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中央の天蓋椅子に座るのは、ローマ教皇グレゴリウス 13 世。 

派遣先をイエズス会士たち手渡しています。そこには、ヤポニクム（日

本）の文字が見えます。

グレゴリウス 13 世の命により、この絵が描かれたのは 1584 年。長

らく教皇庁グレゴリアン大学に秘蔵されてきましたが、2018 年 1 月

に超高精細デジタル撮影と高精密印刷技術でレプリカが制作され、ソ

フィアンズクラブに設置されました。

遥かな日本へ出向こうとするイエズス会士の姿が、550 年のときを経

て、いま蘇ります。



SOPHIANS NOW2

サンデー毎日は 2018 年 3 月 18 日号と 3

月 25 日号の 2 回にわたり、上智大学ソフィ

ア会を取り上げました。

3 月 18 日の上においてはホームカミング

ディの ASF、金祝燦燦会などの留学生への

援助、石澤良昭先生のカンボジア・アンコー

ルワット復興の取り組みを紹介。また 3 月

25 日号の下においては創立 100 周年記念募

金、ピタウ先生を語る会の活動、聖母大学同

窓会との合併、オリンピック・パラリンピッ

ク支援特別委員会の取り組みなどを、それぞ

れ担当者の取材に基づき紹介しています。

取材・執筆は、『週刊現代』記者を経て現

在フリージャーナリストの田中幾太郎氏。「慶

應三田会の実力と人脈」、「本当にいい病院、

悪い病院」、「三菱財閥 最強の秘密」など多

くの著書があります。

田中氏は下のリード文に「同窓会には大学

のカラーが鮮明に表れる。たとえば、中央大

の学員会は後輩たちの司法試験など資格試験

合格に向け、支援を惜しまない。慶應大の三

田会はビジネスに活用しやすい。では、ソフィ

ア会はどうなのかというと、やはり上智大ら

しさに満ちているのだ」と書いています。

その通り、上の見出しに「他者のために、

他者とともに」を、また下では「ピタウ元学

長の精神は永遠にー『困っている人を助け

よ』」とつけているように、ソフィア会の取

り組みを他の同窓会とは明らかに異なる視

点でまとめています。この記事はあくまで

ジャーナリスト独自の視点によるものです

が、上智大学の教育精神を継承しているソ

フィア会のユニークな取り組みが浮き彫りに

されているということができます。外部の目

によって、改めてソフィア会の活動を再認識

することとなりました。

四ツ谷駅の麹町口を出て、目の前に広がる風景です。

1964 年 10 月、ちょうど前の東京オリンピックが開催されている

時期に撮影された写真を、現在の風景に対比してみました。

昔は、麹町口を出るとまず見えたのは、この旧聖イグナチオ教会

でした。その横に「上智大学」という看板はあるものの、ここから

大学の建物はほとんど見えません。学生はこの駅前の都電の線路を

横切り、教会の横の土手沿いの道を歩き、正門から入るのが常でした。

しかし今は、駅を出ると大きな大学の建物群と、その壁に刻まれ

た「上智大学」という文字が目に飛び込んできます。そして、この

麹町口に面して大きな上智大学の北門ができました。今、多くの学

生はこのスクランブル交差点を斜めに横切り、そのままキャンパス

に吸い込まれていきます。

上智大学の拡大・発展によって、四ツ谷駅の風景も大きく変わり

ました。

週刊誌「サンデー毎日」はシリーズ企画「大学同窓会の研究」において、ソフィア会
紹介記事「上智大学ソフィア会編」を上下で掲載しました。記事を書いたジャーナリ
ストが見たソフィア会は、他の大学同窓会とは一線を画す、ソフィアンとしての独自
の取り組みだったようです。

取材を受ける細川佳代子前副会長

TOPICS
週刊誌が取り上げた「上智大学ソフィア会」の姿
他大学同窓会との違いが浮き彫りに

変わる四谷キャンパス① 聖イグナチオ教会と上智大学
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ソフィア会は 2018 年の春季全国代議員会を

