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さあ、母校に帰ろう。
― 新しいソフィアンズクラブ、オープン！
JR四ツ谷駅の、
目の前にそびえたつソフィアタワー。
その６階に、新しいソフィアンズクラブがオープンしました。
ここは、
ソフィアンのための空間。
みなさまの帰る場所。
オープンドアで、
いつもみなさまをお待ちしています。
さあ、母校に帰りましょう。
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ソフィア会事務局とソフィアンズクラブ
ソフィア会の発展を支える新たな活動拠点です

ソフィアタワー（新6号館）の6階に、これまで学内に分散していたソフィア
会事務局とソフィアンズクラブが一体となった新しいソフィアンズクラブ
がオープンしました。そのスペースは、これまでの事務局・ソフィアンズク
ラブの3倍以上の440㎡。会員13万人を超える組織にふさわしい新たな活
動拠点、そして会員同士が親睦を深める場が誕生しました。
上質な憩いの空間、テラスから1号館を望む▶

●目的に合わせて多彩に変化
新ソフィアンズクラブは、4つのエリアに分けることができます。

を持ち込むことができます（ただし、持ち込まれたごみはご自身で処理して
ください）。

エントランスの大きなドアを押して中に入ると、すぐ目の前に広がるのがサ

そして、
これまではソフィアンズクラブとは離れていた事務局も、
これらの

ロンの広いスペース。
ここには8人掛けテーブルを2セット設置した「メイン

施設に隣接して設置されました。事務局がソフィアンズクラブと一体となっ

テーブルコーナー」、
ソファーを3セット設置した
「ソファーコーナー」、
そして8

たことで会員との距離が縮まります。

席の
「カウンターコーナー」
など、
いくつかのエリアに分かれており、常備80席
を用意、それぞれ思い思いに過ごすことができます。そして、サロン全体を

●サロンは自由に利用できます

使うと立食形式では180人程度までのパーティ、
レセプションが可能です。

このソフィアンズクラブは、
ソフィア会会員と上智大学の教職員ならだれ

このサロンから、鉄の扉を押してメインストリートを望む
「テラス」
に出るこ

でも利用することができます。
また会員や教職員以外でも、会員1名が3名

とができます。
目の前に懐かしい1号館などの建物が広がります。
ここは屋

までのゲストを同伴できます。利用できるのは年末年始と夏季休業日などを

根のないオープンスペースで25㎡の広さがあり、
自然の植栽に触れられる

除く平日と毎月第一土曜日。時間は11:00〜21:30です。

癒しの、
まさに贅沢な空間。
サロンの奥に広がるのが会議室。通常は可動式の仕切り壁で3室（32

しかも、サロンでは利用料は必要ありません。予約なしで立ち寄ることが
できます。何かの用で四谷に来られたときには、ぜひ足をお運びください。

〜34㎡）
に分かれていますが、2室＋1室にしたり、3室すべてをつなげたりと、

一方、会議室は予約制で有料（2時間4,000円、延長料金30分1,000

目的に応じてさまざまにその姿かたちを変えます。全室を使うと着席でも70

円）
となります。
また日曜日・祝日および第一土曜日は全館貸切が可能で、
こ

人以上、立食形式では100人程度は楽に収容可能な空間となります。通

の場合の料金は3時間4万円、延長料金1時間1万円です。

常の会議だけでなく、講演会を開くこともできます。
なお、
クラブにはコーヒー・紅茶サーバー機を2台設置しており、
ビールや

会 議 室の予 約 、
また全 館 貸 切の予 約とも、ソフィア会のW e bサイト
（http://www.sophiakai.gr.jp/）
で受け付けています。会議室予約は4

ワインは原価でお飲みいただけます。
また、サロン、会議室とも料理やお酒

カ月前から、全館貸切予約は6カ月前からで、
いずれも先着順です。

●いつでも自由に使えるサロン

●会議室を3つつなげての会議−4月8日に開催した終身会費に関する事前説明会

各登録団体の代表者などを招待して開催したお披露目会から（4月7日）

ソフィアンズクラブには、さまざまな趣向が凝らされています
クラブにはソフィアンの書いた本、上智大学やソフィア会に関する本、
資料が自由に閲覧できるコーナーがあります。各年代の卒業アルバムも置
いてありますので、みなさまの学生時代の姿が発見できます。
壁には旧イグナチオ教会のドアがはめ込まれ、昔のソフィアンズクラブ
からのゲストブックが置かれています。長い歴史の中で、ここでかつての
有名教授の直筆サインを見ることもできます。
そして、上智大学の建学の精神を表す、グレゴリアン大学所蔵の「宣教地
派遣絵画」のレプリカも飾られる予定です。この絵には「日本に向かうよう
に」とはっきり描かれています。
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宣教地派遣絵画−日本への派遣が記されている

2017年 春季全国代議員会と会員大会のご案内
ソフィア会は2017年の春季全国代議員会を5月20日
（土）13:00から、学内10号館講堂で開
催します。今回の代議員会では2016年度の決算報告、2017年度の活動報告などとともに、
特に昨年の秋季全国代議員会から引き継いだ「終身会費金額の変更」
およびそれに付随
する会則の改定などが議論される見込みです。代議員のみなさまは、
ソフィア会の最高議
決機関である全国代議員会へのご出席をお願いします。
また、代議員でなくてもソフィア会
員はオブザーバーとして全国代議員会に自由に出席できます。

提出が予想される審議事項
①終身会費と会員資格に関する件
②役員選考委員会からの答申について
③推薦会員承認の件
④新規登録団体（各種ソフィア会）承認の件
⑤2016年度事業報告・決算報告及び監査報告の件
⑥2017年度事業計画及び予算承認の件
⑦役員選考委員選出の件
⑧その他

2017年春季
全国代議員会の
ご案内

日 時／5月20日
（土）13:00〜16:30
場 所／上智大学10号館講堂
懇親会／17:00〜 6号館ソフィアンズクラブ

日
2017年春季
会員大会のご案内 場

時／5月28日
（日）
10:30〜10:45
所／上智大学10号館講堂

第９回地域ソフィア会全国大会
9月23日( 土 )・24日(日) 名古屋で開催
今年で第9回目を迎える地域ソフィア会全国大会は、名古屋ソフィア会をホストに、東海各県のソフィア会
（三重・静岡・岡崎・岐阜）がコ・ホストとなり9月23日
（土）
・24日
（日）
の両日名古屋市で開催されます。
大会はＪＲ名古屋駅前のウインクあいち（愛知県産業労働セ
ンター）
で開催され、第 1 部の情報交換会では、東海 4 県の各
ソフィア会代表者に大学・ソフィア会関係者が加わって日常の
活動の活性化と地域ソフィア会同士の連携、2020 東京オリン
ピック・パラリンピック支援についてディスカッションを行います。
第 2 部では、「脱グローバル時代の異文化コミュニケーショ
ン」
をテーマにソフィア会副会長の鳥飼玖美子氏（1969 外西・
立教大学名誉教授）
に講演をしていただきます。
大会に続いて、隣接するキャッスルプラザで恒例の大懇親
会がバンド演奏をバックに開催されます。懇親会には、髙祖敏

地域ソフィア会全国大会の足跡

明上智学院理事長、
曄道佳明上智大学
長や大学関係者も出席されます。全国各地から参加の同窓
生との交流は、きっと輝いていた学生時代の思い出で盛り上
がることでしょう。
翌 24 日のエクスカーションでは、①国宝犬山城、木曽川鵜
飼コース ②知多半島海の幸と醸造の旅コースに加え、今回
初めてゴルフコンペ（東建多度ＣＣ・桑名市）
も企画されました。
ソフィアンの皆様にはお誘い合わせの上、ご家族ご一緒に参
加されませんか。

●第 1回 九州大会＜開催地：北九州市＞ ホスト：北九州ソフィア会 参加者：100 名
日時：2009 年 11 月 7 日（土） 13：00 〜

●第 5 回 東京大会（大学創立 100 周年記念拡大大会）
ホスト：上智大学ソフィア会 参加者：450 名
日時：2013 年 10 月19 日（土）14：10 〜 ／ 10 月 20 日（日）エクスカーション

●第 2 回 関西大会＜開催地：大阪市＞ ホスト：関西ソフィア会 参加者：190 名
日時：2010 年 11 月 6 日（土）13：00 〜

●第 6 回 新潟大会＜開催地：新潟市＞ ホスト：新潟ソフィア会 参加者：185 名
日時：2014 年 9 月 27 日（土）13：30 〜 ／ 9 月 28 日（日）エクスカーション

●第 3 回 山梨大会＜開催地：甲府市＞ ホスト：山梨ソフィア会 参加者：210 名
日時：2011 年 10 月 22 日（土）13：00 〜 ／ 10 月 23 日（日）エクスカーション

●第 7 回 広島大会＜開催地：広島市＞ ホスト：広島西部ソフィア会 参加者：232 名
日時：2015 年 10 月 3 日（土）13：00 〜 ／ 10 月 4 日（日）エクスカーション

●第 4 回 函館大会＜開催地：函館市＞ ホスト：札幌ソフィア会 参加者：226 名
日時：2012 年 10 月 6 日（土）13：00 〜 ／ 10 月 7 日（日）エクスカーション

●第 8 回 宮城大会＜開催地：仙台市＞ ホスト：宮城ソフィア会 参加者：176 名
日時：2016 年 9 月 24 日（土） 13:00 〜／ 9 月 25 日（日）エクスカーション

