましたが、気温が低くかなり寒いゴルフコンペでしたが、参加者全員はつら
つとゴルフを楽しみました。参加人数は 14 名で、優勝は鈴木弘幸さん、準優勝は八尋茂一さ
んでした。

平成 30 年度に終身会費を納入頂いた方々です。
ありがとうございました。［敬称略］

今年も『泰星会』を秋に開催予定です。
奮ってご参加下さい。
お問合せはホームページにてお願い致します。
※開催場所と時間が決定しましたら、ホームページに掲載致します。

泰星会ゴルフコンペの報告

同窓会会費納入状況

終身会費

平成30年度終身会費納入者

世話人代表　山田雅彦（6 期生）
世話人　　　鈴木弘幸（28 期生）
世話人　　　吉村弘美（28 期生）

ハンドボール部　創部五十周年記念同窓会
　我が校のハンドボール部は、昨年（平成
30 年）に創部 50 周年の大きな節目を迎え、
これを記念して昨年 8 月 11 日（土）に、「上
智福岡高等学校（旧泰星高等学校）ハンド
ボール部　創部五十周年記念同窓会」を開
催致しました。全国から約 80 名もの大勢
の仲間が集い、この祝賀の場を楽しみまし
た。
　祝賀会では先ず OB 会を代表して三代目
キャプテンの川村浩之氏（23 期生）より、
これまでの歩みとハンドボール界の近況に
ついてお話を頂き、続いて同窓会の中島幸
男会長、創設者で前顧問の八尋良久氏、二代目キャプテンの溝
上永二氏（22 期生）よりご祝辞を賜り、最後に初代キャプテン
の荒井辰次郎氏の乾杯のご発声で会がスタート致しました。
　会の途中では現役時代に国体選手に選抜された方や現在でも
ハンドボールに携わっている方が紹介されたり、また半世紀に
亘るクラブ活動を振り返るオリジナル動画が上映されたりと、
高校時代の頃を懐かしく思い出しながらパーティは大盛況の内
に終了致しました。

現職体育教員　ハンドボール部 OB
45 期　光成 研二郎
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① 63 期
②丸尾 行雅（マルオ ユキマサ）
③高校 1 年（73 期）
④国語科
⑤かつてお世話になった先生方と肩を並べ
て仕事をさせていただけることを、誇らし
く思います。自分の教え子からも本校の教

員になりたいと思う者が現れることが、ひそかな楽しみであ
ります。

① 56 期
②川上 泰司
③高校３年生（71 期）
④理科（物理）
⑤本校の教員となって 10 年が経ち，関わっ
た生徒の数が年々増えていくことを嬉しく
思います。卒業した後，生徒から飲みに誘

われる教員でありたいと思います。

① 33 期
②吉松 謙吉
③所属学年 高校 2 年　所属部署 学校広報
④理科（中学生物・化学、高校化学）
⑤母校の劇的変化の時代に、教師として勤
めさせて戴いております。

　奉職して 25 年、教壇で教えた生徒もいつの間にか 3000
名を超えていました。

① 58 期
②池田 和樹（いけだ かずき）
③ 76 期中 1
④数学（今年度、数学α）
⑤泰星の先生方に憧れ、教員になる道を選
び、幸運にも泰星（上智福岡）に戻ってく
ることが出来ました。先輩方の築き上げて

きた泰星の伝統を守りつつ、上智福岡の新たな風を吹かせる
べく、生徒・教員と共に頑張ってまいりたいと思います。

① 31 期
②吉竹 孝介
③高校 2 年（72 期）
④国語
⑤時の流れは無常迅速と感じる今日この頃
です。

① 61 期
②田中 誠剛
③ 72 期（高校 2 年生）
④数学
⑤中学ハンドボール部の顧問をしていま
す。昨年度、夏の九州大会に出場し、全
国への壁を感じました。泰星出身の教員だ
からこそ伝えられることが多くあると私は

