
ソフィアンズナウ
No.170

Autumn／2011

上智大学ソフィア会 〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町7-1 TEL03-3238-3041  FAX03-3238-3028
SOPHIA UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION 7-1, KIOICHO, CHIYODA-KU, TOKYO 102-8554 JAPAN
ソフィア会ホームページ http://www.sophiakai.gr.jp/ E-mail: jimukyoku@sophiakai.gr.jp 発行／上智大学ソフィア会 発行人／和泉法夫 編集人／風間 烈 発行日／2012年11月25日

ソフィアンズ ナウ No.172 Autumn 2012

昭和12年、
上智大学卒業生によって設立

●100周年主要記念行事カレンダー ･･･P2‒3
   2013年は記念行事が目白押し
　次の100年に向けグローバル教育に邁進する上智大学
●創立100周年記念事業募金･･･P4
　目標額10億5,000万円にあと1年半
　石澤前学長が瑞宝重光章を受章
●第4回地域ソフィア会全国大会が盛大に開催･･･P5
   マスコミ・ソフィア会／燦燦会／インマクラータ・マリア会

●春季全国代議員会Report ･･･Ｐ6
　東日本大震災被災学生への追加支援決議
●秋季全国代議員会Report ･･･Ｐ7
　創立100周年記念ソフィア会事業企画と予算執行規定を決議
　第2回ソフィア会会員大会／金・銀・銅祝式典／連続講演会のお知らせ
●ALL SOPHIANS’ FESTIVAL 2012･･･P8‒9
●ソフィアンの広場･･･P10‒13
●News & Information･･･P14‒16
　オールソフィアンのクリスマス2012
　フェイスブック活用の輪が拡大中

CONTENTS

1932（昭和 7年）
1 号館落成式にて
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学友会雑誌「蘇比耶」創刊

1945 （昭和 20 年）
10 月 25 日授業再開

1949 （昭和 24 年）
聖イグナチオ教会完成

1948 （昭和 23 年）
カマボコハウスに
「東京ソフィア・クラブ」
（現ソフィアンズクラブ）を開設

表紙でさかのぼる上智大学の歩み
創立100年周年記念

その2
〈100年史〉

２年、４回にわたって上智大学の歴史エピソードをご紹介していきます。

第 2代学長 
ヘルマン・ホイヴェルス

第 3代学長 
土橋八千太

第 4代学長 
村上直次郎

1949 年 4月 17 日に完成した聖イグナチオ教会

1937  ソフィア会設立
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上智大学が創立100周年を迎える2013年は、年間を通じて国
内外でさまざまな行事が予定されています。今号では主な行事の
概要をご紹介いたします。今後の詳しい情報にご注目いただき、
奮ってご参加くださるようお願いいたします。

ザビエルの足跡を訪ねる
ローマ巡礼の旅
（主催：上智大学）
2013年3月（予定）、聖フランシスコ・ザ
ビエルの足跡を訪ねてヨーロッパ各地
をめぐる、ソフィアンのツアーを企画し
ています。

1 月
2 月

3月
4月
5月
6 月
7 月

8月
9月
10月
11月
12月

　ザビエルの足跡を訪ねる
　ローマ巡礼の旅

　スポーツ講演会（23日）

　100周年記念祭ASF（26日）

    オペラ『細川ガラシャ』（25日）

　ソフィアンズカップゴルフ大会（3日）

　地域ソフィア会全国大会
　《拡大東京大会》（19日）

　100周年記念式典（1日）

　オールソフィアンのクリスマス（6日）

　100周年記念演奏会（8日）

創立100周年を彩る講演者が続々登場
ソフィア・ルネッサンス連続講演会
（共催：上智大学／ソフィア会）
創立100周年記念事業として2009年から始まった連続講演会も、ついに
記念すべき2013年を迎えます。5月頃から順次開催予定の講演会の詳細
は、別途ご案内いたします。

スポーツ講演会
『スポーツを通した人間教育
～スポーツが果たせる社会的役割～』
1984年ロサンゼルス五輪の柔道無差別級金メダリスト、山下泰裕氏（東
海大学副学長／日本柔道連盟理事）をお招きいたします。
  日時 ： 2013年4月23日（火）17:30～（17:00開場）
　会場 ： 上智大学四谷キャンパス10号館講堂（予定）

　上智大学創立100周年

上記の他にもさまざまな記念行事を準備中です。
詳細は『ソフィアンズナウ』2013春号および
ソフィア会ホームページ、メールニュースなどを
ご覧ください。

5月の最終日曜日は四谷に大集合！
100周年記念祭ASF
なつかしい学内のツアーをはじめ、一日たっぷり楽し
めるイベントをご用意して、13万人のソフィアンとご
家族の皆様のお越しをお待ちしております。 感動の
グランドフィナーレは17時頃から始まります。
　日時 ： 2013年5月26日（日）
　　     10:00～18:00（予定）

2013年は祝賀記念行事が目白押し

創立100周年ロゴの
シルエットにも
使われている
ザビエル像
（市ヶ谷キャンパス）

100周年主要記念行事
カレンダー2013

上智の原点は遥かヨーロッパに
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次の100年に向けグローバル
教育に邁進する上智大学

上智大学
ルクセンブルクオフィス
（ルクセンブルク大学）

上智大学を含め
連携協定した

グローバル5大学調印式

オペラ『細川ガラシャ』
ガラシャの死後、イエズス会を通じてヨーロッパに
伝わり、1698年にオーストリアのハプスブルク家で
上演されたオペラを、ガラシャの帰天日（命日）に
あたる8月25日に、カトリック玉造教会（大阪カテド
ラル聖マリア大聖堂）で開催いたします。
上智大学、カトリック大阪大司教区共催。

ソフィアンズカップゴルフ大会
2013年9月3日（火）、箱根カントリー倶楽部（神奈川県）にて開催。
参加費の一部は100周年記念事業募金へ寄付されます。

地域ソフィア会全国大会《拡大東京大会》
2013年10月19日（土）、地域ソフィア会・各種ソフィア会の会員、代議員
が四谷キャンパスに大集合。未来のソフィアを共に考えます。

「叡智が世界をつなぐ」を全体テーマに！
上智大学創立100周年記念式典
 （主催・上智大学）
大学創立記念日にあたる2013年11月1日（金）、下記祝賀行事
を東京で行います（時間は予定）。聖フランシスコ・ザビエル
に始まる上智の原点を振り返り、母校の次の100年に向けて、
世代や国境を越えたソフィアンの絆を確かめます。
●記念ミサ　  10:00～ 会場 ： 聖イグナチオ教会
●記念式典　 14:30～ 会場 ： 東京国際フォーラム
●記念祝賀会 18:30～ 会場 ： ホテルニューオータニ（紀尾井町）

100年目のクリスマスを共に祝いましょう
オールソフィアンのクリスマス
2013年12月6日（金）、上智大学四谷キャンパスにて、創立100年目のク
リスマスを祝って盛大に開催いたします。記念ミサの後、イルミネーショ
ン点灯式、キャンドルサービス、パーティーと続きます。

上智大学創立100周年記念演奏会
2013年12月8日（日）午後、サントリーホール（東京）にて、100周年記念
管弦楽団と合唱団による大音楽会を開催いたします。
曲目はレスピーギ『ローマの祭り』、ブルックナー『テ・デウム』、新井満
『千の風になって』など。

海外・国内地域ソフィア会、各種ソフィア会で100周年を祝う企画をお
考えの方は、ソフィア会事務局までご一報ください。
各地の盛り上がりを広報でご紹介してまいります。なお、冠イベント名称
（上智大学創立100周年記念○○○○）をご希望の場合は、その旨も
合わせてお申し出ください。