ソフィア会被顕彰者選考委員会の
代議員委員を募集
上智大学創立100周年を機にソフィア会に顕著な貢献あった会
員の顕彰制度がスタート、2014年に15名、2016年に14名の方々が
顕彰されました。
そこで、次期被顕彰者選考委員会設置のため、10月開催予定の
秋季全国代議員会で代議員から10名の委員を互選します。
自薦・他薦を含めて
（1）
氏名、
（2）
卒年、
（3）
卒業学部・学科、
（4）
他
薦の場合には推薦人氏名・卒年・卒業学部・学科を記載の届け出をソ

ソフィアンズ顕彰2016

フィア会事務局にお送り下さい。
様式は自由、
届け出期限は8月末です。
被顕彰者選考委員会は代議員互選の10名と常任委員会委員
の5名の計15名で構成、顕彰される会員の選考検討を行い、常任
委員会審議を経て顕彰者を決定します。
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Event ＆ Report
シリーズ講演会 「世界を駆けるソフィアンたち」

第3弾は、
ブルゴーニュ在住のビーズ千砂さん
ソフィア会は上智大学と共催で、2017年3月23日（木）、L号館911会議
室で特別講演会「世界を駆けるソフィアンたち−ブルゴーニュワインにと
りつかれて」を開催しました。講師は、ブルゴーニュ在住の名門ドメーヌ
（ワイン農家）
「シモン・ビーズ」当主のビーズ千砂さん。
1990年に外仏を卒業後、1880年に創設された老舗ドメーヌに嫁ぎ、2
人の子供をもうけ、マダムとして切り盛りしていましたが2013年にご主
人を突然亡くされます。その後、当主となられ、年間15万本のワインを生
産しています。
今回の講演会は、参加申し込み260名を超える大盛況の中、始まりま
した。講演会は、今、住居を構えるブルゴーニュはとても自然豊かな所だ
ということ。先祖伝来守ってきた土地に対する愛情が、すべての基礎に
なっているという話しからスタート。
「主人が亡くなり、世界中のブルゴーニュワイン愛好家が動揺したが、
将来につないでいくのが自分の務めだと継ぐことを決心した。ただ、女
性で、外国人がまとめあげていくというのは、とてもたいへんなこと。そ
うした中、自分が作りたいワインはどういうものなのかを常に自分に問
いかけ、文字にしていくと思っていたことが現実化していく。悪天候で
被害が大きくても、自然を受け入れ、そのたびに作りたいワインを具体
化させ実現させることで自分が強くなっていく。
悪天候でも生き抜いたぶどうは、生命力にあふれている。自分自身も
生命力にあふれ、健康な良いブドウをつくり、職人さんたちに方向性を

見せることが当主のすること。自然
農法で、さまざまなことを学び、試
しながら進んでいる」
子供のころから、自分の土俵は日
本ではなく、海外で何かを作りたい
と思っていたようです。卒業後、フランスの投資銀行に就職。2年後にパリ
の本店に派遣されましたが、パリで出会った美味しいワインが忘れられ
ず、ワインスクールに通い始めます。
そんな時 、フランス農協銀 行 からカスタマーサービスの仕事 のオ
ファーをもらい、転職。後のご主人になるパトリックさんがここの顧客で、
アテンドをしていたら「そんなにワインが好きなら収穫においで」との言
葉が。
「会社を辞めて研修生として向かったのだが、あっという間に結婚す
ることになった。しかし家族には大反対された上、すぐに子供ができた
のでワインも全然飲めなかった。夫から仕事とプライベートはわけたい
といわれたので、子育ての合間に様々な勉強会に参加。ワイン専門の観
光グリーンツーリズムスクールでは、土壌、気候、建築様式などを学び、
ワインと土壌の学校では、葡萄づくりについて自分の感覚で感じ、敏感
に、強くさせていく訓練をした。これが今も役立っている。
シモン・ビーズは、サヴィニー・レ・ボーヌという村のぶどうの、特化し
たスペシャルな作り手。16種類のワインを赤白つくっていて、常にぶどう
を見て観察して歩く。穏やかな土地柄で、ラブリーなワインをつくってい
る。22ヘクタールを6人と研修生一人で管理している。広さは、ロマネコ
ンティ社と同じぐらい。収穫の時は、50人の季節労働者に10日から2週
間手伝ってもらう」
講演会の後、懇親会には、ビーズさんが最初に手掛けたワイン2014年
のヴィンテージ赤・白をご寄付いただきました。
「 ピュアできれいで、まっ
すぐでキラキラしたイメージの『アッ』と思わせる味」という通り、香り豊
かで今までいただいたことのない印象に残る素晴らしさ。あちこちでま
た飲みたいと言う声が聞こえ、とても楽しい会だったというコメントを
数多くいただきました。

学生課外活動支援金の追加贈呈セレモニーを開催
ソフィア会は2月16日（木）、2016年度学生課外活動追加支援金30万
円（1団体5〜10万円）を学生センターの協力を得て文科系3団体・1個人
に贈りました。これにより、本年度の支援は文科系22団体1個人に300
万円、体育会41団体に500万円で総額800万円となりました。
贈呈セレモニーは、小幡学生局長など大学関係者やソフィア会役員
が出席してL号館会議室で行われ、戸川ソフィア会副会長から贈呈目録
が学生の一人ひとりに手渡されました。
今回の受賞団体・個人は次のとおりです。
①Safro Family（サフロファミリー）
1997年に創設され本年20周年を迎えるゴスペルサークル。昨年末の
NHK紅白歌合戦にアーティストのバックコーラスとして参加するなど、
他大学の中にあって上智大学はゴスペルサークルの代表格として抜
群の知名度と活躍を見せた。
②Ceek（シーク）
｢カンボジアに笑顔を築こう｣をテーマに創設された団体。現地の子
供たちに洋服や文房具などの支援物資を直接届けたり、衛生教育に
取り組むツアーを毎年実施するなど発展途上国への福祉活動に貢
献した。
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③叡剣会（エイケンカイ）
日本発祥のスポーツチャンバラを通して学内および他大学との交流を
図るため創設された団体。全日本学生スポーツチャンバラ選手権大
会・世界選手権大会の種目別競技で優勝するなどの著しい活躍をした。
④芦田早紀さん（法学部国際関係法学科４年）
日本スケート連盟強化チームの一員として、2016年に全日本シンクロ
ナイズドスケーティング選手権で優勝、Leon Lurje Trophy2016で
第6位入賞するなど、スポーツ選手として日の丸を背負って試合に出
場し活躍した。

ソフィア会は3月15日（水）、東京・赤坂のホテルニューオータニ内レスト
ランにおいて有志による「早下 士学長への感謝の会」を開催しました。
第15代上智大学長の早下 士先生が3月末でその任期を終えられるこ
とから、ソフィア会有志が発起人会を組織し、この会を催したものです。
当日は上原治也ソフィア会会長、和泉法夫ソフィア会前会長、本多義
人元会長、ドナル・ドイル先生（ソフィア会副会長）など100名を超えるソ
フィア会員および大学関係者などが参加。学長時 代の超多忙なスケ
ジュールの中、ソフィア会のさまざまなイベント、行事に積極的に参加し
てくださった早下先生に感謝の意を表しました。
会は、
こうした歴代の会長などの挨拶、
感謝の言葉などに続き、
早下先生
が自慢の歌声を披露する場面も。
終始、
なごやかな雰囲気に包まれました。
早下学長の在任3年間、ソフィア会は大学当局とかつてないほど連携
して活動を展開することができました。この実績をもとに、ソフィア会は

新たに就任した曄道学長とも緊密に連携し、ソフィア会の主要な目的で
ある「大学への貢献」を実現します。

ソフィア会に3,000名を超える新会員

上智大学が学位授与式と入学式を挙行

上智大学は4月1日
（土）
、
東京・有楽町の東京国際フォーラムで学部入学
式行い、
新入生2,828人を迎え入れました。入学式では新たに就任した曄
道佳明学長が「現代の社会の不確実性、
不透明性は、
多くの人々の予想以
上と言えるでしょう。社会のグ
ローバル化が、人間の尊厳が
尊重され、多様性が尊ばれる
共生社会を実現させるもので
あるために、皆さんはどのよう
な資質を身に付けるべきでしょ
うか。それは、社会の変化を見

通す力、
また自分自身の将来をデザイ
ンする力、すなわち「展望力」であると
思います」
（ 上智大学のWebサイトか
ら）
と式辞を述べました。
またこれに先立ち、
3月27日
（月）
には同じく東京国際フォーラムで2016年
度学部学位授与式を行いました。
ここでは、
ソフィア会の上原治也会長が
新たにソフィア会員となる卒業生に祝辞を述べ、
ソフィア会の目的や活動
概要を紹介しました。
今回の学位授与式により、
ソフィア会に新たに3,000名を超える新会員
が入会。
これにより、
ソフィア会員は14万人に迫る勢いとなりました。

マスコミ・ソフィア会が設立30周年記念行事
ASFで第30回 マスコミ・ソフィア会総会開催

マスコミ・ソフィア会は5月5月2 8日(日)のオールソフィアンの集い
（ASF）の当日、13:00から２号館401号教室および402号教室で第26回コ
ムソフィア賞受賞式および第30回総会記念特別講演を行います。
第26回コムソフィア賞受賞者は「暮しの手帖」編集長の澤田康彦さん
（1982外仏）で、13:45からコムソフィア賞受賞者記念講演会を行います。
テーマ「活字文化の未来について」
（仮題）。
その後、14:45から上出義樹氏（2016院新聞学専攻、元北海道新聞社記
者）による第30回総会記念特別講演を行います。テーマは『報道の自己規
制』〜メディアを蝕む不都合な真実〜70歳で博士号取得〜。上出氏は北
海道新聞を定年退職後、上智大学大学院で新聞学を学び70歳で博士号
取得。現在はフリーランス記者、上智大学メディア・ジャーナリズム研究所
研究スタッフとして活躍しています。