5 月 19 日（土）14：30 から、学内 6 号館（ソ

フィアタワー）101 教室で開催します。

今回の代議員会では 2017 年度の決算報告と

2018 年度の活動計画、さらには新規登録団体、

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 新規代議員の承認の件

② 新規登録団体の承認の件（地域・各種ソフィア会、学部・学科同窓会）

③ 2017 年度事業報告・決算報告並びに監査報告の件

④ 2018 年度事業計画・予算案承認の件

⑤ その他

ソフィア会は 2013 年に上智大学創立

100 周年を迎えるにあたり、2011 年 5 月「上

智大学ソフィア会貢献者に対する顕彰規定」

を制定。ソフィア会に顕著な貢献のあった会

員を顕彰し、ソフィア会の更なる発展を期す

るのが目的で、これまで 2013 年秋季代議員

会で15名、2016年秋季代議員会で14名（合

計 29 名）の会員を顕彰しています。

これに続き、2017 年秋季代議員会で第 3

期のソフィア会被顕彰者選考委員会を組織、

2019 年秋季代議員会での顕彰を目指して選

考作業を開始します。

つきましては、顕彰規定に基

づき、顕彰にふさわしい会員の

推薦をお願いします。推薦にあ

たっては、下記項目を明記した

ソフィア会会長宛の「推薦状」

（A4 用紙、形式自由）を 2018

年 9 月末までにソフィア会事務局（被顕彰

者選考委員会委員長宛）にお送りください。

問い合わせも事務局にお願いします。

• 顕彰にふさわしい候補者の氏名・卒業年・

卒業学部学科

• 推薦者（5 名以上）の氏名・卒業年・卒業

学部学科

• 候補者を推薦する理由

第 10 回を迎え

る今年の地域ソ

フィア会全国大会

「2018 香川大会」

は9月29日（土）、

30 日（日）の両日、

高松市の「かがわ

国際会議場」など

で開催されます。ホストは香川ソフィア

会で、コ・ホストには愛媛、高知、徳島

と四国四県の各ソフィア会が名を連ね、

準備を進めています。

29日の情報交換会、パネルディスカッ

ション、懇親会などに続き、翌30日に

はこんぴらさん参詣、うどんうち体験、

瀬戸内アートの島観光、ゴルフコンペな

どが予定されています。詳細は追って、

ソフィア会Webサイトやメールニュー

スなどでもお知らせします。

四国では初めての全国大会。みなさま

もぜひご参加ください。

2018年 春季全国代議員会と会員大会のご案内

第 10 回地域ソフィア会全国大会「2018 香川大会」
9 月 29 日（土）、30 日（日） 高松市で開催

Information

顕彰候補者を推薦してください公募告知 被顕彰者選考委員会

2018年春季全国代議員会のご案内

日　時 5 月 19 日（土）14：30 ～ 16：30

場　所 上智大学 6 号館 101 教室

懇親会 17：00 ～　2 号館学生食堂

2018年会員大会のご案内

日　時 5 月 27 日（日）10：30 ～

場　所 上智大学 6 号館 101 教室

地域ソフィア会全国大会の足跡

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
コ・ホスト：福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島ソフィア会
参加者：100名　　日時：2009年11月7日（土） 13:00～

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3回　山梨大会＜開催地：甲府市＞

ホスト：山梨ソフィア会
コ・ホスト： アルプス、千曲川、さいたま、静岡県、八王子、日野ソフィア会
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4回　函館大会＜開催地：函館市＞

ホスト：札幌ソフィア会
コ・ホスト：函館、滝川、室蘭ソフィア会　　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6回　新潟大会＜開催地：新潟市＞

ホスト：新潟ソフィア会
コ・ホスト： 群馬、千曲川、アルプス、南信州、郡山、 

いわき、富山ソフィア会
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7回　広島大会＜開催地：広島市＞

ホスト：広島西部ソフィア会
パートナー：広島東部ソフィア会
コ・ホスト：愛媛、岡山、香川、徳島、鳥取、 

山口県ソフィア会
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8回　宮城大会＜開催地：仙台市＞

ホスト：宮城ソフィア会
コ・ホスト：八戸、弘前、秋田、岩手、庄内、郡山、 

いわきソフィア会
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

第9回　名古屋大会＜開催地：名古屋市＞

ホスト：名古屋ソフィア会
コ・ホスト：岐阜、三重、静岡県、岡崎ソフィア会
参加者：254名
日　時：2017年 9月23日（土） 13:00～
 9月24日（日） エクスカーション



SOPHIANS NOW4

FOCUS

理 工 学 部 同 窓 会

は 2 月 17 日（ 土 ）、

2017 年 度 の「 技 術

系 OBOG 交流会」を

2 号館 17 階 1702 会

議室で開催しました。

この交流会は、技

術系の企業から理工

学部卒業生が参加し、

在学生と業種や仕事の内容、日常生活、余暇、転職、就職活動など

に関する話を自由な視点から座談会形式で行うもの。OBOG の現在

の仕事内容や学生時代の過ごし方など、就職活動を控えた学生には

有益な会になっています。

今年は 21 名の参加者を得て、活発に交流が行われました。企業

側はソニー、キャノン、ＮＴＴ東日本、日産自動車、アマダ、ＮＴ

Ｔデータ経営研究所、日立製作所、ＪＲ東海の各社からの卒業生。

理工学部同窓会の担当者は「リクルータとしてではなく、先輩後

輩という関係でしっかりと話をするにはちょうど良い規模。今後は

化学系、情報系の企業なども徐々に加えていけたらと思います」と

語っています。

英文学科は今年、創立 90 年を迎

えます。そこで英文学科同窓会では

英文学科の 90 年のあゆみをまとめ

た「上智英文 90 年」を発行します。

「上智英文 90 年」は、創立当時

からの貴重な資料や写真をはじめ、

各年代の学長・学部長・学科長の年

譜、ロゲンドルフ先生、刈田元司先

生、ピーター・ミルワード先生、渡

部昇一先生から高柳先生まで英文学

科をリードされた先生方のプロファ

イル、元ファーストレディの細川佳

代子さん、ジャーナリストの松本方

哉さん、作詞家の売野雅勇さん、作家の諸田玲子さんなど活躍する

卒業生の寄稿など、盛りだくさんの内容となっています。

発行は 2018 年 5 月中旬を予定していますが、英文学科同窓会会

員には定価 2400 円のところを 2000 円で先行販売します。

また英文学科同窓会は 6 月 16 日（土）13:30 分から英文学科同

窓会総会と出版記念シンポジウム＆祝賀会をソフィアンズクラブに

て開催します。

理工学部同窓会が 
「技術系OBOG交流会」を開催

英文学科創立90年
－記念誌「上智英文 90年」を発行

2016 年に設立されたオリンピック・パラリンピック支援特別委員会（オリパラ委員会）。
オリパラ競技大会組織委員会と連携協定を結んだ大学と連携し、人材育成・人材バンク設立・
機運醸成・地域活性を主とした活動を続けています。