母校創立100周年を全国で、世界で祝いましょう！

　上智大学は、現在、創立100年周年記念事業と次の100年に向
けて各種の取り組みに邁進しています。
　上智大学の目指すキーワードは、第4回地域ソフィア会全国大
会2012北海道大会 in 函館で髙祖敏明上智学院理事長が掲
げた「叡智が世界をつなぐ」です。そして“Men and Women for 
Others, with Others”「他者のために、他者ともに生きる」の下に
全世界のイエズス会教育機関・施設と連携・糾合しつつ、アジア・ア
フリカ地域も視野に入れた、国際的つながりを持つ学際的な絆を
深める“Global Competency”「グローバル化対応能力」を意図す
る教育の推進です。
　これらの推進のために上智大学は、文部科学省から①「大学
の国際化のためのネットワーク形成推進事業」（グローバル30）、②
「グローバル人材育成推進事業」を付託されています。大学は、さ
らなる教育推進のため独立行政法人国際協力機構(JICA)、国連
世界食糧計画（WFP）やグローバル企業とカリキュラム面での連
携を行っています。そして海外には、「上智大学アジア人材養成研
究センター（カンボジア）」、「上智大学ルクセンブルクオフィス」の設
置、国内では5大学（上智大学・国際教養大学・国際基督教大学・
早稲田大学・立命館アジア大学）連携協定などを通してグローバ

ル化という世界潮流に対応
しようとしています。
　ソフィア会には、パリ、ニュー
ヨークなど海外ソフィア会が
60ありますが、今後上智大学
と連携してグローバル展開に
協力していきます。

　理工学部創設50周年記念式典と記念講演が、さる10月27日
14時より10号館講堂で賑やかに開催されました。記念式典には、
髙祖理事長、滝澤学長、早下隆士理工学部長、和泉ソフィア会
会長をはじめ理工学部創設以来の教職員、ピタウ元学長、卒業
生、大学院生、学生多数が参集し、新たな50年に向けての挑戦
を誓いました。また、理工学部創設50周年記念教育環境整備募
金が呼び掛けられました。
　記念講演は、野依良
治氏（独立行政法人理
化学研究所理事長・ノー
ベル化学賞受賞）が「新
時代の科学、技術を担う
若者へ」のテーマで行い
ました。

理工学部創設50周年記念式典開催
新たな50年に向けての挑戦を誓う！

記念講演

細川ガラシャ
（大阪カテドラル聖マリア大聖堂）
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東日本大震災支援に活躍するソフィアン

発揮される上智精神

卒業生の募金総額が8億円を超える！ 多大な貢献に感謝！
目標額10億5,000万円にあと1年半
さらなるご協賛を！

創立100周年記念事業募金

　来年に迫った上智大学創立100周年記念事業募金への卒業生、地域・各種ソフィア会等団体からの募金
総額は9月末に8億630万円に達しました。目標額の10億5,000万円に対する達成率は76.8％。厳しい経済環境
にあって企業などからの寄付が伸び悩む中、募金に協力下さった卒業生は延べ12,592人、団体数は785団体、
卒業生オーナー企業は21社。団体の寄付では構成員個人が寄付者としてカウントされませんが、実に多くの卒
業生が母校100周年のために協賛してくれていることは特筆すべきことで、皆さまのご協力に改めて深く感謝
申し上げます。
　2004年に始まった募金活動も残すところ1年半。目標額に対しあと２億4,000万円余となりました。あと1年半、
引き続きご協力をよろしくお願い致します。
　ご送金は同封の創立100周年記念事業募金用の振込用紙をご利用ください。

　上智大学創立100周年記念事業
募金委員会総会（委員長：上原治
也氏／69経営）が10月16日（火）募
金委員130名（内ソフィア会員46名）
が出席し開催されました。総会では、
細川佳代子さん（ソフィア会副会長
／66文英）による「上智大学創立
100周年記念事業募金による母校
への貢献」の特別講演に続き、滝澤
学長、和泉ソフィア会会長、細川さんによるパネルディスカッションでは、在
学中のそれぞれの思い出の中に感動があり、今日の自分を支えてくれてい
る母校への感謝の念を募金に協賛することで表そうと熱く語られました。

第8回 上智大学創立100周年記念事業
募金委員会（総会）が開催される

募金グッズ売上げによる寄付金が
累計で1,100万円に！
　上智大学の校章や創立100周年ロゴをあしらった募金グッズの売上げ利
益の100万円を上智学院に寄付致しました。これにより、2006年からこれまで
に合計1,100万円を寄付することができました。

東日本大震災の被災学生就学継続
支援募金に280万円の追加支援を実施！
　ソフィア会は、2011年3月と5月に合わせて1,000万円を「東日本大震災によ
る被災学生就学継続支援募金」に緊急寄付したのに続き、2012年も280万
円の追加支援を行いました。ソフィア会が大学との連携で始めたこの募金活
動に寄せられた支援金総額は、2012年9月15日現在で１億2,000万円余（内
卒業生の寄付額は5,300万円）に上ります。

　引き続き皆様の温かいご支援をお願いします。

全体の募金実績

父母（大学）
250（8.9％）

父母（短大）６（0.2％）

企業
1,055（37.7％）

卒業生（大学）
806（28.8％）

SJ・イエズス会
312（11.1％）

篤志家、他 227（8.1％）

卒業生（短大・社専）
18（0.7％）

教職員 127（4.5％）

合計
2,801

単位百万円
卒業生の寄付状況

卒業生（個人）
532（ 51％）

卒業生（団体）
223（21％）

卒業生（オーナー企業）
51 （5％）

目標残額
244（ 23％）
目標残額
244（ 23％）

目標額
1,050

（100％）

単位百万円

　3.11東日本大震災後、被災地では多くのソフィアンが
支援活動に取り組んでいます（ナウno.171掲載）。元北海
学園大学教授伊藤淑子さん（72文社）は、昨年12月以来宮城県本吉郡南三
陸町志津川地区でボランティア「自称住み込みのお手伝いさん」を行いながら
地域の復興プランに専門性を活かしたアドバイザ―として参画しています。
 また、細川護煕氏（元総理大臣／63法法）は、「（財）瓦礫を活かす森の長城

プロジェクト」立ち上げ、ガレキ処理の活動を展開し
ています。このプロジェクトは、犠牲になった人々へ
の鎮魂の思いをこめ、ガレキを盛土材料として堤防
を作り、その上に木を植え将来の巨大津波に対す
る大堤防を東北の海岸線に万里の長城のように
築こうとする壮大なものです。

石澤前学長が瑞宝重光章を受章
　この秋の叙勲で石澤前学長が瑞宝重光章受章
の栄誉に輝きました。世界遺産・アンコールワット遺
跡に魅せられて以来51年間の遺跡の研究と1996
年に「上智大学アジア人材養成研究センター」を立
ち上げ、「カンボジア人による、カンボジアのための、カ
ンボジアの遺跡保存修復」の哲学に基づく遺跡の
保存・修復、人材養成の事業は、去る10月に逝去さ
れたカンボジアのシハヌーク前国王から「私たちは
最初に井戸を掘った人を忘れない」（1992年ユネスコ会議）と謝意を表さ
れました。このたびはソフィア・ミッションの国際貢献が日本政府から認めら
れたものです。先生、おめでとうございます。

シンガポールソフィア会

2012年度金祝の皆さん

第4回目の寄付者銘板の除幕式

熱っぽく被災地の窮状を訴える
伊藤さん（函館大会）

プロジェクト推進メンバーと岩沼市で植樹する細川氏（右） ▶

パネルディスカッション

お喜びの石澤先生
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　つい最近、看護婦のナースキャップが全国の病院から姿を消しつつあるとい
う大変残念なニュースを目にしました。ナースキャップはナイチンゲールの時代に
始まった習慣で、看護学校では学生が入学後、基礎教育を終えて実習を始め
る前に意識を高め、看護婦としての使命を自覚し、決意を新たにするために
「戴帽式」を行ってきました。聖母大学では60有余年継承されてきた最後の戴
帽式が2010年11月に行なわれました。
　このたび上智大学の総合人間科学部看護学科から、11月10日に第1期生

が実習等の専門教育をス
タートするのを機に、≪ソフィ
アの精神を心に、看護の技
を手に≫との趣旨で「コミットメント・セレモニー」を行うとのご案内を頂きました。
　「戴帽式」の精神が「コミットメント・セレモニー」に引き継がれていくことを祈っ
てやみません。