1988年に創立したマス
コミ・ソフィア会は、今 年、
第30回総会を迎えます。
会
は母校への貢献と会員の
相互の親睦と研 鑽を目的
に発足、
この間、
大阪、
名古
上出義樹さん
屋、
広島、
福岡、
仙台など各 澤田康彦さん
地で集会を開催してきました。
また、
上智関係者で社会的に貢献した人、
マ
スコミ界で功績のあった人に贈る「コムソフィア賞」を制定、会報「コムソ
フィア」を72号まで発行し、現役学生への就職相談などを行ってきました。
さらにホームページ
「コムソフィア・オンライン」
（ http://cumsophia.jp/ ）
を運営し、
タイムリーな話題や会の活動を掲載しています。

オールソフィアンのクリスマス
（ASC）2016を開催
ソフィア会は公式行事として、2016年12月15日に9号館地下カフェテリアで第9回目となる
「オールソフィアンのクリスマス2016」を開催しました。
今回は従来とは異なり、イグナチオ教会でのミサに代わって、第一部は「クリスマスへの祝福」。
パンフルートと竪琴の演奏が開催を告げ、9号館地下カフェに厳かな雰囲気を醸し出しました。
一転して、第二部のパーティーは卒業生のホームカミングデイとの位置づけ。現役学生やソ
フィア会OB、OGのプロ、セミプロによるパフォーマンスで盛り上がりました。ASCの主要目的で
ある募金活動では「ミンダナオ図書館を運営するソフィアン支援」を前面に打ち出しました。
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曄道佳明学長インタビュー

卒業生の存在そのものが
大学への貢献
上智大学は2016年11月の理事会で次期学長として曄道佳明
理工学部教授を選任。曄道教授は2017年4月1日、上智大学の
第16代学長に就任しました。私たちソフィア会はこれまでも歴
代の学長とは緊密に連携し、
ソフィア会の主要な目的である
「大
学への貢献」
を積極的に推進してきました。そこで、
さっそく新学
長からも学長としての抱負やソフィア会への期待を伺いました。

●グローバル人材の資質とは
―― 学長就任おめでとうございます。
まず、学長としての抱負をお聞
かせください。
卒業生のみなさまの活躍のおかげもあって、上智大学は創立以来104年
で大いなる発展を遂げました。今は、非常に信頼性が高い大学との評価を
得るようになっています。一方で、
これは上智大学だけに限った話ではありま
せんが、今の時代はひとつの曲がり角に来ていると思います。社会の変化
のスパンが短くなりおかつ不透明になっています。
たとえば、私自身の世代経済成長が著しく、
ある意味先人の後を追っていく
ことがひとつの指針になっていたように思います。
しかし今は、20年後、30年
後の仕事の6〜7割は、私たちの知らない仕事になっているといわれていま
すね。特に、AI分野の研究が充実し始めると、おそらくその速度が指数関
数的に早まるでしょう。
そうなると、根本的な課題を教育機関は抱えます。20年後、30年後は今の
学生がまさに社会の中心になる時期ですが、
その時代をわれわれは展望で
きないままに今何を教育するかという、
非常に根本的な課題を抱えるわけです。
そこで私は、学生が社会、特にグローバル社会というものを10〜30年とい
うスパンにおいて展望できる力を身に着けさせるべきだろうと考えています。
私はこれが、
これからのグローバル人材の資質だと思うのですね。今までグ
ローバル人材というと、
たとえば文化や宗教など多様性を理解する、
または
英語を中心としたコミュニケーション力をつけるというようなことが言われてい
ましたが、
これはいわゆる素養であって、
このレベルからは早く卒業すべきだ
ろうと思います。

―― そこで、何が重要になりますか。
私は、
これからのグローバル人材のキーワードは
「展望力」
だと思うのです。
社会の変化への対応力をつけるということです。
自分が展望したものと違っ
た方向に社会が向かったとき、
その変化に気づくことができなくてはなりませ
ん。今までは教養を身に着けるのが大学の役割といわれていましたが、私は
この展望力、
そして応用力を身につけさせたいと強く思います。
さらに上智大学は総合大学ですから、
われわれが叡智と呼ぶ専門性が
必要です。学生が社会に出て何かを主張する、
または説得するといった局
面で、
たとえばエンジニアリングの立場、経済学的な立場ということが相手に
わかるというのは、社会人としての大きなバックグラウンドになると思います。
そのまわりに、
いままで行っていた教養というものをいかに武装させるか、
こ
れがこれからの教育の見せ所になると考えています。

●卒業生の評価が大学の評価
―― 一方で、大学のランク付けもあって、上智大学は高い評価を受け
ているものの、他大学とどのように競争力を高めていくかという課題も
あります。
いわゆる世界ランキングということを意識するには、私は上智大学の根本
的なありようを変える必要があると思います。今までのように、一人一人に大
6

Sophians Now

事に教育していくという観点では、
ランキングのポイントは稼げません。
ランキ
ングとなると、上智大学の規模は非常に不利に働きます。
ですから、上智大
学が上智大学としてどうあるべきかという非常に本質的なところにかかわっ
てきます。
しかし一方で、
ランクは上の方がいいに決まっています。世界ランキングに
振り回されてはいけないが、
自己満足だけでもいけない。やはり、客観的な
評価は必要だと思うのです。
たとえば偏差値評価が通用する国は日本だけ
です。他の国は偏差値評価をやっていませんからね。
そこで、
われわれが世
界的な評価基準として打ち出せるものは何かというと、
それは卒業生なんで
すね。上智大学の卒業生がこういう分野でこれだけ活躍している、
こういう
舞台でこれだけ国際貢献をしている、
ビジネスの中心に卒業生がおられる、
こういったことが上智大学の教育の力だと思います。

―― ソフィア会は会則で「会員相互の親睦」
と
「大学への貢献」
を掲
げています。特に大学への貢献は、
ソフィア会活動の大きな柱です。
ソ
フィア会にはどのようなことを期待されますか。
これまでも、
さまざまな行事の支援や募金活動など、大学に対して物心両
面で貢献いただいていることには本当に感謝申し上げます。
私は、
ソフィア会は上智大学の文化を継承している母体だと思っているん
です。社会で活躍されている卒業生がいるということが大学の文化です。
卒業生の存在そのものが学生たちに対しても影響を与えていますし、
また
教職員に対してもきわめて強い影響を与えています。
ですから、
ソフィア会の存在そのものが大学に対する貢献です。今、上智
大学はスーパーグローバル大学創成支援事業に選択され、
その取り組みを
着々と進めているのですが、
その中でグローバル・キャンパスの創成が大き
なテーマとなっています。
そのひとつはグローバルなキャンパス。要は、海外
からの学生、外国籍の教員も含め、
グローバル社会の縮図がこのキャンパ
スにあるという状態にすること。
もうひとつは、海外のいろいろなパートナーと
上智大学が協定ベースでしっかりとした信頼関係を結んだ取り組み。
そして、
グローバル社会に対応するための人材を作ること。
こうした環境を整えるグローバル・キャンパスを、
われわれは創成したいと
考えています。
まだ十分ではなく、
これを作り上げたい。
ソフィア会にはぜひ
その部分にもお力添えをいただきたいと願っています。すでにそのようなス
テージで活躍されているソフィアンの方々も多いと思いますので、経済的な
面も含めてグローバル社会の高みにチャレンジする学生たちに、ぜひ支援を
お願いしたいと考えています。

―― ありがとうございました。
ソフィア会も、大学の取り組みにぜひ協
力したいと思います。
曄道 佳明
（てるみち・よしあき）
氏のプロフィール
1962年5月7日生まれ
（満54歳）
。
1985年3月、
慶應義塾大学理工学部機械工学科卒、
1994年3月、
同大学
大学院理工学研究科博士後期課程、
1994年4月、
東京大学生産技術研究
所助手、
2004年4月 上智大学理工学部機械工学科教授、
2011年4月、
学
務担当副学長。
2012年、
「振動軌道上における高速鉄道車両の走行安全性
に関する解析的研究」
で日本機械学会賞受賞。
博士
（工学）
。
専門：機械力学。

2017
Diversity Sophiacity
〜 帰れる場所は、ここにある 〜

5/28 日
（雨天決行）

10:00〜16:00
上智大学 四谷キャンパス
ASF2017公式サイト

http://www.sophiakai.gr.jp/˜asf2017/

今年のASFのテーマ「Diversity Sophiacity」を考えるにあたって、上智大学の魅力を改めて考えてみた
ところ「多様性」
というキーワードが一番に頭に浮かびました。上智大学にはスポーツ、文化、国際色などバラ
エティに富んだカルチャーがありますが、学生時代にその多様性を存分に体験しきれなかった方もいるので
はないかと思います。今回ASFではバラエティに富んだ企画を盛り込み、上智大学の多様性にあふれる魅力
を存分に紹介したいと考えていますので、学生時代に味わえなかった魅力を再確認し、皆で楽しみましょう！
委員長