いよいよ 2020 東京オリパラ、2019 年のラグビー・ワールドカッ

プ（W 杯）のボランティア募集が始まります。1964 年東京大会で

数多くのボランティアを輩出したソフィア会には大きな期待が寄せ

られています。本大会以外にも各競技団体が開催する大会などの運

営・語学などのボランティアの要請も数多く届き始めています。そ

こでオリパラ委員会では、現場で即戦力となる人材育成のため、経

験豊富なソフィアンによる講演会や現場で役立つスキル講習・競技

体験等を積極的に行っています。

今年も、ASFやソフィ

ア祭ではパラスポーツ

の体験会などを行いま

す。まず、来る5月27日

のASFでは視覚障がい

者誘導とアクセシビ

リティマップ探検、競

技用車椅子体験を行う

予定です。 

6月1日には内閣官房オリパラ推進本部調整統括官芦立

訓氏（85年法卒）講演会（大学共催）も予定しています。

また開催地を巡るベニューツアーも年数回開催してお

り、2 月には湘南地域のソフィアンのご協力を得て、江

ノ島ヨット競技会場ツアーを行いました。地域のソフィ

アンと交流を深め、意義深い活動となりました。今後も

機運の醸成、地域活性も含めた活動を進めていきます。

人材のニーズは東京圏だけではありません。事前合

宿や大会関連行事は日本各地で行われ、ラグビー W 杯

も全国 12 会場で開催されます。2021 年には関西広域

でワールドマスターズゲームズが開催され、世界中から

約 5 万人のスポーツ愛好家が日本を訪れます。全国のソ

フィアンに活躍していただきたい！オリパラ委員会では

そのための情報提供を随時行っています。情報会員にぜ

ひ登録ください。

またボランティアを希望される方のための人材バンク

も現在準備中です。

★ オリパラ委員会ブログ

 http://www.sophiakai.jp/blog/olyparasophiakai/

★ 問い合わせ先　oly.para@sophiakai.gr.jp

さらに活動を加速
オリパラ委員会

2018.4月 ラグビーW杯ボランティア募集開始

2018.9月 2020オリパラボランティア募集開始

2019.9.20～11.2 ラグビーW杯　全国12会場

2020.7.24～8.9 東京オリンピック

2020.8.25～9.6 東京パラリンピック

2021.5.15～5.30 ワールドマスターズゲームズ2021関西

大学と連携

人材育成 機運醸成 地域活性
地域連携

人材バンク
情報会員

競技体験

経験者講演会

スキル講習

べニューツアー

各競技団体大会
ボランティア

事前合宿

各開催地ボランティア

ホームタウン構想

大会・イベント
情報提供

ボランティア
情報提供

東京2020オリパラ大会の成功！

共生社会の実現！

 人材バンク
設立



学位授与式によって新たに 3,000 名の 
新ソフィア会員が誕生

第10回を迎えた「オールソフィアンのクリスマス2017」

学生課外活動支援の後期追加支援を実施

E v e n t  &  R e p o r t

上 智 大 学は3月26日（月）、2017年度 上 智

大学学部学位授与式（卒業式）を東京・有楽町

の東京国際フォーラムC会場で開催しました。

式はカトリックセンター長ホアン・アイダ

ル神父の祝福のあと、曄道佳明上智大学長の

式辞があり、それに続き各学部学科の代表に

学位記授与がなされました。

続いて上智学院の髙祖敏明理事長、ソフィ

ア会の戸川宏一会長の祝辞、卒業生代表によ

る謝辞があり、全員で校歌を斉唱して閉式と

なりました。

午後は四谷キャンパスに移動し、学科別集

会が行われ、ここで卒業生それぞれに学位記

が手渡されました。法学部でも矢島基美法学

部長および各学科長からの祝辞のあと、各人

に学位授与記が手渡されました。この中で法

学部同窓会会長でもある矢島学部長は次のよ

うに、ソフィア会の意義を訴えました。

「みなさんはこれからの人生のなかで学ん

でいくが多いと思いますが、そうした学びに

おいて、人生の先達は大きな存在です。みな

さんの大半が進まれる企業、赴任される地域

には必ず、本学の卒業生がいます。そうした

ソフィアンは温かくみなさんを受け入れ、道

しるべにもなってくれるはずです。法学部に

もすでに 15,800 人を優に超える卒業生が

おり、その集まりとしての同窓会が作られて

います。ともに卒業していく同期、つまりヨ

コのつながりも大切ですが、長年にわたって

積み重ねられてきたタテのつながりを意識し

てもらえたらと思います。今度は、みなさん

一人ひとりがソフィアンの一員として恩返し

する側に回ることも頭に入れておいてほしい

と思います」

また当日、ソ

フ ィ ア 会 は ソ

フィアンズクラ

ブで「Welcome 

Day」 を 開 催。

新しくソフィア

会の会員となら

れる卒業生とそ

の保護者の方を

温かく迎えました。

今回、この学部学位授与式と翌 27 日に四

谷キャンパスで行われた大学院学位授与式

および助産学専攻科修了式によって、新たに

3,000 名の新ソフィア会員が誕生しました。

ソフィア会は 12 月 15 日（金）、学内 9

号館地下カフェテリアにおいて「オールソ

フィアンのクリスマス 2017（ASC2017）」

を上智大学と共催しました。今年ちょうど第

10 回目を迎えた ASC には卒業生、現役学

生、教職員、大学関係者など約 300 名が参加、

盛大な会となりました。

18:00 からの第一部は昨年同様、「ソフィ

アンの祈り」と題する祈りの場。上智大学管

弦楽団による弦楽四重奏や上智大学聖歌隊の

聖歌のあと、角田祐一神父の司式のもとに行

われました。福音朗読、聖歌の斉唱、佐久間

勤上智学院総務担当理事からの「クリスマス

のメッセージ」、ミクロネシア・ザビエル高

校出身の留学生によるクリスマスソングと続

き、菅家ゆかりさん（1981 文新）の総合司

会で第二部のパーティがスタートしました。

パーティの開会宣言は曄道佳明上智大学

長。そして、戸川宏一ソフィア会会長の乾杯

でにぎやかに始まりました。昨年と同様、世

界各国料理のフードソムリエとして活躍して

いる寺脇加恵さん（2000 法法）の料理がテー

ブルに並ぶなか、今回の ASC の最大の目的

である「東ティモール支援」を、その支援団

体「国際協力 NGO ケア・インターナショナ

ル　ジャンパン（CAREインターナショナル・

ジャパン）」で活動している須藤玲君（総合