インマクラータ・マリア会／聖母大学同窓会　会長　阿久津早智子

カトリック元町教会にて感謝ミサ 懇親会のフィナーレの校歌斉唱

インマクラータ・マリア会

　第25回マスコミ・ソフィア会総会・第22
回コムソフィア賞授賞式が、さる6月30日9
号館地下カフェテリアで開催されました。
年次総会が終了後、コムソフィア賞授賞
式と受賞特別記念講演会が行われまし
た(http://www.cumsophia.jp)。講演会
の後では、受賞した信長貴富氏（在学中
混声合唱団アマデウス・コール所属）を祝
おうと駆けつけた混声合唱団アマデウス・コールのメンバー有志とOBOGら
が、信長さんのタクトのもと美しい歌声を披露。最後は会場の全員で校歌を
高らかに合唱しました。以下は、受賞者の方々。
●コムソフィア賞／我謝京子さん（87外西）ロイター記者、映画監督●コムソ
フィア特別賞／三森ゆりかさん（81外独）つくば言語技術教育研究所所長
●コムソフィア賞濱口賞／信長貴富氏（94文教）作曲家・編曲家

第22回コムソフィア賞

我謝京子さん(87外西)他が受賞

「戴帽式」から「コミットメント・セレモニー」へ

マスコミ・ソフィア会

　大会に先立ってカトリック元町教会で髙祖理事長他4人の神父さまが函
館大会の開催に感謝の祭儀を行ってくださり、72名のソフィアンがミサに与
りました。
　地域ソフィア会の情報交換会には26団体から34名が参加され、全国大
会の体験談、母校創立100周年行事への取組み、バザーの開催等同窓
会運営のノウハウなどを披歴してくれました。
　その後は会場を変えて、本会を開催。城木浩一（61法法）大会実行委
員長の歓迎の辞、和泉会長のお礼の詞、髙祖理事長と滝澤学長からの

祝辞に続いて、パネルディスカッションに入り、コーディネーターの細川佳代
子さんの鮮やかな司会進行で、パネリストの髙祖理事長、滝澤学長、石澤
前学長、ウィリアム・カリー元学長が在学中、在任中のそれぞれの思い出や
ソフィアンのきずなを語ってくれました。
　大会の後はソフィアマンドリーノOBの皆さまによる歓迎のミニコンサート
に続いて大懇親会。二次会は函館山の展望台からの「百万ドルの夜景」

組とホテルで「旧交を温める」組に分かれました。
　翌7日（日）はエクスカーション。3コースに分かれましたが、
初めて函館を訪問されたソフィアンにはトラピスト修道院とト
ラピスティーヌ（女子）修道院が印象深かったようです。
　城木大会実行委員長、小林裕幸（63文英）および中村
由紀夫（73法法）両副委員長他実行委員の皆さま、全国か
らご参加くださったソフィアン、メッセージをお寄せくださった
国内外のソフィア会の皆さま、皆さまのお陰で第4回地域ソ
フィア会全国大会も無事盛大に終了しました。ありがとうご
ざいました。いよいよ来年は母校創立100周年記念の東京
大会。皆さまとの再会を楽しみにしています。

10月6日(土)第4回地域ソフィア会全国大会（北海道大会in函館）が函館
国際ホテルで開催されました。今回は北九州大会、関西大会、山梨大会
に続く第4回大会で、母校創立100周年の前年という大切な年の大会で
したが、関係者ご一同の熱意と努力に応えて全国のソフィアンとその
ご家族約240名が北海道開拓史の原点で、風光明媚かつカトリック教
会とも縁が深い函館に集う盛会になりました。

　5月27日のASFの日、燦燦会（金祝
を迎えた仲間の会）は第1回「留学生
による日本語スピーチコンテスト」を1
号館101教室で開催しました。参加
者は国際教養学部から4名、外国語
学部から1名、大学院から1名の6名。
審査はウイリアム・カリー先生、濱口吉
右衛門（60経経）金祝燦燦会会長、
現役学生6名の8名で行った結果、
優勝は「日本への旅」と題して演壇に立った大学院グローバル・スタディー
ズ研究科のクリスティーナ小野さんに決まり、ウイリアム・カリー賞（3万円）が
授与されました。他にソフィア会会長賞が2名、金祝燦燦会会長賞が3名で
した。又副賞が参加者全員に贈られました。表彰式後は、参加の留学生6
名と審査を務めた日本人学生6名が輪を作って交歓しました。

燦燦会による日本語スピーチコンテスト
燦燦会

受賞者の記念写真左より信長さん、
三森さん、我謝さん

KITA-KYUSHU≫OSAKA≫ YAMANASHI ≫HAKODATE北の地函館で
第4回地域ソフィア会全国大会が盛大に開催
北の地函館で
第4回地域ソフィア会全国大会が盛大に開催

優勝者のクリスティーナ・小野さん

「戴帽式」点灯のシーン

パネルディスカッション
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上智大学の創立100周年記念事業募金協力強化
（目標10億5000万円募金（現在約71％）達成に向けて）
◉銘板記載をテーマに個人・団体募金の推進と募金協力の広報強化
◉被災者学生支援募金はじめ指定目的募金の推進
◉ソフィア会行事や地域・各種ソフィア会行事を通じて協力要請
◉募金グッズ/ショッピングアフィリエイト/ASF、ASC等イベントを通じて裾野拡大
上智大学創立100周年記念ソフィア会事業実行委員会発足と実施企
画案策定
◉各団体が参画する実行委員会を発足し実施企画案策定
◉著名人データベースを大学と連携して作成
◉大学の創立100周年事業企画と連携
最高議決機関としての全国代議員会の役割強化と参加率向上策定
◉議事内容のメールでの事前送付による議論の深化
◉遠隔地にすむ代議員への利便性向上策（ITの活用等）
◉欠席者投票システム・映像配信の実施
ソフィア会会員との絆の強化
◉ソフィア会WEB/ソフィア会FACEBOOK/ソフィア会SNS/上智大学SCS/
　月２回配信メールニュースによる絆強化

2012年度　ソフィア会重点施策2012年度　ソフィア会重点施策 ◉ソフィアルネッサンス連続講演会に新企画追加（国際社会で活躍するソフィアン）
◉ASF/ASC/ゴルフ大会等企画
◉特別名誉会員(ピタウ元学長/諸橋元ソフィア会会長)の語る会
地域・各種ソフィア会活動に対する連携・支援体制を強化
◉地域ソフィア会第4回全国大会実施によるネットワークの強化
　（10月6日函館開催 ホスト札幌ソフィア会）および第5回東京大会への準備）
◉地域・各種ソフィア会へ各種協力の強化（事務局への支援ツール）
◉各種ソフィア会との連携企画（講演会等）の推進
◉大学行事と連携しての支援強化
現役学生支援態勢強化と学生との連携企画の充実
◉継続的課外活動支援（予算８００万円計上）
◉就活支援企画を大学と連携して実施
◉学生との連携企画 ASF/ASC等
新しいソフィアンズクラブ設立にむけて推進体制強化
◉次期ソフィアンズクラブ設立に向けての企画　
◉上智大学との連携と折衝
ソフィア会の健全な発展に向けて維持会費（任意）の協力依頼を強化
◉年間1500人6００万円をめざし協力依頼と広報活動の強化
未来に向けてソフィア会基金として年間1000万円積み立てを継続して
ソフィア会基盤を強化する
◉2012年度末積立基金4億6060万円目標
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東日本大震災被災学生への
追加支援金280万円を決議