思っています。共学になり、男子生徒が減少していますが泰
星で学んだことを受け継がせていければと思っております。
今後ともよろしくお願いいたします。

① 47 期
②城谷 剛（しろたに ごう）
③中 2
④数学
⑤部活動は中学バスケットボール部の顧問
をしております。

① 65 期
②田中 隆斗（たなか りゅうと）
③中 1
④社会
⑤私は高校 2 年生の時から、母校に戻って
教師をしたいと考えておりました。ご縁が
あって昨年度から勤めさせて頂くことにな

り、非常にやりがいを感じています。今後ともよろしくお願
い致します。

① 43 期
②深堀 伸一
③高校 3 年
④社会科
⑤気がつけばイエズス会移管後の卒業生教
員で一番年上になってしまいました。父も
卒業生、息子は今中 3 です。卒業生や教

員を通して受け継がれていく、学校の「すがた」を見きわめ、
大切にしていきたいと思います。

① 64 期
②南里 有哉
③中学 2 年（75 期）
④国語
⑤いつもお世話になっております。64 期
の南里です。早いもので卒業から 6 年が経
ちました。新たな後輩たちに囲まれながら

日々楽しく働かせていただいております。福岡にいらっしゃ
る際はぜひ学校にお立ち寄りください。

OB教職員コメント
①卒業期　②氏名　③担当学年（入学期）　④担当科目　⑤ひとこと
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大名町炊き出しボランティア 担当　深堀 伸一

カンボジアスタディツアー 担当　朝井 大輔

卒業生の声　OB・OGの皆様
48 期　坂口 究水
48 期の坂口です。
昨年の 10 月、大橋に、気軽に本格フレンチをという思いで、
ビストロをオープンいたしました。
お近くにお越しの際は是非お越しください。

Au Rendez-vous des Camionneurs
オ・ランデヴー・デ・カミオノー

ランチ　12:00 〜　　ディナー 18:00 〜
福岡市南区大橋 1 － 22 － 12　幸陽ビル１Ｆ

092-710-2742

48 期　清水 康仁
48 期生の清水康仁です。中高時代は野球部に所属していまし
た。大学卒業後は東京の老舗鰻屋で修業をし、うなぎ業界の
イチローを目指して来ました。
これから「うなぎ 仁」の料理長として精一杯頑張ります！
< 店舗紹介 >
鹿児島鰻の直営店「うなぎ 仁」が 6 月末にオープンします。
恵まれ環境と豊富な天然水で育った美味しいうなぎをご賞味
ください。
住所　福岡市中央区薬院 2-15-10 サンフラワー薬院 1F

　本校では 15 年ほど前からボランティア活動のひとつとして、大名町教会を拠点として毎年冬に行われている野宿者（ホー
ムレス）の方々への炊出しに参加しています。活動内容は、二月と三月第二週までの毎金曜日におにぎりやお味噌汁などを配
布し、健康状態を聞いていくというものです。参加するのは中 2 から高 3 までの生徒たちで、中学生や女子には保護者の迎
えをお願いしています。週ごとに学年を割り当てていますが、毎週定員の 20 名を超える希望者がいます。教員も若手を中心
に 5 〜 6 名が毎週参加しています。
　野宿者への炊き出し活動そのものは、福岡では約 30 年前から始まりました。現在福岡市内の野宿者の数はピーク時の 350
名から減少していますが、いまだに 130 名ほどいます。その多くは空き缶拾いや日雇いの仕事に従事しており、また 75 歳以
上の高齢者の割合が多いのも特徴です。ホームレスというと世間的には「怠けている」とか「危険なのではないか」という目
で見られがちですが、ほとんどは病気や家庭問題などの事情を抱えてやむなく路上に出るほかなく、孤独な存在でもあります。
生徒たちと話す野宿者のみなさんの顔を見ると、話しかけてもらい気にかけてもらったことへの喜びが感じられます。
　彼らのように社会の中で「小さくされた人たち」に気づき、寄り添い支えることは、本校がすすめる「Men and women 
for others with others」の実践にほかなりません。生徒たちの中にあるその気持ちを養っていくためにも、今後ともこの活動
を息長く続けていきたいと考えています。