人間科学部教育学科＝当時）が訴えました。

今回もパーティを盛り上げるパフォーマー

として、上智大学唯一のアカペラ・サークル

であるラルブル（L'arbre de Harmonie）、

ビッグバンドの New Swingjazz Orchestra

などが登場、会場を盛り上げました。

会場の周囲には卒業生や学生団体のブー

スも出店。売上金はそれぞれの団体でボラン

ティア活動に使われるほか、東ティモール支

援募金にも充てられました。

ソフィア会は 2017年度学生課外活動支

援の後期追加支援金授与式を2月21日（水）

18:00から、学内13号館（旧福田家ビル）5 1 2

会議室で、大学関係者およびソフィア会会長、

常任委員など出席のもとで実施しました。今

回選ばれたのは語劇祭実行委員会や体育会

常任委員会など5つの団体および個人で、ソ

フィア会は合計50万円を贈呈しました。

ソフィア会は主要な目的である大学支援の

一環として学生課外活動支援金の贈呈を行っ

ており、今回は昨年 7 月 25 日に実施した学

生課外活動支援金贈呈に続く、後期追加支援

となるものです。

今回支援金を贈呈した団体および個人は以

下の通りです。

① 国際交流 Lingwave

祖師谷国際交流会館で書道や剣道などの

体験イベントの実施、留学生を招待して

の花見イベント企画・実施、ソフィア会主

催日本語スピーチコンテストでの手伝い

などにより本学のグローバル化に貢献。

② "Sophia Comedy Society （コンビ「ひ

ずみ」、田中亜輝人＝総社 3 年、門倉早彩

＝外西 4 年）

国民的大学生芸人グランプリ大学芸会

（400 組が出場する全国のお笑いサークル

の大会）で準優勝

③ 語劇祭実行委員会

2017 年度外国語学部語劇祭を開催

④ アフレコス

日本人およびアフリカ人学生、大使館

関係者招待による国際交流「Student 

Summit 2017」を主催。アフレコスは、

アフリカ開発協会学生委員会／ Student 

Association of African Economy and 

Development の略称。

⑤ 体育会常任委員会

マラソン大会、体育祭、リーダースキャ

ンプなど体育会主催行事等の実施補助
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大変と思う反面、楽観的でも

―理事長就任おめでとうございます。まず、今の率直な気持ちか
らお聞かせください。
大変な仕事を引き受けてしまったと、いう感じですね。責任の重

さをひしひしと感じています。しかしその反面、実は楽観的でもあ

るのです。というのは、すでに髙祖先生の時代に大きな変化があり、

また新しい試みが行われ、上智学院としての方向性が整備されてい

ますので、当面の私の役割はこの方向をさらに充実させていくこと

だと考えています。

つまり、特に変わったことを求められているわけではなくて、む

しろ上智発展の土台、基礎はすでにつくられていますので、それを

着実に進めていくこと。これからそれをいかに充実させていくか、

それが私に課せられた使命であると思っています。

―上智学院の現状についてはどのように認識されていますか。
これまで私は、合併後の聖母大学の学長や総務担当理事として、

主に管理面での仕事をやってきたわけですが、そうした中で感じた

上智の素晴らしいところは、みなが心血を注いで、上智のために働

くという貢献の精神ですね。それは強く感じていました。上智学院

をうまく動かしていくために、どれだけの人が努力されているのか、

どれだけのエネルギーを使っているか、それは十分分かっているつ

もりです。

教員、職員の区別なしに貢献されているところは上智の素晴らし

さだと思います。これをさらに充実させていくのが私の使命です。

このように、支えになる人がたくさんいるわけで、それが私が楽観

的になれるひとつの理由でもあるのですね。

建学の精神に立ち返り、カトリックの精神を伝える

―その一方で、今後さらに発展していくためには課題もあるとは
思うのですが。
課題といいますか、これから取り組んでみたいと思っていること

はもちろんいくつかあります。ひとつは、これまで上智大学は小さ

な規模の大学でしたが、ここにきて規模も大きくなりました。また

上智学院は全国のイエズス会系の中学校、高等学校との合併もあり、

これからは昔ながらのやり方に加えて、ひと工夫もふた工夫も必要

ではないかと思っています。もちろん今、上智学院の中長期計画「上

智学院グランド・レイアウト 2.0」の中でレールは敷かれていますの

で、これからよい方向に進んでいくだろうとは思っていますが。

もうひとつは、過去を懐かしがっていても仕方ないとは思うので

すが、以前とは異なり、今は学内にイエズス会の神父が少なくなっ

ています。こうした状況の中で、カトリック大学としてのアイデン

ティティをこれからどのように深めていくかということですね。こ

れは大きな課題だと考えています。

そこで、理事長としての重要な仕事は、創立時のいわゆる建学の

精神、そしてカトリック的な、イエズス会的なビジョンを語るとい

うことだと思います。そのビジョンを伝えていく、その仕組みを整

備していくことも重要だと考えています。上智学院として、これか

らは大学だけでなく中高も含めた全体的な精神の支柱を次の世代に

きちんと伝えていくことが大切ではないでしょうか。

ソフィア会のネットワークに期待

―ソフィア会の活動についてはどのような印象をお持ちでしょうか。
以前の総務担当理事の時からソフィア会活動に直接かかわること

になったのですが、そこで発見し、感銘を受けたのはソフィア会が

卒業生の世界規模でのネットワークを作っているということですね。

それに加え、他の職種の人ともコラボレーションをするという動き

もあるようですが、それは素晴らしいアイデアだと思っています。

卒業生の輪を作るというのは難しいことですが、しかし今の時代

は、同窓会に属することによって人のつながりができますね。それ

が自分のビジネスに新たな機会を生み出し、そしてさらに新たな人

のつながりに広がっていくということ、これはソフィア会の素晴ら

しいところだと思います。若い人たちにも、それを積極的に訴える

必要がありますね。

―卒業生同士のつながりもそうですが、「大学への貢献」もソフィ
ア会の大きなミッションです。ソフィア会は資金面、人材面か
らも大学を支援していきたいと考えています。
卒業生同士のネットワーキングに加え、在校生と学生のころから