上智大学勤続15年表彰教職員と名誉教授をソフィア会客員として迎える

遠方の代議員、専門委員に交通費を一部補助

（ソフィア会会則第29条にある事業計画を兼ねる）

項　　　　目 2011予算 2011実績 2012予算

【収入の部】 

【経常支出の部】
1  事務局費

2  事業費   

54,800,000 
100,000 
5,000,000 
4,400,000 
4,000,000 
2,600,000 
20,000 

1,100,000 
72,020,000 

54,770,000 
0 

3,172,420 
4,400,838 
3,961,810 
2,575,100 

1,059 
498,427 

69,379,654 

54,800,000 
900,000 
6,000,000 
4,400,000 
4,000,000 
2,600,000 
20,000 
600,000 

73,320,000 

   事務局費用 14,090,000 11,783,819 
 

14,140,000 
 

6,480,000 
 5,600,000 
11,000,000 
8,000,000 

 
4,000,000 
100,000 
4,100,000 

  
 5,720,000 

1,000,000 
 

1,930,000 
10,000,000 
72,020,000 

7,485,418 
5,126,071 
11,000,000 
8,000,000 
2,800,000 
3,677,709 

5,380 
3,759,861 

 
 4,485,673 

984,356 

181,337 
10,000,000 
69,289,624 

6,310,000 
 5,150,000 
 11,000,000 

4,000,000 
200,000 
3,600,000 
8,000,000 
 4,920,000 

1,000,000 
3,000,000 
2,000,000 
10,000,000 
73,320,000 

　
①広報費・ホームページ
②ソフィアンズクラブ
③ 創立100周年記念募金　　
　 創立100周年記念募金 学生課外活動支援
　 創立100周年記念募金 東日本大震災被災学生支援
④ＡＳF運営費
⑤ソフィアンズカード入会推進費
⑥地域・各種ソフィア会連携推進費
⑦学生課外活動支援費（新設）（注3）
⑧その他の行事や学生支援
　(寄付講座、特別講演会、金銀銅祝、ｺﾞﾙﾌ、ｸﾘｽﾏｽ等）　
⑨ITインフラ支援
⑩上智大学１００周年準備企画費（新設）
3  予備費
4  基金積立額
　　　　　経常支出計

当期収支（収入 - 経常支出）
積立金
期首積立額　　
基金積立額　
期末積立額

 

440,515,419 
10,000,000 
450,515,419 

90,030 

440,515,419 
10,090,030 
450,605,449 

450,605,449 
10,000,000 
460,605,449 

1  同窓会積立金（終身会費）（注1）
2  入会金収入
3  維持会費（任意）収入
4  上智学院預け金利息
5  カード手数料収入（注2）
6  クラブ使用料収入
7  受取利息
8  その他収入（ﾈｯﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞなど）（注2）
　　　　　　　　収入計

　当日は373名が出席（委任状提出を含む）。冒頭、和泉会長から昨年度
重点施策の実績評価や本年度の施策説明があり、続いて髙祖理事長か
らグランドレイアウトや来年11月1日に予定している100周年記念式典の紹
介、滝澤学長から大学の取り組みを含めご挨拶をいただきました。その後、
議案の審議に移り、2011年度の収支残金280万円を東日本大震災被災学
生への追加支援金に充当する議案や遠方在住の代議員及び専門委員
への交通費一部補助に関する規定など5つの議案について審議。交通費
に関する議案について「試算はどうなっているか」等の質疑が集中しました
が、最終的に満場一致で可決しました。
　

　主な報告事項としては、上智大学勤続15年表彰教職員と名誉教授を
ソフィア会客員として迎える報告と来年100周年に向け企画・運営を行う
実行委員会の設置の報告がありました。また今年10月に函館で行われる
第4回地域ソフィア会全国大会については、小林実行副委員長が札幌か
ら上京し、熱弁。
　今回はホームページ上から代議員会の出・欠席の回答や電子投票がで
きたり、事前に議案の資料がメールで送られる、また出席できない代議員は
Ustreamでリアルタイムに代議員会を見られるなど、改善がいくつか行われ
ました。100周年に向けソフィア会の活動がさらに活発になるべく、今後地方
や海外在住の代議員の方々のより多くの参加が期待できそうです。

①東日本大震災の被災学生への追加支援金280万円を拠出
②2011年度決算報告案と2012年度予算案を承認
③遠方在住の代議員及び専門委員会委員に対する交通費一部補助に
　関する規定を承認（6月1日より施行）。
④新規登録申請団体(地域・各種ソフィア会)６団体を承認
　（地域／海外）ルクセンブルグソファイア会、Deutscher Ring、
　（各種）ボッシュ・ソフィア会、上智大学金祝燦燦会、
　　　  ケルンテニス愛好会OB・OG会、上智大学社会学科同窓会
⑤新規代議員および補充代議員14名を承認

決議された議案と主な内容

5月19日(土)午後2時30分から、2012年度ソフィア会春季全国代議員会が
母校10号館講堂で行われました。

2012年全国代議員会 Report 春 季

（単位：円）

（決算）自2011年4月1日～至２０１２年３月３１日
（予算）自2012年4月1日～至２０１３年３月３１日2011年度決算報告・2012年度予算

（注１）同窓会積立金（終身会費）は、学生が納入した時点で、これを
分割前払で納入したものとしてソフィア会の収入として計上し、同時
に上智学院に預けています。
（注２）カード手数料収入、一粒の種（ネットショッピングなど）の収
入は、全額を課外活動支援、被災学生支援、奨学金などの学生支援目
的指定の募金に優先して充当します。
（注３）学生課外活動支援費は、資金使途を明確化するため、2012年
度予算において、創立100周年記念募金から分離し、新設したものです。

Ustreamでも会議の模様をリアルタイムに配信
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　和泉会長による開会の挨拶の後、４つのプログラムが行われ、各担当より説明。
まず、10月6日に函館で開催される第4回地域ソフィア会全国大会の概要を紹介。
「“いま、ソフィアのきずな”をテーマにファミリーの集いもあり、家族や仲間ぐるみで参
加を」と呼びかけがありました。続いて来年に迫る上智大学創立100周年記念ソ
フィア会事業実行委員会発足の報告と、メンバーの紹介。さらに100周年記念募金
の現状報告と東日本大震災被災学生への支援報告。「目標まであと3億円。引き続
きご協力を」との依頼がありました。最後に、当日行われるオールソフィアンの集いの
説明があり、和泉会長が「Ａｌｕｍｎｉ！」と開会を宣言し、オールソフィアンの集いがス
タートしました。

晴れわたるＡＳＦ日和の５月27日、10号館講堂では金・銀・銅祝式典に続いて、
ソフィア会会員大会が開催されました。

第２回ソフィア会会員大会を開催

　ソフィア会は10月20日（土）、2012年度秋季全国代議員会を開催。当
日は359名（委任状含む）が出席しました。電子投票等IT化の推進に
より参加率も徐々に向上しているようです。会議では、和泉会長が2012
年度重点施策の進捗状況等を報告した後、髙祖理事長、滝澤学長か
ら「叡智は世界をつなぐ」をテーマとした創立100周年記念行事や次
の100年に向けての大学の取り組み等についてお話をいただきました。
議案の審議では、創立100周年記念ソフィア会事業の企画内容と予
算執行規定に関する議案等4つの議案が満場一致で承認されました。

ソフィア・ルネッサンス連続講演会
創立100周年記念事業　

　5月27日（土）にオールソフィアンの集いが開催される中、ソフィア会の会員総
会に先立って、母校が催す金•銀•銅祝の式典が10号館講堂で行われました。
今年の金祝は卒業後50年の1962年卒生664名、銀祝は卒業後25年の1987年
卒生2,259名、銅祝は卒業後15年の1997年卒生2,488名ですが、当日は約600
名が出席して、滝澤学長の式辞のあと、各代表に祝状と花束が贈呈されました。
　髙祖理事長と和泉会長の祝辞に続いて金祝、銀祝、銅祝のそれぞれの代
表が謝辞を述べました。式典後は金•銀•銅祝それぞれの会場で祝賀会が開
催され、参加者は級友たちと旧交を温めていました。

金・銀・銅祝式典

創立100周年記念
ソフィア会事業企画と
予算執行規定を決議

2012年全国代議員会 Report 秋 季

Web 化で参加率も向上

式典での代表の方 （々敬称略）

＜金祝1962年卒＞
祝状 ： 田島勝彦（経経）
花束 ： 西丸なほみ（外仏）
謝辞 ： 染木萊子（文英）
　

＜銅祝1997年卒＞
祝状 ： 高橋由香里（文国）
花束 ： 菅 朋子（文独）
謝辞 ： 三上 彰（文社）

＜銀祝1987年卒＞
祝状 ：  赤松加奈子（文教）
花束 ：  岡沢一彦（理電）
謝辞 ：  我謝京子（外西）

＜2012年度テーマ＞
 国際社会への提言
私達にできること―国際的な社会貢献活動とグローバルなキャリア形成
第19回　5月28日　玄葉光一郎氏(87法法) 民主党衆議院議員、外務大臣
第20回　6月25日　石川えりさん（99法法）　 認定NPO法人難民支援協会事務局長
第21回　7月20日   浦元義照氏(74外英)　 国際連合工業開発機関事務局前次長
第22回  11月  9日　篠田　昭氏（72外露）   新潟市長
第23回  12月10日（月） 国際基督教大学（ICU）との共同開催プログラム（予定）
　　　　　　　　 大西啓介氏(88理電） 　ナビタイムジャパン代表取締役社長
　　　　　　　　 重延　浩氏(64ICU）  　 テレビマンユニオン会長