杉本隆一郎(98経営）

インターネット中継企画
ASFは全てのソフィアンのためのイベント

講演会

です。当日四ッ谷に来られない方にもASF
を味わってもらうために、今年はインター

6号館307教室／13：00〜14：30

石澤良昭元学長特別講演会

̶ヨゼフ・ピタウ先生とソフィア・ミッション̶
上智大学の国際協力活動は、1996年カンボジ

ネットでの中継を予定していますので、楽

しみにしていてください！視聴URLなど、
詳しい情報はFBページでご案内します。

司会：ASF2017総指揮金谷武明（95法法）、
天野一菜（ミスソフィア2016、外英3年）

ア王国・シェムリアップ市に「上智大学アジア
人材養成研究センター」を開設し、昨年からア
ンコール・ワット西参道第二期保存修復工事
に着手している。本講演では、ソフィア・ミッ
ションの原点である1979年ピタウ学長（当
時）が新宿駅頭に立ったインドシナ難民募金
活動から今日に至るまでの上智
大学のアンコール遺跡群の調査
活動と研究成果の数々を紹介し、
これからの母校の国際協力のあ
り方についても講演いただく。
本年12月7日〜9日に開催予定
であるアジア・ソフィア会カン
ボジア大会についても案内予定。
6号館502教室／14：00〜16:00

曽山哲人氏×杉本隆一郎氏 対談講演会

̶新しい時代の働き方、キャリアの作り方̶
1998年本学卒業の同級生で、人事業界を
牽引する若手リーダー2人の対談が遂に
ASFで実現！学生はもちろん、社会人が聴
いても面白い業界表話＆裏話が満載で
す！ぜひ聴きにいらしてください。
曽山哲人氏（英文卒）
株式会社サイバーエージェント 取締役
人事統括
杉本隆一郎氏（経営卒、ASF2017実行委員長）
アクセンチュア株式会社 人事部シニアマ
ネージャー
6号館101教室／14:00〜16:00

『茶の湯「侘び」の美学』
茶道宗徧流第11代家元・山田宗徧

6号館408教室／12:00〜13:30

特別記念講演会

今年は「日本の美」再燃の年。東京国立博物館で今春開催されている
『茶の湯』特別展は、昭和55年以来37年ぶりに国宝級名品が一堂に

晴佐久昌英神父講演会
今、聴くべき「福音」がここにあります。
聴く人がみな、自分のために語られて

会し世界各国から幽玄なる日本の美に注目

いると感じるカトリック司祭でソフィ

が集まっています。今回、同展覧会に特別協

アンの晴佐久神父が今年もASFに登

力として係っておられる茶道宗徧流不審庵

壇。テーマは「キリシタンの生き方〜

第11代家元・幽々斎.山田宗徧さん(1989

映画『沈黙』を通して〜」。江戸キリシタンの中心地であり、たく

卒.外葡)をお招きし『茶の湯「侘び」の美学』

さんの殉教者を出した浅草教会の主任司祭である晴佐久神父に、

についてご講演していただきます。

当時から今に至るまで、
信徒の生き方を語っていただきます。
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聖イグナチオ教会／9:30〜10:15

メインストリート／10:00〜16:00

記念ミサ

学内ツアー

ASFはミサから始まります！どなた

2017年1月に完成したばか

でも参列できますので、当日、9:15よ

りのソフィアタワーをはじめ

りイグナチオ教会マリア聖堂前で配

とする上智大学の 今 をご案

布される「ミサのしおり」を受け取っ

内します！お子様も楽しめる

て聖堂にお入りください。

理科の実験のついたキッズツ

主催:上智大学ソフィア会 協力:SJハウス、上智大学カトリック センター、

アーもご用意しております。

上智大学カトリック学生の会、上智聖歌隊

是非、
お気軽に参加してください！
7号館特別会議室／10:00〜15:30

秋葉原プログラミング教室・特別無料体験キャンプ in 上智大学
（AIコース・ゲームプログラミングコース）

第３回上智大生のためのコネクションカフェ

昨年大変好評を博したキッズ企画の秋

キャリアについて考えるワールドカフェなど、
現役ソフィ

葉原プログラム教室を今年はさらに

アンとOB・OGとの交流の場を提供します。各界で活躍す

バージョンアップして開催します。今

るOB・OGとのつながりを作り、
仕事やキャリアについて

年は親子のゲームプログラミングコー

一緒に考えてみませんか。

スに加え、
大人向けの企画として、AI人

紀尾井坂ビルB210教室／①10:00〜 ②14:00〜

工知能プログラミング無料体験会も開

ゆる婚

催します。老若男女にパソコンに親し

今年で6回目となる、ASFの目玉企画。上智大学のOB・

んでいただける企画です。

OG限定の婚活をゆるく、楽しく企画します。参加費はお

詳細はWEBで。 http://www.akiba-programming-school.com/

一人様1,000円です。お申し込み方法等、
詳細はASF公式

●ゲームプログラミングコース

12号館202教室／11:00-12:30／14:00-15:30(同一内容)

サイトへ！

●AIコース 12号館203教室 11:00-12:30/14:00-15:30(同一内容)

11号館704教室／12:00〜15:00

チャリティー・ピアノコンサート

〜世界3大ピアノのひとつ ベーゼンドルファーの復活のために〜

本学の長い歴史に立ち会ってきた名器、
ベーゼンドルファーは長年整備されておらず、
本来
の音色を出せず外観も修理が必要な状態です。この由緒あるピアノの惨状を改善すべく修
理費を賄う募金の協力依頼を行うため、
同ピアノが出せる限りの音でのチャリティーコン
サートを開催します。プログラムは、
ピアノの状態次第で内容変更の可能性があるため、
随時WEBにてお知らせしま
す。
【当日のゲスト】
ピアノ演奏を科学的に研究している古屋晋一先生
（上智大学音楽医科学研究センター センター長
／特任准教授 ソニーコンピュータサイエンス研究所
（SONY CSL）
研究員）
、
上智大学ピアノの会OBOGのピアニスト
●ショー&トークショー／12:30〜13:00 メンストステージ ●義足装着体験／13:30〜15:00 メンストテント

HEALTH ANGELS バリアを超えていこう！ （障がい者スポーツ支援イベント）
義足のアスリートとして活躍しているHEALTH ANGELSのショー＆
義足装着体験。胸を張って活躍しているメンバーの活動を紹介するこ
とで、障がい者スポーツへの理解を深め、東京2020大会、そしてその
後も続く共生社会創造を考えるきっかけにしましょう。まずは観て、
知って、体験！！

メインストリート／ 11：00〜15：00

© 越智貴雄

都市鉱山からレアメタル抽出 〜 親子で楽しむパソコン解体体験
経済学部同窓会
（経鷲会）
では、
時代の要請に応じて、オールソフィアンの集い において、
レアメタ
ルのリサイクルに挑戦する体験を実施することにしました。自宅等に眠っているパソコンをご持参
いただき、
自分の手で、
もしくは子どもさんたちに解体してもらって、
パソコンに使われているレアメ
タルを抽出するという試みです。
レアメタルはその名のとおり、
現在、
地下に埋蔵されている量しかこ
の世に存在しません。
にもかかわらず、
大量のレアメタルなしには現代人の生活は成り立たないのが
現実です。
リサイクルして長生きさせる以外に方法はありません。そこで、
このプロジェクトを立ち
上げて、社会に貢献しようと考えました。是非、パソコンご持参、子どもさんやお孫さんをお連れに
なってご参加下さい。
パソコンがなくても大丈夫。
こちらで解体用のパソコンと解体道具を用意して
お待ちしています。多くのソフィアンのご参加をお待ちしています。
8
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© 越智貴雄

申込み不要、参加費無料

2017

10号館講堂／13:00〜18:00

TEDxSophiaU

1号館106教室／ 11：00〜15：30

今年もASFの場をお借りして

The Sophians Quilt Society

TEDxSophiaU2017を開催しま

キルトの展示と手作りグッズ＆お菓子の

す ！ 今 年 度 の テ ー マ は「 A

チャリテイ販売、
カルトナージュ講習会を

Sprinkle of Salt」
です。
今回もユ

行います。今年のテーマは My favorite

ニークなアイディアや経験を持

pattern 。
自由に作られたキルトからの個

つ在学生、
OBOG、
教職員の方々をスピーカーにお呼びし、
18分間

性とエネルギーをご堪能ください。寄付先

で驚きと感動のトークをお届けします。
参加者全員で楽しめる立

は学生団体
「めぐこ」
まで。

食パーティーも用意しているので皆さんぜひお越しください！

http://sophiansquilt.jimdo.com/

「産学技術交流会〜理系ソフィアンの集い〜」

共催：理工学振興会・理工学部同窓会

協賛：研究推進センター

本年度も
「産学技術交流会〜理系ソフィアンの集い〜」
を行います。
多くの同窓生・教職員・現役学
生が立ち寄り、
懇親並びに情報交流を深められるように色々と企画しております。
どうぞお気軽に
お立ち寄りください。
【研究成果ポスター発表】◇11-311教室 10:00 〜 12:00 【学際講演会】◇
11-311教室 13:00 〜 14:30【懇親会】◇11-326教室 15:00 〜 16:00【クラス会】◇11-320、
321、
325教室 10:00 〜 16:00【キッズコーナー】◇ 11-305教室 10:00 〜 15:00
※クラス会の詳細は理工学部同窓会rikougakubu-alumni@sophiakai.gr.jpにお問い合わせください
※ポスター発表・講演会の詳細についてはソフィアリエゾンオフィスのサイトにて更新致します
1号館101教室／10：00〜16：00

世界を知ろう！上智は多様性で溢れている！
留学生の方々に、自国の文化・習慣などをクイズ形式で紹介してもらうとともに、なぜ上
智に留学したのかを話してもらいます。最大10カ国の留学生に参加してもらい、来場者
の方々と交流を図って頂きます。
1号館203教室／10：30〜16：00

エコルーム
身近な廃材を利用し、サシェやスタンプを作るエコ工作体験を行
います。小さなお子様から大人の方まで無料で参加していただけ
ます。ぜひお気軽にお立ち寄りください！