〇趣旨
本校では今年度で５回目となるカンボジアスタディツアー（8 泊 9 日）を 7 月下旬から 8 月上旬に実施しています。このツアー
を通じて本校の校訓 Men and Women for Others, with Others を考えていくきっかけにしたいと思っています。
カンボジアは、1970 年代から 90 年代にかけて行われた内戦で、人的にも社会的にも大きなダメージを受けました。それか
ら 20 年近くが経ち、先進各国の支援もあり社会状況は整備されてきています。しかし、この社会の発展は貧富の差を広げる
結果にもなっています。貧しい家庭はゴミ拾いなどの日当で生活をしています。親や子どもが教育を受ける機会を得られない
ので、文字の読み書きができず、職も得ることもできず、貧困状態から抜け出せません。
このツアーは JLMM（日本カトリック信徒宣教者会）と協力して実施しています。JLMM は 1998 年から、そのような人々に
寄り添い、彼らが自立して貧困状態から抜けられるサポートをしてきました。この JLMM の活動現場に実際に立つことで本
校のモットーであるMen and Women for Others, with Others  （他者のために、他者と共に）の精神の具体化、特に with 
Others　（他者と共に）の実践を学んでいきます。
○プログラム概要
　・プノンペン：プノンペン大学の学生たちとの交流
　　　　　　　　ごみ集積場に隣接する村での識字教育。母親センターの見学。収入創出プログラム見学、ボランティア。
　　　　　　　　キリングフィールド、トゥールスレン刑務所見学（内戦の歴史学習）
　・コンポンルアン： トンレサップ湖にある水上村での活動見学、水上村教会での子供たちとの交流。

ベトナムからのボートピープルたちの村。カンボジア社会に融合できず、貧しい状態に置かれている
現状を知る。

　・バッタンバン：内戦の犠牲になった女性たちの自立を支援する NGO ラチャナハンディクラフトの施設見学。ホームステイ。 
　・シェムリアップ：戦争博物館見学（内戦の歴史学習）

アンコールワット、伝統舞踊見学（カンボジアの歴史学習）
現地小学校・幼稚園の見学、ボランティア
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東ティモール聖イグナチオ学院　第一回卒業式
カトリック司祭・イエズス会　聖イグナチオ学院基金　現地世話人

浦　善孝
　聖イグナチオ・デ・ロヨラ中学高等学校は昨年 12 月に第１期生の卒業式を祝い、この１月 (2019 年 ) から７期生が新中学
１年生として入学してきて、学校も新しいステージに進むことができました。これも、皆様のご理解と経済的なご協力の賜物
と感謝しています。
　同時に学校における私たちの教育活動は、これから本格的に始まるものだと認識しています。私たちの東ティモールにおけ
るこの教育活動は、単に他の学校に通う生徒たちに奨学金を支給する組織を運営することでもなく、あるいは既存の教育組施
設を期限付きで支援する事業でもありません。自ら学校を設立し、 「貧富の隔たりなく学びたい全ての子どもたちが一緒に学
べる、きちんとした学校」を作るという目標を掲げた教育活動です。そのために公益事業としての教育活動を「継続してゆく」
という責任が伴っています。
　聖イグナチオ学院から１期生が巣立ってゆくことができましたが、東ティモールという後発開発途上国ではじめた「教育目
標」を持った私共の教育活動を今後も継続し、聖イグナチオ学院が生徒一人ひとりの人生と社会に貢献し続けることができま
すように、今後ともご理解とご協力を賜れますようにお願い申し上げます。
　最後になりましたが、みなさまのご多幸を心からお祈り申上げます。