盛況だった会員大会

創立100周年記念
ソフィア会事業実行委員会

メンバーを紹介

ラテン語の祝状贈呈校歌斉唱で式典開始

①創立100周年記念ソフィア会事業企画およびその予算と執行に関する
　規定を採択
　予算総額1,300万円。事業が本年と来年の2年度にわたるため、単年度
　ごとの対応が困難なことから予算と執行に関する特別規定を定め10月
　21日より施行。企画内容は2－3頁参照。
②新規登録団体（地域・各種ソフィア会）4団体を承認
　（地域/海外）インドソフィア会
　（各種）上智大学ドイツ語学科同窓会、上智大学教育学科同窓会、
　　　　ソフィアコンサートバンド（SCB）OB&OG会
③代議員2名を追加承認　 
④推薦会員2名を承認
　中野三郎氏（旧姓大森/72文国相当）、木村光徳氏（69理物相当）

決
議
さ
れ
た
議
案
と
主
な
内
容

　連続講演会・新シリーズ
「国際社会で活躍するソフィアン」がスタートしました！

第1回　6月12日 エリック・ツァイ氏（05比文）
　　　　　　　 株式会社エリッQoo創業者兼CEO
第2回  12月20日（木） 
長寿企業の経営者によるパネルディスカッション
 [テーマ] 経営理念と社会貢献
 濱口敏行氏(67経経)       ヒゲタ醤油株式会社代表取締役社長、
 高野孫左ヱ門氏(79経営) 吉字屋代表取締役社長
 鈴木梯介氏(77経経)       鈴廣代表取締役副社長　　　　



参加者約7,300人！！  ありがとうございました。
2012年5月27日(日)、四谷キャンパスにて『オールソフィアンの集い2012』が開催されました。
今年も多くの皆さまにご来場いただきましたことを、心よりお礼申し上げます。晴天に恵まれ、
メンストや教室が多くのソフィアンでにぎわった一日を、写真でお楽しみください。

Once a century
Sophians Now8

マジシャンの周りは
いつも人だかり
マジシャンの周りは
いつも人だかり

無料のコーヒーと学生の
手作りクッキーでおしゃべり

学内ツアーの青い小旗

学生ゴスペルサークルの
パフォーマンスは迫力満点！

キルトの部屋は今年も盛況

看護士さんたちによる手浴体験看護士さんたちによる手浴体験
晴れやかに
金・銀・銅祝式典

木漏れ日あふれる
SJガーデンで同窓会

スタッフ大集合！

What a Wonderful World♪What a Wonderful World♪

怪盗Σ（シグマ）の謎解きに挑戦

鳥居正男さん講演

我謝京子さん講演



2012

2013.5.26
さあ、100年に一度の日曜日へ
来年の5月最終日曜日は、13万人のソフィアンにとって
100年に一度しかない特別な日曜日です。ぜひ、なつかしい
四谷キャンパスへ足をお運びください。今のうちに
カレンダーに印をつけておきましょう！

ASFのフェイスブックにも「いいね！」をお願いいたします。
www.facebook.com/allsophiansfestivalOnce a century

▼

▼
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フィナーレはみんなで校歌♪

懐かしい人とメンストで
ばったり会えました

髙祖理事長も
おそろいの
ポロシャツで

髙祖理事長も
おそろいの
ポロシャツで



LAソフィア会 開催日：2012.06.03

デン・ハーグ市の中華料理レストラン麒麟閣にてアムステ
ルダムソフィア会を行いました。

仲村一巳(87文英)

恒例の南カリフォルニア、大学同窓会ゴルフトーナメント
が行われました。高田偉差子さん(82文教)は女子の部で
4年連続優勝です。　　　               尾崎 信(72外西)

デトロイトソフィア会 開催日：2012.04.27

第18回ソフィア会を開催。新メンバーを迎えてアットホー
ムなソフィア会です。

会長 石川雅子(87外西)

ライン川沿いの会場にソフィアンとそのご家族友人40名
がバーベキューを楽しみました。

新井一郎(81外独)

フレッシュりんご酒で有名なアストゥリアス地方郷土料理
レストランでマドリッドソフィア会を行いました。

野口倫子(80法法)

新メンバー5名が加わり、大いに盛り上がりました。
木村修哉(97経経)

南山大学と合同で親睦会を開催しました。
坂倉久義(77経営)

香港クリケットクラブのレストランでランチタイムソフィア
会を開催しました。

会長 阿阪 修(70外葡)

開催日：2012.06.17 マドリッドソフィア会アムステルダムソフィア会 開催日：2012.06.19

デュッセルドルフソフィア会 開催日：2012.06.30 ジャカルタソフィア会 開催日：2012.07.07

ソウルソフィア会 開催日：2012.07.24 香港ソフィア会 開催日：2012.08.25

　ソフィアンの交流の場が多くなって投稿いただいた記事を全部掲載するのが難し
くなってきましたが、今回も何とか掲載できました。ただ、限られたスペース内に少し
でも写真を大きくするため記事は最小限にし、また複数の投稿をいただいた団体は1
つだけ紹介させていただきました。ホームページには全文を掲載していますのでご
了解ください。
　なお、登録団体の役員および団体を代表する代議員に交代がありました際には必
ず事務局にご一報ください。「役員交代届け」のフォームをお送りします。

年2回(2月と9月)開催のソフィア会は41名の会員の三分
の一から半分の会員が集まり、活発な意見交換の場と
なっています。　　　             会長 島山堅蔵(79外露)

開催日：2012.09.07

台北市内の国賓ホテル2F「富宜春」にて親睦会を開催
しました。　　　　　　　　          羅 仕麟(90経営)

台湾ソフィア会 開催日：2011.10.15

サンパウロソフィア会 開催日：2012.06.09

昨今は駐在員を中心に来伯するソフィアンが増えて、元
気なサンパウロソフィア会です。

林 未来(06外葡)

6月総会を開催し、総勢32名が集いました。
吉村 淳(84理電)

シンガポールソフィア会 開催日：2012.06.22

関根幹事のもと第2回インドソフィア会をニューデリーで
開催。14名が集いました。

小林史恵(96文新)

開催日：2012.07.20インドソフィア会

モスクワソフィア会

ソフィアンの広場 

Sophians Now10



■海外ソフィア会　■国内ソフィア会　■各種ソフィア会・クラス会

母校からいらした滝澤学長、増田・Yiu両副学長他3人
の職員をお迎えして夕食会を催しました。小さな国の、
小さなソフィア会の、内容の濃い懇親会でした。

佐藤久美子(外比)

ルクセンブルグソフィア会 開催日：2012.09.16 開催日：2012.02.04

中村千惠子さん(69文社福)が代表を務めるNPOが運営する
ギャラリー兼カフェ「ジャックと豆の木」で新年会を催しました。

事務局 関 美江子(77外仏) 
KamakuraSophia@gmail.com

鎌倉ソフィア会 開催日：
2012.04.10

11号館に65名の埼玉ソフィアンが集い、さいたまソフィア
会の11周年と埼玉西部ソフィア会の発足を祝いました。

古屋 毅(57経商)

さいたまソフィア会・埼玉西部ソフィア会

開催日：2012.06.24

開催日：2012.07.14

"びんごソフィア会"から"広島東部ソフィア会"に改称し、役員
の改選が行われました。

小林久男(67経経)

第15回関西ゴフルコンペを開催。年2回の開催ですので
8年目になりました。

中尾岳史(83法法)

広島東部ソフィア会 開催日：2012.04.14 関西ソフィア会 開催日：2012.04.22

第12回総会＆懇親会を開催しました。
会長 長谷川祐(55経経)

藤沢ソフィア会 開催日：2012.05.13

戸川・石川両副会長をお迎えして第18回総会＆懇親会を
開催しました。

八杖誠治(65法法)