つながりを持つ。卒業生が学生と一緒に活動していくということは

素晴らしいことだと思います。そのつながりがそのまま、ソフィア

ンということで輪が広がっていく、そうした取り組みに期待したい

と思っています。

海外ソフィア会が全世界に組織化されているようですが、たとえ

ば留学などで海外に出る学生を、現地のソフィア会の人たちがサポー

トしてくれるといいと思うのです。すでに、ニューヨークソフィア

会などではそうした取り組みを積極的に進めていると聞いています。

こうした現地での学生のサポート、さらには世界規模での学術的な

交流も含めてソフィア会に期待するところは多いですね。

これからは、これまで以上に人が世界に向けて出ていくことにな

るはずですから、そうしたときに留学生支援も含めてソフィア会の

方々にどのようなサポートをしていただけるか、大いに期待してい

ます。

―本日はありがとうございました。

佐久間勤上智学院新理事長に聞く
上智の素晴らしさを、さらに

4 月 1 日、上智学院の佐久間勤総務担当理事が新理事長に就任しました。

19 年の長きにわたって上智学院をリードされてきた髙祖敏明前理事長の

後を受けて、これからどのようにかじ取りされるのか。お話を伺いました。

佐久間理事長のプロフィール
1952 年神戸市生まれ。1975 年京都大学理学部（宇宙物理学）卒。1980 年上智大学大
学院哲学科研究科博士前期課程修了、1995 年在ローマ教皇立グレゴリアン大学神学部博
士課程修了。上智大学教授、上智大学神学部長、聖母大学長、上智社会福祉専門学校長、
上智学院カトリック指導担当理事、同総務担当理事などを経て 2018 年 4 月から上智学
院理事長。
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10:00〜16:00
上智大学 四谷キャンパス

ALL SOPHIANS’
FESTIVAL 2018

(雨天決行)
5/27 日

実行委員長挨拶 杉本隆一郎（1998経営）

光栄なことに昨年に続き ASF 実行委員長を務めさせて頂くことになりました。私は昨年の ASF を通して改めて上
智大学の多様性・国際性などバラエティに富んだカルチャーを確認でき、非常によい経験ができたと思っています。
今年も新しい企画を取り入れ、足を運んでくださった皆さんにとって有意義なホームカミングデーになるよう準備
を進めています。今年も企画盛りだくさんの ASF を皆で楽しみましょう！

～変わる時代、変わらないもの～
平成最後のASF

マスコミ・ソフィア会 第 31 回総会、懇親会・他

マスコミ・ソフィア会創立 30 周年記念特別企画　安田菜津紀さん講演会に引き続き、毎年恒例の総会、懇親会などを別途開催します。
会員の皆さん、久しぶりの「オールソフィアンの集い」への出席をお待ちしております。

基調講演会 
国立西洋美術館主任研究員・川瀬佑介さん特別講演 

『光と影：スペイン美術の魅力』

今年は日本スペイン外交関係樹立 150 周年です。これを記念し
て、今回 ASF では講演会『光と影：スペイン美術の魅力』を実施
します。ゲスト講演者は、国立西洋美術館主任研究員の川瀬佑介
さん（1999 年外西卒）です。川瀬さんは、同美術館で開催中の「プ
ラド美術館展　ベラスケスと絵画
の栄光」や一昨年の「カラヴァッ
ジョ展」を担当されました。川瀬
さんの導きにより、バロックから
20 世紀にいたるまで、「スペイン
美術」の潮流を辿ります。

晴佐久昌英神父講演会 

カトリック司祭として浅草教会・上野教会の主任司祭をつとめ、
全国各地の講演会に呼ばれ、他の宗教者と語り合い、被災地や
困難のうちにいる人々への援助を継続、無人島でのリフレッ
シュも続けているソフィアン晴佐久神父様が、今年も ASF に
登壇！テーマはずばり「復活
ということ」。キリスト教の核
心に迫ります。120 分間の晴
佐久節に浸れば、生きるエネ
ルギーがチャージされること、
間違いなしです。

杉本隆一郎委員長　講演 
ポジティブキャリアの築き方〜今日から実践！よくばり処世術〜

採用・人事業界の第一線で活躍する若手リーダーが、就活・転職の心得とビジネスパーソンが知っておくべき処世術をわかりやすくお話しし
ます。杉本さんはこれまで、楽天、リンクトイン、アクセンチュアなどで一貫して採用 ･ 人事に携わり、現在、日本 IBM 人事タレント・アク
イジション部長として日本における人材採用全般を統括しています。当日は質疑応答の時間をご用意いたします。
社会人はもちろん、転職を考え中の方、就活中の学生さんも是非いらしてください。