卒業式の様子。前列に座っているのは、聖イグナチオ学院開校時に 1 期生・中 1 を担当した最初の教職員。

一期生。6 年間最後の授業日の最後の時間。これで聖イグナチオ学院での授業は全て終わり。

聖イグナチオ学院基金へのご寄付のお願い
カトリック司祭・イエズス会

聖イグナチオ学院基金　現地世話人　浦　善孝
　カトリック教会の修道会であるイエズス会は、東ティモールに二つの
新しい学校を設立しました。聖イグナチオ中学高等学校（聖イグナチオ
学院）は 2013 年 1 月に開校しました。続いて高等学校教員の養成を目
的とした聖ジョアン・デ・ブリトー教育大学を 2016 年 1 月に開学する
ことができました。この東ティモールにおける教育プログラムは、「学
びたいすべての子どもたちが、貧富の隔たり無く学べる学校」をつくる
ことを目指しています。
　2002 年にインドネシアより独立した東ティモールは、今なおアジア
最貧国の一つです。2012 年末に、それまで当国の運営を支えていた国連が撤退しました。今後は自分たちで国づくりが進め
られてゆくことになりますが、とりわけ教育は重要な役割を果たすと思われます。そこで、二つの学校とそこで学ぶ生徒・学
生のために「聖イグナチオ学院基金」を設立いたしました。これらの学校は学費を高くすることができず、建築・運営費と奨
学金の大半をご寄付や設立母体のカトリック・イエズス会を通してのご支援でまかなっています。
　私はイエズス会司祭とし同会より 2012 年 5 月より東ティモールに派遣されて、これらの学校の設立運営に携わっています。
したがって、私が現地にてこの聖イグナチオ学院基金の運営責任を負います。趣旨をご理解いただきご協力を賜れますように、
お願い申し上げます。
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創立以来、卒業生も約 9,470 名となりました。
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おります。

「会員の皆様の一人ひとりの力強い協力でさらなる発展」を目標に日々邁進していきたいと思っています。
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致します。

※最近、学校同窓会事務局・友人・知人等の名前を騙り、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が、
学校・事務局からは直接個人宅へ電話をすることは一切ありません。何かご不明な点がありましたらホームページま
たは FAX・郵便で事務局へご連絡下さい。

同窓会会費納入のお願い

●終身会費／50,000円　　●年会費／3,000円
※同窓会に出席できない方は、同封の振込用紙にて振込をお願い致します。
※終身会費を納入頂いた方は、年会費は必要ありません。

ホームページ

上智福岡中学高等学校同窓会
Sophia-Fukuoka Junior-Senior High School Alumni Association

https://www.sophia-taisei.gr.jp （常時SSL対応）

「泰星会」で検索して下さい。同窓会の公開グループですので、卒業生ならどなたでも入会できます。
同窓会の活動報告も随時行っています。入会して卒業生の交流を深めましょう。

★会員情報変更の申し込み、メーリングリストの利用申し込み、生涯メールアドレス利用申し込み、活動・情報の
ブログ投稿の申し込み等、随時受け付けておりますのでご活用下さい（無償サービス）。

★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下さい。

令和元年度　関西支部同窓会のお知らせ

令和元年度　関東支部同窓会のお知らせ

　令和元年度 第 7 回泰星会　関西支部同窓会を下記の通り開催致しますので、関
西在住の皆様、お誘い合わせの上是非ご参加下さい。
　今年も本部よりご臨席の予定ですので、親睦を深め交流の輪を広めましょう。

日時：令和元年 11 月 16 日（土）　18：30 ～
会場：大阪ガーデンパレス
 住所：大阪市淀川区西宮原 1 － 3 － 35　　TEL：06-6936-6211

会費：5,000 円（同窓会年会費 3,000 円含む）

日時：令和元年 10 月 12 日（土）　17 時～（予定）
会場：上智大学新 6 号館（ソフィアタワー）6 階　ソフィアンズクラブ
会費：未定

★出席希望の方は原田支部長まで直接お申し込み下さい。受付電話：090-1392-0496

問合せ先：関東支部長 菅原隆典（33 期）　携帯電話：090-9154-1540
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会 員 各 位