板橋ソフィア会 開催日：2012.06.17

20名の参加を得て第11回懇親会を開催。石川副会長か
ら母校の現況をうかがいました。

事務局担当 平野善則（77経経)

立川ソフィア会

総会・懇親会を開催しました。
事務局 太田敏明(81法法)

石川ソフィア会

前年に続き上高地開山祭でのソフィア会を開催しました。 
皆さまのご参加を歓迎します。　　　　　　　　　    

会長 大宮康彦(69法法)

アルプスソフィア会 開催日：2012.04.27

夏の懇親会を開催いたしました。
 西村仁宏(87経営)

福岡ソフィア会 開催日：2012.06.29

平成24年度総会＆懇親会を開催しました。会の模様は
「香川ソフィア会ブログ」にもアップしています。

元山多美子(81外西)

香川ソフィア会 開催日：2012.07.07
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2012年度の広島西部ソフィア会を開催。総勢41名のう
ち、11名は初参加者でした。

 賀谷隆太郎(75理化・77院前理応)

広島西部ソフィア会 開催日：2012.07.21

第1回懇親会を鶴岡市で開催してから今年で20年。今年
は庄内から母校へ5名の合格者を出しました。　　　　

会長 佐藤信昭(62法法)

庄内ソフィア会 開催日：2012.07.21

レディス部会の谷脇美代子さん(76文教)の企画で料理
教室を初開催しました。 

小森田司朗(76法法)

熊本ソフィア会 開催日：2012.08.04

2012年度総会＆懇親会を開催しました。
高原明夫(71文教)

静岡県ソフィア会 開催日：2012.08.04

クラス会を開催しました。28年前に文学部フランス文学科
の門戸をたたいた55名のうち20名が集りました。
幹事 片岡良男、宮垣(安原)薫、幸(今井田)喜代子(88文仏)

84-24仏文学科クラス会 開催日：2012.03.20 異常気象のお蔭で桜の花のない「観桜会」を開催しました。
中島貞夫(55経経)

昭和30年経済学部卒 開催日：2012.03.30

開催日：2012.4.21

卒業後44年振りにソフィアの杜に集まりました。
髙野 紘(68法法)

S43卒法律学科
A16クラス会（酒讃会）

約3年ぶり、クラス番号50を中心に、ミニ同期会を行ないま
した。会費の余剰を百周年記念事業募金に寄付致しました。

小泉 究(75外英) 

外英71-50＋αミニ同期会 開催日：2012.04.19

担任の若林吉彦先生の喜寿をお祝いしてクラス会を開
催しました。55名(海外在住6名)のうち37名が駆けつけ
大盛況でした。     幹事：鈴木雅之、寺本正則、浅野聖子

木下由紀子、三橋 薫(79外独)

75-53ドイツ語学科クラス会 開催日：2012.05.12

日帰り組と宿泊組の16名が浅草・和旅館「助六の宿貞千
代」で第2回同窓会を開催しました。    杉山 誠(71文新)

開催日：2012.05.12-13

第6回総会＆懇親会を開催。大学から滝澤学長他2名、ソ
フィア会から風間常任委員、県内の他ソフィア会から2名
のゲストも参加くださり盛会でした。  籾内裕子(84外露)     
                                      会長 相崎由松(62文新)

 事務局: printime@lime.ocn.ne.jp

千曲川ソフィア会 開催日：2012.07.22

経済学部昭和37年入学
＆41年卒業（ソフィア41経の会）

第4回ゴルフコンペを開催しました。
永久幹事 馬渕義彦(66経経)

開催月日：
2012.03.13～14

10月の全国大会（函館大会）に向けて結団式もかねて、本
会を開催しました。

福原郁治(92文心)

十勝帯広ソフィアンの集い 開催日：2012.04.14

平成24年度年次総会・懇親会を開催。不動産業界に関わ
る皆さまの入会をお待ちしております。ホームページより
申込みください。               広報担当 西浦明子(91外葡)

開催日：2012.04.19上智不動産ソフィア会

46期新聞学科同窓会

■海外ソフィア会　■国内ソフィア会　
■各種ソフィア会・クラス会

ソフィアンの広場 

Sophians Now12



アルムブルスター先生(哲学科名誉教授)の帰国歓迎会・温
泉旅行・講話の会を開催しました。 　　 倉持隆彦(66文哲)
山下善明(72文哲)、勝西良典(91文哲)、服部 健(93文哲)

開催日：2012.05.11

開催日：2012.06.22

開催日：2012.07.29

5月26日に麹町・ダイヤモンド囲碁サロンで「オールソフィアンズ囲碁
大会」、5月27日には1号館204号教室で「ソフィアン囲碁サロン」を
開設、今回は下田和美女流インストラクターを迎えてにぎわいました。

碁鷲会事務局：古屋 毅(57経商)

碁鷲会：2012ASFの集い 開催日：2012.05.26-27

ASFの日に第6回イスパの同学会総会、続いて懇親会を
開催し盛会でした。

澤田弘明(64外西)

イスパニア語学科同学会 開催日：2012.05.27

ソフィアンズクラブで「梅雨を愛でる懇話会」を催しました。
SNSソフィア会代表 宮崎輝雄(72法法)

5年ぶりに13名が集い近況を報告し合いました。
齋藤茂樹(85文英)

ASFの日に外国語学部ドイツ語学科同窓会発足会を開催。
卒業生の皆さまの今後のご協力をお願いいたします。

事務局 山田洋子(77外独)

 ドイツ語学科同窓会 開催日：2012.05.27

新入社員の堀江君、昨年転入された大庭さん、海外輸出
でお世話になっている住友商事(株)の宿野部さんの歓迎
会を催しました。                           北木 新(89理機)

開催日：2012.7.4

ミニ・クラス会を開催。 恩師の高山先生、フェルナンデ
ス師も駆けつけて下さいました。

穴原 謙(71外西)

開催日：2012.07.18

第11回日立グループ茨城地区ソフィア会を開催。今年入
社された新人を含め、13名のソフィアンが参加しました。

水谷英司(99理機)

開催日：2012.06.08

ASFの日に例年通り1-403教室にてOB会総会、その後
ファミリーパーティーを開催しました。

小倉充朗(96文史)

上智大学グリークラブOB会 開催日：2012.05.27

開催日：2012.05.27

1，2期生同窓会を山梨県石和温泉で開催。感謝の内に充
実した一時を過ごしました。

澤田春郎(66理機)

AFSの日に2012年度OB会総会を開催。大盛況の中で
新年度のスタートを切りました。

幹事長 草野芳彦(91経経)

開催日：2012.05.23-24

日立グループ
茨城地区ソフィア会

1967年入学イスパニア語学科
A35/A36クラス会　

開催日：2012.05.18

ソフィアンズクラブにて祝入学50周年記念のクラス会を
催しました。

志田行成（66外西）

1966卒業イスパニア語学科
D35クラス会

アルムブルスター先生の
帰国歓迎会

SNSソフィア会

英文81-21クラス会

理工学部機械工学科
1・2期生同窓会

上智大学体育会
アイスホッケー部OB会

NEC宇宙ソフィア会
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■フライングディスク部フリークス男子が
　全日本学生アルティメット選手権大会で優勝
　東日本予選トーナメントで日体大はじめ9大学を、
本戦で3大学を破り、2012年9月1日、駒沢オリン
ピック公園陸上競技場で行われた第23回全日本

学生アルティメット
選手権大会決勝
戦に挑んだ本学
フリークス男子は、
大阪体育大学と
対戦、17対7で勝
利し、20年ぶりに2
連覇を達成し日本
一に輝きました。

■女子野球部、
　春季1部リーグ戦で7年ぶりの優勝
　関東大学女子軟式野球春季1部リーグ最終戦
は5月13日に跡見女子大との間で行われ、本学野
球部は14対1のコールド勝ちを収め5戦全勝で13
季ぶり7年越しのリーグ優勝を果たしました。

■男子バレーボール部が
　関東大学リーグ3部に昇格
　春季リーグ（4部）戦において5勝2敗で1位となっ
た本学男子バレーボール部は、5月27日に行われた
3・4部入れ替え戦で産業能率大学に勝利し2年ぶ
り3部に昇格しました。3部での活躍が期待されます。