6号館5階501教室（ソフィアタワー5階）／14:50〜16:00（受付 14:30〜）

写真で伝える仕事 
世界の子どもたちと向き合って フォトジャーナリストの最前線 

「安田菜津紀×金谷武明」特別対談 
フォトジャーナリスト & Google シニアサーチエヴァンジェリスト

本講演では ASF とマスコミ・ソフィア会の共催で、フォトジャーナリストの安田菜津紀さ
ん（2010総教卒、第 24 回コムソフィア賞浜口賞受賞）をお招きし、ASF2018総指揮の金
谷武明（1995法法卒）との対談を行います。世界各地で取材活動をしながら、報道番組のコ
メンテーターやラジオパーソナリティー等幅広く活躍されている安田さんの最新取材フォ
トスライドショーをご覧頂き、金谷さんとの対談を通して安田さんのキャリアについて掘
り下げていきます。

2号館401教室, 402教室
14:00〜（受付：13:30）

講
演
会

6号館5階502教室（ソフィアタワー5階）

14:50〜16:00（受付 14:30）

6号館5階501教室（ソフィアタワー5階）

12:20〜13:30（受付 12:00）

ASF2018公式サイト
http://www.sophiakai.gr.jp/~asf2018/

6号館1階101教室
（ソフィアタワー1階）

14:00〜16:00（受付 13:30）



SOPHIANS NOW8

記念ミサ

ASF はミサから始まります。ミサ
は理事長はじめ SJ ハウスの神父
様の共同司式で行われ、どなたで
も参列できます。9 時 15 分まで
にマリア聖堂入口でミサのしおり
を受け取ってご着席ください。懐
かしい神父様に会いにいらっしゃ
いませんか。

STP50周年 /  
STPカンボジア10周年 祝賀会

STP は子供達に英語の楽しさを伝
える活動を続け、今年で創立 50
周年を迎えます。旧友と昔話に花
を咲かせ、現役生を応援し、そし
て創設者吉田研作先生が築いた
50 年の繋がりに感謝する、そん
な新旧交わる憩いの空間を提供い

たします。また、STP の活動を多くの方々に知っていただくべく、
当日は現役生による小学生を対象とした英語の模擬授業を行いま
す。ぜひお子様・お孫様を連れていらしてください。心よりお待ち
しています！

ゆる婚

「社会人になってから良い出会い
がな～い！！泣」そんなあなたに
朗報です！今年で 7 回目になる
ASF 目玉企画《ゆる婚》に参加し
てみませんか？参加者は全員上智
大学 OBOG だから安心！参加費
は男女一律 1,000 円なので気軽

にゆる～くご参加ください。お申し込み方法等は、ASF 公式 Web
サイト・Facebook にてお知らせしていきます！

学内ツアー

毎年恒例 ASF の名物企画、学内ツアーが今年もやってきました！！今年の学
内ツアーは前回のツアーよりも更にパワーアップ！2017年に完成したソフィ
アタワー（6 号館）をはじめとした上智大学の“今”を学生ツアースタッフがご
案内いたします！もちろん今回もお子様達が楽しめること間違いナシの人気企
画、理科の実験付き『キッズツアー』もご用意！子供たちにも楽しく上智大学
を知ってもらえます！このツアーは昔自分が通った学び舎に思いを馳せるもよ
し、子供や孫に上智大学を知ってもらうもよし、様々な楽しみ方が出来るツアー
です！ ASF に足を運んでいただいた皆様、是非学内ツアーにご参加ください！

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。

親子で楽しむパソコン解体体験 
〜有限な資源を確保しよう〜

昨年の ASF で第 1 回の「パソコン解体体
験」（経鷲会女子部会主催）を行ったところ、
100 名を超える参加者がありました。環境
問題への関心が高まっていますし、パソコ
ンに使われている資源は 80％以上が希少
金属です。捨てれば失われ、解体すれば確
保できる資源です。ご自分のパソコンを持
参なさるのも可です。女子部会がお手伝いします。最年少は 2 歳 10 ヵ月、最
高齢は 83 歳。環境にも役立つイベントです。親子でのご参加をお待ちしてい
ます。

聖イグナチオ教会　マリア聖堂
9:30〜10:15

紀尾井坂ビルB210教室
10：00〜12：00／14：00〜16：00

12号館502教室
10：30〜15:30

★★
00:00〜00:00

メンストテント
10：00〜15：00

1号館104教室
11：00〜16：00

メンストテント
11：00〜15：00

ユニバーサルマナー実践〜視覚障がい者誘導とアクセシビリティマップ探検、競技用車椅子試乗体験で目指す共生社会！〜

東京 2020 オリパラを控え、視覚障がい者の立場を知る・
分かるから適切な誘導ができる人材育成を目指そう！
講習の後、ペアで目的地までの誘導体験を行います。

「四谷キャンパスアクセシビリティマップ」を使った学内
探検を通じて実際にバリアを感じ、考えてみましょう。
パラリンピック競技用車椅子の試乗でパラアスリート気分を味わおう！
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は情報会員登録を随時行っています。
詳細は「ソフィア会オリパラ支援特別委員会」で検索！

見つけます石灰だからできること！

石灰の総合メーカー

代表取締役社長 吉 澤　慎 太 郎

本 社

本 部

工場・事業所
http://www.yoshizawa.co.jp E-mail:info@yoshizawa.co.jp

東京都中央区日本橋小舟町３－２

栃 木 県 佐 野 市 宮 下 町 ７－１ ０

葛 生 ・ 君 津 ・ 秩 父 ・ 田 沼

TEL03-5623-7711

TEL0283-84-1111

人と地球と明日のために

(1972 年経済学部経営学科卒業 )

メンストテント／11：00〜15：30
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TEDxSophiaU

今年も ASF の場を借りて TEDxSophiaU2018 を開催します。今年
のテーマは“choice”です。天皇陛下の生前退位という大きな“選
択”に着目しました。大きさは違えど私たちの人生も“選択”の連
続です。人生を 180 度変え得る“選択”について考えるきっかけ
になればと思い、このようなテーマ設定に至りました。今回もユニー
クなアイディアや経験を持つスピーカーをお呼びし、感動とインス
ピレーション溢れるトークをお届けします。イベント後には参加者
全員で楽しめるレセプションパーティーも開催しますのでぜひお越
しください！
チケット情報など詳しくは
TEDxSophiaU 公式 SNS へ！
Twitter: @TedxSophiaU
Instagram: tedxsophiau 
Facebook: TEDxSophiaUniversity