メインストリート／10：00〜16：00

ソフィア商店
毎年おなじみのソフィア商店。ASFロゴTシャツなどの定番
グッズのほか、今年はここでしか手に入らないオリジナル
グッズを豊富に取り揃えました。
数量限定で販売します。
早い
者勝ち！ 赤い看板が見えたらぜひお立ち寄りください。

第1体育場／10：00〜16：00

キッズエンターテイメント
ASFに来場された方々のお子様と一緒に遊べるスペースをご用
意しております。ぜひ、お立ち寄りください。
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STAGE

ステージ／メインストリート中央特設ステージ

毎年、
現役サークルを中心にOB・OGなど多くのソフィアン達が野外ステージを盛り上げています。
様々なジャンルのパフォーマンスを是非お楽しみください！また、
メインステージの背後には本年度より開
館したソフィアタワーがそびえたっております。
ご来場いただいた皆様それぞれの心に、
一つ一つ違った景
色が刻まれることを願っております。
毎年恒例グランドフィナーレもございますので、
最後まで素敵な1日を
過ごしましょう！
タイムテーブルはASF公式ホームページをご確認ください。

メインストリート／10：30〜15：30

フリーマーケット

ＳＪガーデン／10:00〜15:00

SJガーデン

ASF 恒例のソフィアンによるフリーマーケット。
是非、
お立ち

SJガーデンは、
都会では珍しく緑にあふれ

寄りください。

たところ。
普段は一般には開放されていな
いため、
在学中は一度も入らずに卒業をし
た方もいることでしょう。懐かしいソフィ
アにいらっしゃった機会に是非、
ガーデン
に寄ってみませんか？ガーデンでは、
恒例
のワイン試飲会を企画しています。
この機
会に、ガーデンで、
ご家族また友達と一緒
に楽しいひとときをお過ごしください。

1号館105教室／10:00〜16:00

嶋浩一郎さん

澤田康彦さん

今野敏さん

浜田敬子さん

下北沢「B&B」上智大学店
本とビール、
あります！ 昨年大好評だった、
下北沢で大人気の本屋さん
「B&B」
が今年もASFに出店
します。
オーナーの嶋浩一郎氏は生粋のソフィアン。
本屋大賞の仕掛け人でもあります。
本好きの
彼がASFのために完全プロデュース。
一日だけのソフィアンのためのブックカフェ
「B&B」
上智大学
店に立ち寄って大好きな本の話をみんなでしませんか？
ソフィアン文化人のスペシャルトークショーも開催します！
（座席の予約は5月12日より予約開始予定）http://bookandbeer.com/
10:00 オープン
11:00-11:45 嶋浩一郎氏 × 澤田康彦氏『暮しの手帖』
編集長
14:00-14:45 今野敏氏
（作家）
×浜田敬子氏（Business Insider japan統括編集長／AERA前編集長
16:00 クローズ

詳しくはWebまで。

メインストリート／10:00〜16:00

模擬店
IFC(インターナショナル
フードコート)では今年もた
くさんの模擬店が出店され
ます! ソフィアらしく国際
色豊かな食べ物や飲み物を
提供します。
お楽しみに！
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1号館201教室／時間10:00〜16:00

メイド喫茶
「お帰りなさいませ。
ご主人様♡」
上智でしか会えないソフィアン美女がメイドになって、
貴
方の元へお料理やお洒落なカクテルをお届けします！
座ってゆっくりお食事がしたい方、
現役生とお話がしたい
方など、
様々な方のご来店をメイド一同心よりお待ちして
おります♡

2017

装飾
ASFの雰囲気を明るく、
キャンパス内を綺麗に飾るたくさんの装飾がソ
フィアンズを歓迎します。
今年の見どころはエコ装飾！使わなくなったレシートやペットボトル
キャップなど意外なものをリサイクルして変身させています！
キャンパス内の至る所に装飾があるので懐かしのキャンパス内の装飾を
探しながら散歩してみてください。

メインストリート／12:00〜16:00

ＳＮＳ企画
対象装飾をカメラでパシャリ！ハッシュタグ「#ただいま上智」をつけてTwitter、Instagramに投稿
すると、豪華プレゼントが抽選で当たります。対象アイテムは装飾以外にもASFのグルメ、ワーク
ショップの作品など多数予定しています！「え、SNSやってない…」という方も、撮った写真を見せ
るだけで嬉し楽しい参加賞をプレゼント致します！詳しくはＡＳＦ公式ホームページへ！

1号館104教室／ 11:00〜16：00

ソフィアンズギャラリー
同窓生のためのギャラリーです。
あなたも絵画、
陶芸、
写真など自作品を展示してみませんか。
美研の現役生・OBが運営を手伝っています。

1号館102教室／ 12：00〜15:00

「留学生による日本語スピーチコンテスト」
（主催：金祝燦燦会）
今年も留学生による日本語スピーチコンテストを開催します。主催の金
祝燦燦会は金祝（卒業50周年）を超えた卒業生が集まり、上智大学に留学
している学生への支援を目的に活動しています。留学生による日本語ス
ピーチをぜひ聞きにいらしてください。
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6号館101教室／10:45〜12:00

11号館地下ラウンジ／ 12：30〜14：30

金・ルビー・銀・銅祝式典（主催：上智大学）

金祝（1967年卒）

金 祝（ 1 9 6 7 年 卒 ）ル ビ ー 祝

卒業50周年を祝い、
「祝賀会」
を開催します。
再会を祝し、
乾杯

（1977年卒）銀祝（1992年卒）

をしましょう。
一人でも多くの方の参加をお待ちしています。

銅祝
（2002年卒）
の皆様、今年

9号館カフェテリア／13：00〜15：00

は新6号館で、式典を開催いた

ルビー祝（1977年卒）

します。ぜひ、
ご参加ください。
なお、満席の場合は6号館307

〜40年のときを越えて〜 卒業から40年、
銀祝から15年。同

教室でのＴＶ中継となります。

期の仲間と誘い合わせて、
ご参加ください。旧交を温め、
元気
に10年後の金祝に備えましょう。
2号館5階学生食堂／13：00〜15：00

2号館5階教職員食堂／ 12：30〜15：00

銀祝
（1992年卒）君の名は・・大丈夫覚えてる！答えは銀祝で！
卒業25周年の祝賀会を大々的に開

銅祝（2002年卒）
祝賀会は開きませんが、
参加者にはお一人ずつ祝状を手渡し

催します。
皆さん、
四谷の
「聖地」
に集

ます。
ご家族ご同伴でもお越しいただけるようなくつろぎの

い、懐かしい仲間と旧交を温めませ

場を提供します。
久しぶりに母校に戻ってみませんか？

んか？1992年卒業、
もしくは1988
年入学のソフィアンの参加をお待ち

6号館101教室／ 10：30〜10：45

しています。

ソフィア会会員大会
今年はソフィア会会員大会の後に、
金・ルビー・銀・銅祝式典
が開催されます。ソフィア会会員はどなたも参加できます。

NEXT100プロジェクト

1号館202教室／ 14：00〜16：00

島薗進
「死生学 ファンタジーと宗教の意味を考える」
ソフィア文化芸術ネットワーク

島薗進氏(上智大学大学院教授、
東京大学大学院名誉教授)に

SPEECC 英文法祭り
昨年に引き続きアカデミック・エンターテイ
メントの第2弾です。
コミュニケーションに役

よる講演会。生とは何か。死とは何か。人の心の痛みをどう

立つ英文法・語法を楽しみながら身につけま

癒すのか。
死生学のテーマを、
ファンタジー文学、
宮澤賢治、
古

しょう。
「英文法大相撲」
「英文法検定」
「英文法

今の古典、
仏教書、
経典を通して考えます。

ライブ」
など盛りだくさんの企画でお待ちし

2号館413教室／14:00〜15:00

ボランティアWG

〜赤ちゃん先生が妊婦さんの悩みを解決します！〜

ボランティアWG

1号館205教室／ 10:00〜16：00

ています。小学生高学年から参加できます。
https://www.facebook.com/SPEECC/で予
想問題も見られますよ。
We are looking forward to seeing you all.

〜赤ちゃん先生が妊婦さんの悩みを解決します！〜 出産前は、

もうすぐ赤ちゃんと出逢える楽しみだけでなく、
不安を持つ妊婦さんも多いことで
しょう。
①体調ケア②メンタルケア③準備物品の３つの視点から、
赤ちゃんのいる
先輩ママが情報を提供します。出産前で質問のある方、
子育て本に書かれていない
ことを聞いてみたい方、
すでにお子さんがいて他のママたちと子育てについて情報
交換したい方など、
是非ご参加ください。◆時間: 14:00ー15:00(受付開始 13:50)
◆トレーナー: NPO法人ママの働き方応援隊

吉本 みえ(2001年文独卒) 問い合

わせ先: NEXT100ボランティアWG
1号館103教室／11：00〜15：30

健康福祉WG
看護保健・介護福祉の専門職(看護師、
保健師、
言語聴覚士、
介護福祉士、
社会福祉士、
ケアマネ等)による
筋力測定と健康や介護相談で皆さんの健康・福祉ライフをサポートします。
明日から役に立つ知識が満
載です。毎年好評な血圧測定から筋力測定(脚力、
握力)まで、
専門職ソ
フィアンが対応させて頂きます。また、
今回の目玉は機器が変わりま
したので簡単にストレス診断をできる
「ストレスチェッカー」
と自分の
怒りの傾向を知る
「怒り診断」
です。ストレスだけでなく、
健康や介護
にかかるご相談もお受けします！！ 毎年好評なNEXT100プロジェク
ト健康・福祉ソフィアンズの健康ブース、
是非お越しください！！！
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企画一覧／場所／時間
●記念ミサ 聖イグナチオ教会マリア聖堂 9:30〜10:15
●世界を知ろう！上智は多様性で溢れている！ 1号館101教室 10:00〜16:00
●留学生スピーチコンテスト 1号館102教室 12:00〜15:00
●NEXT100 健康福祉WG 1号館103教室 11:00〜15:30
●ソフィアンズギャラリー 1号館104教室 11:00〜16:00
●下北沢「B&B」上智大学店 1号館105教室 10:00〜16:00
●The Sophiansʼ Quilt Society