上智アスリートの活躍

支援金贈呈

卒業式／入学式

　ソフィア会は一昨年、昨年に続き学生課外活動の一層の活発化を促進
するための支援金を、文化系・体育会の53団体に贈りました。文化系団体
については、大学の登録団体からの申請を受け学生センターが選考。体育
会については、所属40団体の上部組織である体育団体連合会常任委員
会（委員長：高関成康・４年生）で配分案を作成し、7月のソフィア会常任委
員会で決定しました。支援金額は各団体に5～25万円で総額710万円。

　贈呈セレモニーは、夏の活動時期
を迎えた7月20日（金）に滝澤学長、小
幡学生局長、谷学生センター長、ソ
フィア会役員・常任委員が出席して
行われ53団体の代表者一人ひとりに和泉ソフィア会会長から贈呈目録が手
渡されました。

学生課外活動支援金を文化系14団体、体育会39団体に贈呈 ！

第３回 ＳＯＦＥＸ２０１２

　10月25日から27日までの３日間、第3回ＳＯＦＥＸ２０１２（Sophia-Sogang 
Festival of Exchange）がソウル市の西江大学で開催され、理事長・学長
はじめ上智のスポーツ選手団と文化団体の学生126名、今年度から開始し
た学術交流のための教員6名らが訪韓しました。
　スポーツ交流で上智は、サッカーで勝利（上智２対１西江）しましたが、男
子バスケットボールは惜敗（西江８１対７３上智）しました。文化交流では、伝
統音楽（上智：筝曲、西江：
サムルノリ）、奇術披露、バンド
演奏、英語による討論会（上
智が勝利）が行われ、両大学
チアーリーディングの華やか
なパフォーマンスに続いて、両
大学のバンドによる熱のこもっ
た演奏で交流会の幕を閉じ
ました。

スポーツ・文化交流会開催さる

　さる9月20日に2012年度9月期学位授与式が、翌21日には9月期入学式
が上智大学四谷キャンパス10号館講堂で行われました。秋の卒業生、入

学生の大半は国際教養学部
の学生です。
　東大では2014年度からの
実施を目指して、現行の春入
学を維持したまま、正規授業を
秋から始める学期スケジュー
ルの導入の検討を始めました

秋の卒業式、入学式が行われる
グローバル人材育成で先駆ける上智 が、上智が国際標準である秋

入学を始めたのは、すでに60
年以上も前のこと。1949年に
国際部が創設されて以来、海
外の教育機関にも対応しやす
いように、入学式および卒業
式は毎年春と秋の2回行っています。国外の高校を卒業した日本人学生
や交換留学生などを多く受け入れてきた上智大学ならではの歴史です。
国際社会で活躍できるグローバル人材育成が重要課題となっているいま
の日本の教育界。国際性を特色とする上智はグローバル化推進において
他校に先駆けてきたといえます。上智では1949年から9月入学の伝統が

9月度学位授与式では卒業生代表が英語で謝辞

上智大学－西江大学（韓国）
上南戦

　第53回上智大学・南山大学総合対抗運動競技大会が6月1日～3日の3
日間、四谷キャンパスを中心に行われ、上智大学が31種目中19勝10敗2引き
分けで総合優勝しました。
　開会式直後のオープニングゲームのバスケットボール男子戦で勝利した
上智は、2日目に入るや弓道男女、洋弓男女、バレーボール男子、ラクロス男
子等が次々勝利し、夕方行われたラグビーとアイスホッケーの勝利で最終日
を待たずに総合優勝を決定し、来年の100周年記念大会への弾みがつきま
した。これで上南戦の通算成績は上智の32勝16敗5引き分けとなりました。

上智大学が総合優勝を果たす！

大会フィナーレのバンド合戦

目録を受け取るG-Splash 代表の学生
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　事務局そのものが手狭である上に、行事の増加と来年の創立100周年関
係のソフィア会記念行事の準備等に追われて十分なお相手もできませんが、
皆さま事務局にお立ち寄りくださり、お顔をお見せくださるとうれしく思います。
　会員の皆さまとのコミュニケーション手段ですが、紙媒体であるソフィアン
ズナウにはスペースに限りがあり、また年に2回の発行で速報性に欠けること
から、ソフィア会ではホームページ、メールニュース、WEBエントリー（全国代
議員会への出欠、講演会等への参加・不参加）などWEBの一層の利用を
推進しているところです。ソフィア会の経費節減にも寄与しますので、是非皆
さまのご理解とご協力をお願いしたく思います。     （津久井博次／79法法）

ソフィア会事務局事  務  局  便  り
２０１２年  ４月１６日逝去　　日和三千男  　　元文学部教授
２０１２年  ４月２２日逝去　　Llompart Jose     法学部名誉教授
２０１２年  ４月２２日逝去　　竹之内信行  　　上智短期大学名誉教授
２０１２年  ５月１１日逝去　　Anselmo Mataix　文学部名誉教授
２０１２年  ６月  ４日逝去　　市川邦彦  　　理工学部名誉教授
２０１２年  ６月２７日逝去　　野田和彦  　　元理工学部物理学科助手
２０１２年  ９月１３日逝去      Bihari Zoltan       比較文化学部名誉教授
２０１２年１０月１０日逝去      中釜洋子        元文学部助教授

2013～14年のソフィア会・大学のスケジュール

今後のスケジュール
上智大学ソフィア会2013年春・秋全国代議員会開催日程（予定）
春季 5月18日（土）　　秋季 10月19日（土）

3月26日（火）
4月  1日（月）
4月  2日（火）
5月26日（日）

 
9月20日（金）
9月21日（土）
10月19日（土）
11月  1日（金）
11月  2日（土）
12月  3日（火）
12月  6日（金）
2014年　　  
3月27日（木）

学部・大学院学位授与式
学部入学式
大学院入学式
金・銀・銅祝式典、上智大学ソフィア会会員大会
100周年記念祭ASF
９月期学位授与式
秋学期入学式
地域ソフィア会全国大会（拡大東京大会）
創立記念日（100周年記念日）
先哲祭
聖ザビエルの祝日
オールソフィアンのクリスマス

学部・大学院学位授与式

役員選考委員会 委員長 中島貞夫（55経経）
①代議員候補者の推薦　
　上智大学ソフィア会の代議員は現在471名が在籍されています
が、若干の欠員があります。つきましては、皆さまの周囲に適任と思
われる方がいらっしゃいましたらご推薦いただければ幸いです。役
員選考委員会では推薦書をもとに選考し、常任委員会を経て直近
の全国代議員会の承認を求めます。
　推薦の用件は、最低１名は代議員からなる5名以上のソフィアン
の推薦があることです。推薦書面のフォームは事務局にお問い合
わせください。今回の推薦文提出の期限は2013年2月末です。
②地域・各種ソフィア会からの推薦
　2010年の秋季全国代議員会の決議により、地域・各種ソフィア会
はそれぞれ1名の代議員候補者を出すことができることとなりました
が、現在、代議員を選出していない団体は代議員候補者をご推薦
ください。また、新たにソフィア会に登録を申請する地域・各種ソフィア
会は登録準備の段階で代表代議員の候補者を選出しておきます
と、団体の登録申請と同時に代議員の承認も求めることができます。

ソフィア会役員選考委員会からのお知らせ

*新たなソフィア会の登録について
　現在、上智大学ソフィア会には242団体の地域・各種ソフィア会
が登録されています。登録は毎年春秋に開催される全国代議員
会の承認事項となっており、組織委員会にてその登録申請を受
け付けます。受付けの締め切りは毎年３月末日と８月末日となりま
す。登録団体になりますといくつかの特典もあります。登録申請書
や特典の内容についてはソフィア会事務局（03-3238-3041、
soshiki@sophiakai.gr.jp）にお問い合わせください。