石澤良昭先生 
アンコール・ワットプロジェクト感謝の集い

クラウドファンディング「上智大学石澤良昭 
アンコール・ワット西参道完全修復への挑戦！」
へご協力頂いた皆様への御礼に石澤先生の講演
会とプロジェクトの写真展示を行います。
石澤良昭先生のミニ講演会
 14:00 ～ 15:00

「アンコール遺跡群」の写真展示
 11:00 ～ 15:00

10号館講堂
13:00〜18:00

1号館105教室
11:00〜15:00

留学生の日本語スピーチコンテスト

金祝燦燦会では今年 7 回目となる留学生によるスピーチコンテストを 1 号館 102 教室にて開催。
留学生が「私の日本での体験」を独自の感性と流暢な日本語で語り、私達の気付かぬ事、教えられ
る事も多々あります。
終了後は隣の 101 教室「お休み処」で参加した留学生や応援に駆け付けた留学生と燦燦会で用意
した軽食を楽しみながら親しく交流できる場を設けております。どうぞコンテスト会場、交流会会
場にお越し下さい。どなたでも大歓迎です。

The Sophians' Quilt Society

キルトの展示と手作りグッズのチャリティ
販売、カルトナージュ講習会を行います。
今年のテーマは“布と遊ぼう！”。
布を使って自由に楽しんだ世界をご堪能く
ださい。
寄付先は学生団体「めぐこ」。
https://sophiansquilt.jimdo.com/

エコルーム

身近な廃材を使用したスタンプ、サシェ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ご参加いただけます。
とても簡単に楽しく作ることができますので、ぜひお立ち寄りくだ
さい！

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数量限定
で販売する予定です！
ぜひお早めにお立ち寄りください♪

1号館106教室
11:00〜15:30

メインストリート
10：00〜16：00

鳥飼玖美子　ASF2018 記念講演会 
『異文化コミュニケーションを考えるー＜沈黙のことば＞を手がかりに』

本年の ASF 学術講演会は NHK『世界へ発信！ SNS 英語術』講師の鳥飼玖美子さん（1969 年外西卒）をお迎えします。
ご期待ください。

※イメージ

1号館102教室
12：00〜15：00

6号館307教室
13:00-14:30

鳥飼玖美子氏（TORIKAI Kumiko, Ph.D.）プロフィール

上智大学ソフィア会副会長。立教大学名誉教授。 
1969 年上智大学外国語学部イスパニア語学科卒業後、 
コロンビア大学大学院修士課程修了 (MA in TESOL)、サ
ウサンプトン大学大学院人文学研究科博士課程修了 (Ph.D.)。 
日本通訳翻訳学会会長、AFS International Educational Council member、
大学設置審議会委員等を歴任。
 
近著に『英語教育の危機』( ちくま新書、2018)、

『本物の英語力』( 講談社現代新書、2016)、
『異文化コミュニケーション学への招待』（編者代表、みすず書房、2011）
などがある。

ー鳥飼玖美子さんからのメッセージー

『沈黙のことば』とは、私が上智大学外国語学部イス
パニア語学科在学中にロボ先生の授業で学んだ本の
題名です。

「黙っていることば」つまり、言語によらない「非言
語コミュニケーション」のことです。
本講演では、私にとって忘れられないその記念碑的
な書を手がかりに、「異文化コミュニケーション」が
本来は何を意味するか知っていただき、グローバル
時代における異文化コミュニケーションの問題を、
時に言語コミュニケーションにも視点を移動させな
がら、省察してみたいと思います。

1号館202教室
11:00〜15:30
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SJガーデン

SJ ガーデンは、都会では珍し
い緑にあふれたところ。普段か
ら一般には開放されていないた
め、現役中は一度も入らずに
卒業をした方が多いことでしょ
う。懐かしいソフィアにいらっ
しゃった機会に是非、SJ ガー
デンに寄ってみませんか？

SJ 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
にご家族また友達と一緒に楽しい一時を SJ ガーデンでお過ごしく
ださい。

フリーマーケット

ASF 恒例のソフィアンによる
フリーマーケット。掘り出し物
があるかな？

SJガーデン
10:00〜15:30

メインストリート
10:00〜15:30

STAGE

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 2017 年に竣工されたソフィアタワー（6 号館）
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。

模擬店（International Food Court)

IFC では今年もたくさんの模擬
店が出店されます ! ネパール
料理やブラジル料理など、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。
もちろんビールなどのアル
コール類の用意もございます
よ。食を通してメンストから
世界を見てみましょう！！！

授乳室

今回初めての試みで、授乳室として教室を開放します。どうぞお使
いください。注意事項：おむつ等はお持ち帰りください。

メインストリート
10:00〜15:30 

2号館412教室
10：00〜16：00

ASF 広報のご紹介

ASF2018 では、このソフィアンズナウ以外にも、様々な場所で情報発信をしております。
当日をより楽しみたい方も、ASF がどんな様子なのかを知りたい方も、ぜひこちらもチェックしてみてください！

■ Facebook・Twitter (@sophia_asf)
 日々、さまざまな企画情報を投稿しております♪
 Twitter では当日の様子も写真にて公開予定。是非フォローをしてくださいね！

■ Web サイト：http://www.sophiakai.gr.jp/~asf2018/
 各企画の詳細、及び最新情報はこちらに掲載しております。
 お目当ての企画がありましたら、随時チェックしてみてください。