1号館106教室 11:00〜15:30

●メイド喫茶 1号館201教室 10:00〜16:00
●NEXT100 島薗進「死生学 ファンタジーと宗教の意味を考える」
ソフィア文化芸術ネットワーク 1号館202教室 14:00〜16:00
●エコルーム 1号館203教室 10:30〜16:00
●NEXT100 SPEECC英文法祭り 1号館205教室 10:00〜16:00
●NEXT100 ボランティアWG~赤ちゃん先生が妊婦さんの悩みを解決します〜
2号館413教室 14:00〜15:00
●銀祝祝賀会 2号館５F学生食堂 13:00〜15:00
●銅祝会場 2号館５F教職員食堂 12:30〜15:00
●ソフィア会会員大会 6号館101教室 10:30〜10:45
●金・ルビー・銀・銅祝式典 6号館101教室 10:45〜12:00
●晴佐久昌英神父講演会 6号館101教室 14:00〜16:00
●石澤良昭元学長特別講演会‐ヨゼフ・ピタウ先生とソフィア・ミッション
6号館307教室 13:00〜14:30
●曽山哲人氏×杉本隆一郎 対談講演会

6号館408教室 12:00〜13:30

●『茶の湯「侘び」の美学』 茶道宗徧流第11代家元・山田宗徧 特別記念講演会
6号館502教室 14:00〜16:00
●第３回上智大生のためのコネクションカフェ 7号館特別会議室 10:00〜15:30
●ルビー祝祝賀会 ９号館カフェテリア 13:00~15:00

●TEDxSophiaU

10号館講堂

13:00〜18:00

●産学技術交流会〜理系ソフィアンの集い〜
11号館311教室 11号館326教室 11号館320・321・325教室、11号館305教室
講演会13:00〜14:30 懇親会15:00〜16:00 クラス会10:00〜16:00など
●チャリティ･ピアノコンサート~世界３大ピアノのひとつ ベーゼンドルファーの復活のために〜
11号館704教室 12:00〜15:00
●金祝祝賀会

11号館地下１Fラウンジ

12:30〜14:30

●秋葉原プログラミング教室・特別無料体験キャンプin上智大学
12号館202教室 / 12号館203教室 ①11:00〜12:30 ②14:00〜15:30
●ゆる婚

紀尾井坂ビルB210

●キッズエンターテイメント

①10:00〜

●SJガーデン

SJガーデン

②14:00〜

第一体育館

10:00~16:00

10:00〜15:00

●HEALTH ANGELS"バリアを超えていこう”障がい者スポーツ支援イベント
ショー／メインストリートステージ 12:30〜13:00
義足装着体験／メインストリートテント 13:30〜15:00
●ソフィア商店

メインストリート

10:00〜16:00

●SNS企画

メインストリート

12:00〜16:00

●ステージ

メインストリート

10:00〜17:00

●模擬店

メインストリート

10:00〜16:00

●都市鉱山からレアメタル抽出〜親子で楽しむパソコン解体体験〜
メインストリート 11:00〜15:00
●フリーマーケット
●学内ツアー
●装飾企画

メインストリート

10:30〜15:30

メインストリート中央付近テント
各所

10:00〜16:00

終日
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海外 ソフィア会
43か国65の都市にソフィア会があり、折々集まって親睦を深めています。

台湾 ソフィア会
ワシントンDC ソフィア会

開催日
2017.01.07

香港島からフェリーで30分の離島、南Y島で
今年初めての親睦会を開催。
ご家族の参加も
あり今回は26名の出席となりました。

デュッセルドルフ ソフィア会

開催日
2016.12.02

新会員3名の歓迎会を兼ねて台北市内の湖南
料理店にて親睦会を開催。ソフィアンとその
家族・友人など24名が参加され、和やかな雰
囲気で親好を深めました。

シンガポール ソフィア会

開催日
2016.12.15

中央駅前のSea Palace で忘年会を開催し
ました。今回の参加者は7名と少なめでしたが、
新しい方も何人かおられるので次回はあまり
間を開けずに気軽な集りを企画します。

ニューヨーク ソフィア会

開催日
2016.12.15

開催日
2016.12.14

忘年会を4人で開催しました。紅一点はバルセ
ロナ自治大学の留学生です。

香港 ソフィア会

アムステルダム ソフィア会

開催日
2016.10.22

ICU同窓会と合同で懇親会を開催。ソフィア
会から21人、ICU側から15人が参加されまし
た。今まであまりお会いする機会のなかった
ICU卒業生の方々と交流することができ、友
好の輪が広がりました。

バルセロナ ソフィア会

開催日
2016.11.25

開催日
2017.01.21

市内の日本レストランに33名のソフィアンが
集い、食べ放題、飲み放題の新年会を楽しくに
ぎやかに行いました。

セントサ島のヨットクラブでクリスマスパー
ティーを開催。家族も含め約50人でヨットの
眺められるパーティルームを借り切って、
クリ
スマス料理を楽しみました。後半はゴルフ部に
よるオークションなどで盛り上がりました。

マドリード ソフィア会

開催日
2017.01.16

ロンドンから出張中のソフィアンや当地に留
学中の現役ソフィアン2名が加わり、海鮮料理
が美味しいガリシア料理レストランにて新年
会を開催しました。

アイルランド ソフィア会

開催日
2017.01.21

ダブリンのBuswells Hotel のラウンジパブ
にて、日本へ帰国する会員の激励会を開催し
ました。

青山学院大同窓会と合同でクリスマスパー
ティーを開催。会場のU.N. International
Schoolのコンサートホールには両大学卒業生
やその家族ら総勢約100人が参集。終始熱気
に包まれたパーティーとなりました。

フランクフルト ソフィア会

開催日
2017.01.20

2013年に再結成した当会も、ついに30名超
の大所帯に。紳士・淑女の集まりながら爆発的
に盛り上がる雑談力は、メンバーの個性と同
窓のチームワークの賜物です。

モスクワソ ソフィア会

開催日
2017.03.03

毎年3月と9月に開催する定例会。今回は会員
45名の内、20名とモスクワの大学への留学
生2名が参加しました。当会はロシアで活躍す
るソフィアンに情報交換とネットワーキングの
場を提供していきます。
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海外 ソフィア会
UAE ソフィア会

開催日
2017.03.09

半年に一度の懇親会をアブダビで開催しまし
た。
ドバイやアラインからの参加者も含めて9
名がアブダビに集まりました。今回の料理は和
食で盛り上がりました。

国内 ソフィア会
群馬 ソフィア会

開催日
2016.10.19

前橋市のホテルラシーネ新前橋にて第７回総
会を開催。ウイークデーでしたが１９名の参加
がありました。総会後の懇親会では和やかな
雰囲気のなか交流を深め、和気あいあいの会
になりました。

鹿児島 ソフィア会

開催日
2016.10.29

ホテルレクストン鹿児島五條の間にて、2016
年度ソフィア会を開催。参加者18名と少人数
でしたが、20代から80代まで幅広い鹿児島
在住ソフィアンが時を忘れて母校の思い出話
に花を咲かせました。

小田原 ソフィア会
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マレーシア ソフィア会

開催日
2017.03.11

クアラルンプールの日本食レストランで懇親
会を開催。20名の参加者が帰国する3名のソ
フィアンとの別れを惜しんで歓談しました。

ローマ ソフィア会

開催日
2017.03.11

１年半ぶりに懇親会を開催。上智留学経験の
ある学生4人を新しく迎え、計10人がグレゴリ
アン大学の菅原神父様の研究室に集まり、楽
しく豊かな時を共有しました。

国内ソフィア会は、
46都道府県に在り、
81団体を数えます。

アルプス ソフィア会

開催日
2016.10.22

松本市のホテルモンターニュに会員15名と
千曲川ソフィア会の三石会長の参加を得て総
会・懇親会を開催。新会長に山崎良弘氏（78
外西）を選任、恒例の上高地開山祭ツアー他
の事業計画も承認されました。

北多摩 ソフィア会

開催日
2016.10.30

世代を超えた同窓生が集い、所縁のある中華
料理店で話に華を咲かせ、自然と校歌の合唱
へ。10周年を迎えた北多摩ソフィア会はこれ
まで以上に楽しいひと時となりました。
開催日
2016.10.30

南足柄市の大雄山最乗
寺にて総会を開催。総会
後にはお寺自慢の精進料
理を堪 能し、観 光ボラン
ティアの案内で境内を参
観 、夕 方からは 近くのレ
ストランに場所を移して
さらに親睦を深めました。

日野 ソフィア会

開催日
2016.10.29

第8回日野ソフィア会を日野市東神明地区セ
ンターで茶話会形式にて開催。ソフィア会の
石川副会長にも参加いただきお話しをうかが
いました。

岡山 ソフィア会

開催日
2016.10.30

後楽ホテルにて第3回総会・懇親会を開催し
ました。1957年〜2014年卒のソフィアン約
40名弱が集まり、大学時代の思い出や近況
などを語り合い、楽しい時間を過ごしました。