組織委員会からのお知らせ

ソフィア会掲示板ソフィア会掲示板ソフィア会維持会費（運営協力費）ご協力のお願い
　維持会費制度は、広報誌「ソフィアンズナウ」の制作・発行、Ｗｅｂサイトの運営費の他、
新設された地域・各種ソフィア会のための資金的援助、オールソフィアンの集い、学生に
対する奨学金や学生課外活動の支援など、卒業生が12万人を超え多様化するソ
フィア会活動のための財源に充てるため、2008年秋の全国代議員会で導入されまし
た。引き続き維持会費のご納入に会員皆様のご協力をお願い致します。
【維持会費】 一口1,000円から何口でも納入できますが、できましたら３口3,000円以上で
お願いしています。
【納入方法】 納入方法には次の三方法があります。詳しくは同封の維持会費パンフレッ
トをご覧下さい。①郵便振込 ②自動引落し（年払制） ③銀行振込

　9月14日、心不全により死去されました。84歳でした。9月
18日に通夜、19日に葬儀ミサが聖イグナチオ教会で行われ、
また、10月3日には上智学院主催によるお別れ会が聖イグ
ナチオ教会で開催されました。
　先生は1928年東京都生まれ。62年に上智大学大学院
神学研究科神学専攻修士課程修了、68年教皇庁立ローマ・グレゴリアン大学
神学部博士課程修了。68年10月から神学部の教壇にお立ちになり、99年から
名誉教授。92年4月～99年3月までは上智学院理事長も務められました。大学
紛争の頃には学務担当副学長を、バブル経済崩壊後の時期には理事長を務
め、ともに大学運営の舵取りが非常に困難だった時期に尽力し、本学の発展に
多大な貢献を果たされました。著書は『これからの教会』(みくに書房)他多数。

　7月18日、急性膵炎による心不全のため死去されまし
た。70歳でした。7月23日に葬儀ミサ・告別式が聖イグナチ
オ教会で行われました。
　先生は1942年アメリカ、ワシントンD.C.生まれ。70年カト
リック大学(アメリカで)物理学修士号取得、72年同大学
で物理学博士号取得、77年には上智大学神学部で学士号を取得されました。
73年から本学理工学部の教壇に立たれ、2009年4月には上智短期大学長に
就任。2012年4月からは上智大学短期大学部学長をお務めでした。専攻は科
学英語と錯体化学。科学分野のみならず、日本ディベート協会の副会長も務
められ、日本におけるディベート教育普及に大きく貢献されました。

■ 山本襄治名誉教授・上智学院前理事長

■ Frank Scott Howell上智大学短期大学部学長

訃  

報

　9月4日（火）、昨年に続いて箱根カントリー倶楽部にて「2012年
第17回ソフィアンズカップゴルフ大会」が開催されました。当日は好
天に恵まれ、158名の参加を得て盛会となりました。ショートコースで
のチャリティーおよび賞品を協賛してくださった皆さまに厚く御礼申
し上げます。
　主な成績は次の通りです。
　優　勝　　　　稲垣善雄氏（83理数）
　ベストグロス賞　柿本　章氏（68外仏）
　来年の母校創立100周年記念大会も同
じ「箱根カントリー倶楽部」で9月3日（火）に
開催を予定しています。皆さまの参加をお
待ちしています。

第17回ソフィアンズカップゴルフ大会開催
　母校創立１００周年記念大会 ： 来年9月3日（火）
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 上智大学ソフィア会のFacebookページが順調にファン
数を伸ばし、10月16日時点で4,200人を突破しました。卒
業生や在校生を中心に、毎日数人単位で新しいファン
が増え続けています。また、上智大学の2つの
Facebookページ（日本語版・英語版）のファンを合わせ
ると、計11,000人以上となり、国内大学関連としては最
大級のファン数を誇るまでに成長しています。
　ソフィア会Facebookページのファンを国別に見ると、
日本3,152人を筆頭にアメリカ合衆国415人、イギリス50
人、台湾50人、香港41人、ドイツ40人など20カ国以上。ソ
フィアンらしい国際交流がFacebookで開花しています。

その成果はさまざまなかたちとなって現れています。たとえば今年5月に開催
されたオールソフィアンの集いは、Facebookでの告知効果もあり、近年最多
の来場者数約7,300人を記録しました。

便利なグループ機能をご存じですか
　Facebookの「グループ」はメーリングリスト（ML）にしばしば例えられる機能
で、誰でも気軽に作れるメンバー専用の掲示板です。近況や写真、動画、リン

クなどを特定の仲間同士で共有
できるため、すでに活用を始めて
いるソフィアンも少なくありません。
　たとえば、不動産関係者が集
まる「上智不動産ソフィア会」や、
音楽サークル「ソフィアマンド
リーノ」、オランダの「アムステル
ダムソフィア会」など、各種ソフィア会や地域ソフィア会がグループ機能を活用
することでコミュニティの醸成に成功しています。
　ソフィアマンドリーノのFacebookグループ管理者、森茂雄氏（73文英）によれ
ば、元 は々卒業生による演奏会のための連絡手段だったといいます。「今では
会員相互のプライベート報告、飲み会やゴルフコンペの案内など多岐にわたっ
ています。何よりも便利なのは海外に住む仲間との交流です」
　Facebookグループやソフィア会のFacebookページを、皆様の集まりでも
活用してみませんか。

　ソフィア会Facebookページ

　ソフィア会ハンドブックの2012年度版が5月半ばに出来上がってい
ます。全会員にお送りできませんが、ソフィア会ホームページのデジタ
ルブックで閲覧できます。ソフィア会の組織と活動を網羅し、現行の
「ソフィア会会則」も掲載していますので、皆さま是非活用してください。
　募金グッズのパンフレット、「2012
年度版募金グッズ・カタログ」もリ
ニューアルしてナウ春号とともに皆さ
まにお送りしました。名入れ革ラゲッ
ジタグなど5品を新たに加えましたの
で、ご贈答にもご利用ください。ホー
ムページの「創立100周年記念事業
募金」のバナーから注文できます。

ソフィア会ハンドブックと募金グッズの
パンフレットがリニューアル

　上智大学体育会OB会では今年も年末
恒例のオールソフィアンズ健康マラソン大会
を上智大学体育会と共同開催します。皆様
お誘い合わせの上奮ってご参加下さい。
●開催日時：12月8日（土）小雨決行／12：30開会式／12:50ウォーキングス
タート／13：30マラソンスタート●場所：皇居周回コース（5㎞）桜田門スタート
●参加資格：上智大学・上智短期大学卒業生とその家族●参加費：1,000円
●競技順位：性別・年齢別ハンディキャップあり●懇親会：大会終了後（15時
頃）大学内にて、会費1,000円

フェイスブック活用の輪が拡大中
ソフィアンのFacebookページが国内最大級に

【参加申込み（事前受付）】 eメール  takeia@nifty.com （当日現地申込も可）
【お問い合わせ】 ☎ 090-8013-9671  武井暁彦（実行委員長／体育会OB会理事／ 80理機） 

10月の函館大会に集まったソフィア
マンドリーノOBもFacebookで交流

学生も卒業生も
Facebookを活用して
交流を深めています

　12月8日
第19回オールソフィアンズ
健康マラソン大会のご案内

点灯式でサリ神父による祝福

北門にもイルミネーションが灯ります

オールソフィアンのクリスマス2012でお待ちしておりますオールソフィアンのクリスマス2012でお待ちしております

12月7日（金）は、きらめく夜の四谷へ
　きたる12月7日（金）17:30～20:30、四谷キャンパスで第5回『オールソフィアンのク
リスマス（ASC）』を開催いたします。今年のASCは、母校創立100周年のいわば
前夜祭。大勢のソフィアンと共に盛大に祝いましょう。
　19時からのパーティー会場では募金やブース出展も行われ、売上げは「東日本
大震災被災学生への就学継続支援金」のために寄付されます。パーティーでは 
軽食をご用意いたしますので、参加ご希望の方は11月30日（金）までにソフィア会
ホームページよりよりお申し込みください。
　　　● クリスマスミサ（聖イグナチオ教会マリア中聖堂）
　　　● イルミネーション点灯式（メインストリート） 
　　　● キャンドルサービス（メインストリート ～ 9号館） 
　　　● パーティー （9号館地下カフェテリア） 

　　　イベント詳細・お申し込み
http://www.sophiakai.gr.jp
（ページ上のバナーをクリックしてお進みください）
お問い合わせ ▶ソフィア会事務局　info@sophiakai.gr.jp

▼ ▼

www.facebook.com/SophiaUniversityAlumniAssociation
いいね！
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