拝啓　初夏の候ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

会員各位におかれましては、毎日ご多忙な中ご活躍のことと存じ上げます。

　さて、本日会報24号が担当者の企画、努力で、出来上がりましたので、

同封の上送付致します。

内容につきましてのご意見、ご要望等ございましたら下記宛ご連絡頂ければ、

次年度以降の会報作成の参考にさせて頂きますので、よろしくお願い致します。

　なお、名簿の変更事項などの整理も逐次行っておりますが、平成17年

4月1日より個人情報保護法が施行されたのに伴い、当会としても各位の

各種情報の漏洩防止のための管理を行っております。17年度以降は名簿

（改訂版）の発行を中止致しております。

　名簿情報の登録内容の変更につきましては、下記宛ご連絡下さい。登録

変更後に、通知させて頂きます。

敬具　

〒810-0032
福岡市中央区輝国1丁目10番10号
TEL：092-715-9094
FAX：092-715-9095

URL：https：//www.sophia-taisei.gr.jp

E-mail：info@sophia-taisei.gr.jp

令和元年6月吉日

上智福岡中学高等学校同窓会

〔事務局より〕

泰星会会長 中島　幸男

役員一同

会報担当者一同

事務局一同

年会費、終身会費の納付用の振込用紙（郵便）を同封致しております。

出費多端とは存じますが、各位のご協力を心からお願い申し上げます。

なお、終身会費を過年度に既納の方につきましては、年会費、終身会費

共に納付不要ですので併せてお知らせ致します。
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令和元年度　同窓会のお知らせ
●日時 令和元年6月29日（土）

●会場 KKRホテル博多

●会費

●イベント

一般会員：6,000円（年会費3,000円+懇親会費3,000円）
一般学生：3,000円（年会費のみ）
70期学生：年会費・懇親会費共に無料（今回のみ）
終身会員：3,000円（懇親会費のみ）

総　会 18：00～
懇親会 19：00～

住所：〒810-0022
　　　福岡市中央区薬院4丁目21-1
　　　TEL：092-521-1361

主幹事世話人：50期（若杉朗仁・有田帝圭　共同幹事長）
副幹事世話人：51期（宮崎啓成・井口洋一）

・司会：山本　華世
・森謙三先生・追悼セレモニー
・山本　華世：講演・クイズ

■空港より地下鉄・博多駅よりバスご利用

■地下鉄七隈線ご利用
　「薬院大通駅」1番出口より右へ徒歩3分

※17：30より受付開始

http://www.kkr-hakata.com

KKRホテル博多ご案内図

博多駅下車：博多駅中央正面口バス停Aバス乗場
9・10・11・15・16・17・18・19・214・215番
系統のバスにご乗車下さい。
バス停「南薬院」下車
※急行・快速以外のバスにご乗車下さい。

◆空港よりタクシーご利用･････････約20分
◆天神よりタクシーご利用･････････約10分
◆博多駅よりバスご利用 ･･････････約15分
◆空港より地下鉄・バスご利用 ･････約25分
　※JR博多駅乗り継ぎ　バス停「南薬院」下車

〈追伸〉なお、連絡不行き届きの会員の方もいらっしゃると思いますので、1人でも多くの方をお誘い下さい。

変更などの連絡は、ホームページまたはFAX・郵便でお願い致します。

上智福岡中学高等学校同窓会事務局
上智福岡中学高等学校事務局 TEL：092-712-7181

〒810-0032　福岡市中央区輝国1-10-10
TEL：092-715-9094　FAX：092-715-9095

同窓会ホームページ 同窓会メールアドレスhttps://www.sophia-taisei.gr.jp info@sophia-taisei.gr.jp
（常時SSL対応）
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