足利・佐野・栃木 ソフィア会

開催日
2016.11.13

割烹丹波屋にて第4回総会を開催。総会後は福田三男先生
（71文新）
より大宝律令の時代に中央（畿内）で大活躍した
下野（今の栃木県）出身者のお話を伺いました。

八王子 ソフィア会

開催日
2016.11.19

マロウドイン八王子にて懇親会を開催。29名
のソフィアンが集いました。冒頭、森哲夫先生
（57文米語）に米語学科の成り立ちとその歴
史についてお話を伺い、いつものように和気
藹々の会になりました。

北九州 ソフィア会

所沢西武百貨店"ワルツ"8Fバンケットルーム
にて総会及び懇親会を開催。32名が出席され
ました。総会は滞りなく終了し、懇親会も大盛
会でした。

開催日
2016.11.27

盛岡市内のホテルにて総会・懇親会を開催。
ソフィア会の槇原組織委員長と、平成24年よ
り交流を深めている八戸ソフィア会の堀会長
にお越しいただき、およそ20名の会員が参加
くださいました。

山梨 ソフィア会

開催日
2016.12.17

恒例の忘年会を53名の参加者にて西天満の
チルコロで開催しました。詳しくは関西ソフィ
ア会ブログサイトをご覧ください。
開催日
2017.01.28

新潟 ソフィア会

甲府市内のレストランバーで忘年懇親会を開
きました。参加者23人のうち2人はソフィア会
ホームページを見ての参加でした。2010年
以降の卒業生も7人参加し、活気のある懇親
会となりました。

八戸 ソフィア会

開催日
2017.01.28

開催日
2017.01.21

ソフィアンがオーナーの老舗中華レストラン
【中国名菜 紅蘭亭】にて、ソフィアン落語家
入船亭扇治師匠をスペシャルゲストにお迎え
し22名で新年会を行いました。

ホテルオークラ新潟にて新年会を開催。今回
は6名の新参加者に加えて、篠田新潟市長(当
会名誉会長)、三浦基裕佐渡市長(当会相談役)
にも出席いただき、世代や官民を超えたソフィ
アンの輪が生まれました。

石川

ソフィア会

文京 ソフィア会

開催日
2016.12.16

関西 ソフィア会

岩手 ソフィア会

開催日
2016.12.10

ステーションホテル小倉にて、会の設立50周
年記念パーティー兼忘年会を開催。このたび
ソフィア会から顕彰された、設立発起人のひと
りである長谷川徹氏（58文英語）のお祝いを
行い、50周年記念誌も配付。ソフィア会の石
川副会長をはじめ37名が参加し、思い出話に
花が咲く楽しいひとときを過ごしました。

熊本 ソフィア会

開催日
2016.11.２０

埼玉西部 ソフィア会

開催日
2017.02.15

函館 ソフィア会

地元茗荷谷駅前のイタリア料理店の半分を
借り切って本年最初の懇親会を開催。40名
を超える文京ソフィアンが集い、楽しいひと
ときを過ごしました。

開催日
2017.01.29

ソフィア会の石川副会長、岩手ソフィア会の平
野会長にもお越しいただいて平成28年度の
総会と交流会を開催。定時総会終了後、堀会
長より仙台市で開催された地域ソフィア会の
ご報告がありました。

ANAクラウンプラザホテル金沢にて出席者27名で新
年会を開催しました。ちょうどこの日が誕生日という初参
加者もあり和やかな会になりました。
開催日
2017.03.04

今 年 初 め て の 会 合 なの で 一 応 新 年 会と銘
打って総会・懇親会を開催。ウイニングホテ
ル7階にある函館港を一望できるレストラン
に15名が集まりましたが、うち3名は新会員
でした。

鎌倉 ソフィア会

開催日
2017.03.11

鎌倉商工会議所の会議室にて会員の林祐様
(82院経営)による
「3.11自衛隊の闘い」およ
び「身近な災害対策」
をテーマにした講演会を
開催しました。会員18名とその友人9名に参
加いただきました。
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開催日
2016.10.1〜2

上智大学ワンダーフォーゲル部 OB会

開催日
2016.10.21

上智大学アイセック OBOG会

各種
ソフィア会
各種ソフィア会は、
136団体を数えます。
第16回秋のOB会山行を開催。
OB・OGの家族や現役部員をあわせ総勢56
1号館で久しぶりに旧交を暖めるとともに、今のアイ
名の老若男女が浅間山山麓の群馬県倉渕温泉
「はまゆう山荘」
に集いました。 セックを引っ張っている現役生との交流会を持ちました。

ネオソフィアン

開催日
2016.10.28

ハロウィーンをテーマにした交流会を開催し
ました。今年は仕事帰り、学校帰りにふらっと
参加できるよう平日夜の開催としました。

ポルトガル語学科 同窓会

開催日
2016.11.26

開催日
2016.11.18

観光研究会

「旅立っていった友を偲ぶ有志の会」
をソフィアン
ズクラブで開催。
カマボコハウスの観光研究会で
共に過ごした仲間たちの面影を想い、偲ぶことが
でき、温かいひと時を過ごすことができました。

体育会剣道部 OB会「智信会」

開催日
2016.11.26

秋の全国代議員会で顕彰された兵頭富士郎
名誉会長（64文英）を祝う会をホテルニュー
約30名の参加者にてカジュアル講演＆忘年
オータニおり鶴舞の間にて開催。
倉澤 正師範
会を開催。作編曲家、音楽プロデューサーでパ
他65年卒から07年卒までのOB・OGなど総
フォーマーの岩崎工（79卒）
さんのCMや作品、
勢56名が駆けつけてくれました。
海老原智子（11卒）の素敵なファドなどで2時
間半はあっという間に終わりました。

酒讃会（1968年卒 法A16）

開催日
2016.12.12

冬の分科会は雑司ヶ谷散策。夏
目漱石墓碑をスタートに、永井
荷風、小泉八雲、泉鏡花等と巡
り、鬼子母神堂に参拝し、石畳
の欅並木通りにある古い珈琲
店で 学 生 時 代のように駄 弁っ
て時を過ごしました。

体育会サッカー部 OB会

開催日
2017.01.07
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開催日
2016.11.18〜19

5年前に植樹した苗木が大きく成長し、
ドング
リを採種できるまでになったことに感激。仙台
市 内の舘 腰 神 社でも採 種し、今 回は合 計 約
7000粒のドングリを採取しました。
このドング
リから苗木に育て、来春に植樹します。
開催日
2016.12.03

碁鷲会

恒例の年末囲碁大会を麹町ダイヤモンド囲碁
サロンにて開催。参加者25名（うち現役学生
4名）が4局の熱戦を繰り広げました。表彰に
つづいて懇親会を開催。詳しくはソフィア会リ
ンクの碁鷲会HPをご覧ください。
開催日
2017.03.12

サッカー愛好会 イーグル

第一回イーグル祭りを秦野グラウンドで開催しました。イーグルは創
立53年の老舗。初代キャプテン・浅川名誉会長から現役一年生まで、
50有余年の歳の差がある総勢67名が一堂に会しました。
その他、スペースの関係でご紹介できませんが、以下の団体から投稿
をいただきました。ソフィア会ホームページへの掲載月日を記しま
したので、HPにて該当記事を閲覧ください。
団

今年の初蹴りを挙行しました。壮年OBは東京都女子リーグ2部Socios
と親善試合。その後は若手OB vs 現役のOB戦。数多いOBの中で一握
りのOBでしたが、OB間・現役との貴重な交流ができました。

ソフィア・森の長城プロジェクト会

体

名

開

催

日

HP 掲載月日

1966 年卒 <A16> クラス会
観光研究会 (S.39 入同期会 )

2016.05.29
2016.09.09

2016.07.26
2016.09.26

湘南ソフィアンズの会
SODECO ソフィア会
新聞学科 71 年卒同窓会

2016.09.24
2016.11.09
2016.12.06

2016.10.17
2016.11.14
2017.01.19

師走会 71-35(1975 法法 ) クラス会
上智関西 39 会（1964 年卒）

2016.12.10
2017.01.14

2016.12.15
2017.01.19

チェンマイ在住ソフィアンの集い

2017.02.25

2017.03.07

O

FOCUS
「三水会」

ソフィアンを繋ぐ

三水会は、企業などで広報業務、マスコミ業界に携わるソフィアン
７名により「広報勉強会」として昭和55年（1980年）にスタートしま
した。以来、今日まで37年に渡り、原則毎月第３水曜に開催していま
す（これが三水会の名のいわれでもあります）。
現在では当初の「広報」の枠組みを拡げ、第一線で活躍される大
学ＯＢＯＧをゲストスピーカーとしてお招きし講演と会員との懇親を
図っています。発起人の一人、松尾信武さん（1966法法）が長く代表
をつとめ、現在は後進が運営にあたっています。
業界や学部学科の同窓会というスキームではなく、各界、ノンジャ
ンルのソフィアン・ネットワークであることが三水会の特徴です。ソ
フィアンＯＢＯＧがどこで、どんな取り組みをしているのか、それをお
互いに知ることで何かが生まれる、そんなキッカケを作りたいという
想いがベースになっています。
現在の会員数は約450名。会員は20〜30代現役の企業人から企
業経営者、リタイアされたOBまで、ジャンルもマスコミ関連から流
通・製造業と幅広く、多彩です。現役学生にも扉を開いています。
開催場所は学内のソフィアンズクラブです。この4月以降は新しい
ソフィアンズクラブでより多くの方々に参加いただけるようになると
思います。毎回、ゲストスピーカーによる講話・質疑を１時半、その後
は立食での懇談会という構成です。
マスコミソ・フィア会とは別組織ですが三水会での講演内容抄録
が「コム・ソフィア」ホームページに掲載されています。
（「上智 三
水会」で検索）

2020年を目指して活動
ソフィア会は2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の
支援、および同組織委員会と連携協定を締結した上智大学の事業
を支援することを目的に「上智大学ソフィア会オリンピック・パラリン
ピック支援特別委員会」を設立、2016年初春から本格的に活動を開
始しました。
同委員会が取り組む主な活動は、支援人材育成（講演会・ボラン
ティア講座など）、ボランティアなど支援人材バンクの設置と運営、
関連情報広報による気運醸成、地域活性―地域ソフィア会による発
展途上国などの事前合宿支援参画などがあります。
これらの活動への賛同者やボランティア活動を目指す人を「情報
会員」として登録していますが、その数は170名を超え日々増えてお
ります。この1年間ですでに40回ほどのオリパラ関連情報を発信し、

ブラインドサッカー体験会の参加者（2016年のソフィア祭にて）

これまで、ゲストス
ピーカーとして多くの
ソフィアンに登場して
いただきました。
作家の今野敏さん、 講演後の活発な質疑（ノバルティスホールディング
ジャパン代表取締役社長鳥居正男さん）
諸田玲子さん、惜しく
も亡くなられた藤巻幸夫（元藤巻兄弟社社長、参議院議員）、野中と
もよさん、
（元三洋電機ＣＥＯ，現ＧＡＩＡ
ＩＮＩＴＩＡＴＩＶＥ代
表）、
「一休.com」を起業された森正文さん、本屋大賞を立ち上げた
嶋浩一郎さん（博報堂ケトル 代表取締役）、元NHK技術研究所所
長の藤澤秀一さん、元アエラ編集長の浜田敬子さん、ノバルティス
ホールディングジャパン代表取締役社長の鳥居正男さん（講演時は
ベーリンガーインゲルハイムジャパン代表取締役）、雑誌「25ans」編
集長の十河ひろ美さん、ソフィアタワーの鉄骨を製作したヤマネ鉄工
建設常務取締役の竹山信夫さん、
「暮しの手帖」編集長の澤田康彦
さん等など多彩な顔ぶれです。
三水会は今後もソフィアン同士を繋げていきます。出会い、化学反
応が起き広がっていく。これが幹事の喜びであり支えです。ぜひ、お
気軽にご参加ください。ご連絡をいただければ毎月の開催案内をお
送りいたします。
■連絡先
代表幹事／黒水則顯（1978文新）n.kuromizu@wowcom.co.jp
幹事／佐藤光利（1979経経）sato@b-sat.co.jp

「オリパラ委員会」
実際のボランティア活動参加につながっています。
また、講演会、ワークショップ、大会開催予定地を巡るベニューツ
アーなど様々なイベントも10数回を数え、ASF2017でも障がい者ス
ポーツイベントの開催を計画しています。さらに大学との連携・協力
を強化し、
「東京2020参画プログラム」としての企画、イベントも行っ
ていく予定です。
今後は、「支 援人材バンク」の設置、「ラグビーワールドカップ
2019」を皮切りとした地域ソフィア会との協働など、2020東京に向け
て活発な活動を展開する予定です。
ぜひ、当委員会の活動に目を向けて参加して下さい。
活動の詳細については、ブログをご覧ください。
http://www.sophiakai.jp/blog/olyparasophiakai/
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INFORMATION

第３回アジア・ソフィア会（12月7日〜9日）

カンボジア・シェムリアップで開催へ
ソフィア会は、第3回アジア・ソフィア会をカンボジアのシェムリアップで
12月7日〜9日
（3日間）
に開催します。主催は上智大学ソフィア会で、
カ
ンボジアソフィア会（会長：エック・ブンタ氏）
にホストを、上智大学アジア
人材養成研究センター
（所長：石澤良昭上智大学教授、元学長）
にご
協力をいただきます。
アジア・ソフィア会は、
日本とアジア各地のソフィア会との交流・親睦
を通して相互理解と連携を深めることを目的に、第1回大会を2013年
に香港で、第2回大会を2014年に上海で開催しました。
大会には、来賓として学院から髙祖敏明上智学院理事長、大学か
ら曄道佳明上智大学長をお迎えし、
アジア14か国のソフィアンとその
ご家族、留学生など100名程の参加者を予定しています。
大会では、石澤教授に
「人を育て、
アンコールを守る −文化復興と
平和構築 −」
をテーマにした記念講演を予定しています。
ご承知の通

ソフィアンズカップゴルフ大会

９月８日
（金）
、箱根カントリー倶楽部で

ソフィア会は9月8日(金)、今年第22回目を迎える恒例のソフィアンズ
カップゴルフ大会を公式行事として箱根カントリー倶楽部（神奈川県
箱根町仙石原）
で開催します。
プレー
費は約18,000円（昼食費別）
で、
ほか
に参加費4,000円（パーティ費、賞品
代）が必要です。
ソフィア会会員をは
じめ教職員、学生が参加できます。
ソフィア会Webサイトからお申込み
ください。

上智大学名誉教授（元文学部教授）の渡部昇一先生が4
月17日、心不全のため東京都内の自宅で逝去されました。86
歳でした。
ここに謹んで哀悼の意を表します。
渡部先生は1930年に山形県鶴岡市で生まれ、上智大大学
院修士課程修了後、独ミュンスター大、英オックスフォード大に
留学。帰国後、上智大講師、助教授をへて教授に。専門は英
語学。
1976年に出版された
「知的生活の方法」
は100万部を超え
るベストセラーとなりました。
ソフィアンズナウでは、2015年春号
（No.177）の「Go Sophians!」
でグローバル化をテーマにお話
しを伺いました。

訃 報

2016年
2016年
2017年
2017年
2017年
2017年
2017年

9月16日 アヌンシアシオン,エレサ 元外国語学部 特別契約教授
12月 2日 野口元大 名誉教授
（文学部）
1月22日 カスタニエダ,ハイメ 名誉教授
（文学部）
1月27日 垣花秀武 元特遇教授
（理工学部）
2月 1日 長野正 元特別契約教授
（理工学部）
3月24日 木下眞喜雄 名誉教授
（理工学部）
（文学部）
4月17日 渡部昇一 名誉教授

ソフィア会広報委員会
宍戸周夫（71法法）、鈴木真理子（82文仏）、風間烈（65外仏）、宮崎輝雄（72法法）、
平野由紀子（82文英）、山本修司（86文新）、宮地信幸（91文新）、金谷春美（03外葡）
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いずみ会
（旧明泉寮同窓会）
が
講演会を開催
上智大学の旧女子学生寮（明泉寮）OGによる登録ソフィア会であ
る同窓会「いずみ会」は10月1日、
イグナチオ教会ヨゼフホールにおい
てチャリティー講演会「トーヴェ・ヤンソンとガルムの世界」
を開催します。
トーヴェ・ヤンソン生誕100年の2014年以降、
ムーミンとその作者が
改めて注目されています。
ヤンソンと親交があり、その研究・翻訳に尽
力してきた聖心女子大学哲学科教授の冨原眞弓さん（1976外英、
1978院仏文）が、
ヤンソン世界の原点というべき政治風刺雑誌「ガル
ム」
について講演を行い、
フィンランドを始め欧米でも評価された著書
の英訳版を、いずみ会のインドスポンサーシップ活動支援として特別
に提供します。詳細はizumievent2017@gmail.comまで。いずみ会
員は5月半ば発行の会報をご覧ください。
今後のスケジュール

「知的生活の方法」―
渡部昇一上智大学名誉教授が逝去

り、
アンコール遺跡はカンボジアが世界に誇る文化遺産であります。そ
の保存のためにカンボジア人専門家の養成が重要なことから記念講
演に続くパネルディスカッションでは、人材養成に取り組むSophia
Asia Missionの地味で長期にわたる実践について、
カンボジア在住
のソフィアンと大学・ソフィア会代表者に大いに語っていただきます。
翌日のエクスカーションは、石澤先生にガイドをお願いし、
アンコール
ワット遺跡群や西参道の修復現場などをご案内いただきます。
大会の詳細は、決定次第ソフィア会のメールニュースやWebサイトな
どでご案内します。

上智大学ソフィア会２０１７年春･秋全国代議員会開催日程（予定）
春季 5月20日（土）

秋季 10月21日（土）

２０１７〜２０１８年のソフィア会・大学のスケジュール
2017年 5月28日（日）金・ルビー・銀・銅祝式典、
上智大学ソフィア会会員大会
2017オールソフィアンの集い
第22回ソフィアンズカップゴルフ大会
9月 8日（金）
9月15日（金）9月期学位授与式
9月21日（木）秋学期入学式
9月23日（土）第9回地域ソフィア会全国大会
（名古屋大会）
（〜9/24）
創立記念日・先哲祭
11月 1日（水）
12月 3日（日）聖ザビエルの祝日
オールソフィアンのクリスマス
12月 未定
2018年 3月26日（月）学部・大学院学位授与式

事 務 局 便 り ソフィア会事務局
おめでとうございます！
ついに
「新ソフィアンズクラブ」がオープンしました。
そしてそれとともに
「新ソフィ
ア会事務局」
もオープンしています。
スタッフもそれに合わせて若干の入替があり
ました。
しかし、皆様へのサービスや対応は変わりません。気軽にお声をおかけく
ださい。今までクラブと事務局は離れた位置にありましたが、今度は隣同士という
よりほとんど一体です。
クラブのこともご相談に応じることができるようになりました。
おかげで皆様との距離が一層短くなった気がします。
新しい環境で不安も少しありますが、有意義なご意見やアドバイスをいただい
て今後も
「愛される」
「頼りになる」事務局を目指します。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。