動画企画

＼当日来られなくても ASF に参加しよう♪／
動画企画では、当日の講演会を一部「生配信」する予定です！
また、ASF の企画内容をわかりやすくお伝えするための動画や、みんなが知ってる？「あの」卒業生へのインタビュー動画等を ASF
公式 Facebook や YouTube にて配信予定です！お楽しみに♪

メインストリート中央特設ステージ

ASFは世代を超えて

上智大学のホームカミングデーである ASF は卒業生だけでなく、ソフィア祭実行委員会や
アリオーゾをはじめとした、現役生と共に作りあげている一大イベントとなっております。
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装飾

ソフィア祭実行委員会の装飾局が中心となって、ASF の雰囲気を作り出す装飾品を設置します。
キャンパス内を飾るたくさんの装飾が、皆さまをお出迎えするとともに ASF を盛り上げます。
お祭りを楽しみながら、是非ご覧ください。

交流スクエア

交流スクエアは、この 2018 年の ASF から生まれた新企画！
「来場された方々が交流スクエアを通じて繋がり、交流し合う場所」をコンセプトにメンスト北門側エリアの一部を各種イベントやスペース
としてご提供します。
交流スクエアは以下の皆さまにぴったりの場所です！

① 「誰が来ているか知りたい！」「様々な世代の
方と交流」したい皆さま

ASFに来場しているお知り合いやお友達をリアル
タイムで検索できるモニターを設置いたします。
キャンパス入り口・メンスト中央に設置予定の
インフォメーションで「お名前」「卒業年・学科」を
フォームに登録して頂くと、他の来場者がスクエ
ア内に置かれたモニターでお名前を検索できるよ
うになります。
来場された方全員で作り上げる「装飾ゾーン」を
設置予定です。学生時代の旧友や昔恋していたあ
の人に会えるかも？！

② 「今後のキャリアについて色々話を聞きた
い」「せっかく ASF に来たから OB/OG の
人と繋がりたい」若手ソフィアンの皆さま

当日は時間毎に「キャリア」「留学」とテーマ
を変え、若手ソフィアンの皆様のための場所
をご提供します！
実際に就職や留学を経験された OB・OG のみ
なさまをお招きしトークディスカッションや
講演会を開催する予定です。
ソフィアン同士ということで企業説明会や学
内説明会では聞けないような情報も手に入る
かも…？ 詳細は web にて。

③ 「ちょっと疲れたから休憩」
「ゆっくりお酒を飲みながら
おしゃべり」したい皆さま

スクエア内はバーカウンター形
式となっており種類豊富な軽食
とお酒をお楽しみ頂けます！
ひとりでフラッと来て周りの人
と交流するのもよし。お友達と
一緒にご飯を食べに休憩するの
もよし。
どなた様もリラックスしてご利
用いただけるスペースです！

新企画の交流スクエアでは、ASF に「フラり」とご来場された方々が楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。
美味しい食事やお酒と共に、世代を超えた新たな出会いを発見してみませんか？
ご来場、お待ちしております。

メインストリート北門付近
10:00〜16:00

四谷キャンパス

SNS 企画

対象装飾をカメラでパシャリ！ハッ
シュタグ [#myhomesophia] 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・ASF 公式 Twitter にて！
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金祝（1968年卒）

銅祝（2003年卒）

卒業 15 年の今年、久しぶりに四谷で旧交を温めませ
んか？
ささやかな親睦会を催し、会場で祝状をお配りします。
ASF ではお子様向けの企画も用意されておりますの
で、ぜひご家族でご参加ください。

2号館5階教職員食堂
 12:30〜14:30

11号館地下ラウンジ
12:30〜14：00

金・ルビー・銀・銅祝式典（主催：上智大学）

金祝（1968 年卒）ルビー祝（1978 年卒）銀祝（1993 年卒）銅祝（2003 年卒）の皆様、6 号館 1 階で式典を開催いたします。ぜひ、ご参加

ください。満席の場合は、6 号館 307 教室での TV 中継となります。

ルビー祝（1978年卒）

1978年の卒業から 40年目の来る 5 月に、四谷キャンパスでルビー祝賀会が催さ
れます。 育児・仕事中心の日々が終了し、新たなフェーズでのチャレンジをスター
トさせている皆さま。ルビー祝をきっかけに、途切れがちだった同窓生との絆や、
ずっと続いている友情を更に深めましょう！

• 1979年以降に卒業された方で、当日参加希望の方（74年入学で留学等で卒業が遅れた
方）は、事務局にその旨連絡してください。

銀祝（1993年卒） 
「平成とともに。そしてこれからも。」

卒業 25 周年の祝賀パーティを開催します。
様変わりした四谷のキャンパスに集い、昔と
変わらぬ友情を確認しませんか。1993年（平
成5年）卒業もしくは 1989年（平成元年）入
学のソフィアンの参加をお待ちしています。
旧交を温めて平成とともにあった我々のソ
フィアン人生とこれからを語り合いましょう。

2号館5階学生食堂
13:00〜15:00

ソフィア会会員大会

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。

6号館101教室／10:30〜10:45

6号館101教室／10:45〜12:00

卒業 50 周年を祝い、
「祝賀会」を開催しま
す。再会を祝し、乾杯
をしましょう。一人で
も多くの方のご参加を
お待ちしています。

9号館地下1階 アクティブ・コモンズ
13:00〜15：00
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NEXT100

NEXT100  
ソフィア文化芸術ネットワーク講演会

孫崎享『国際政治の舞台裏　核の傘は存在するのか』
孫崎享、元駐イラン大使。国際政治情報が誤りだらけの中、どのよ
うに真の情報を収集し分析、判断するのか。核の傘は存在するのか。
ミサイルは迎撃できるのか。核時代の戦略、どのように真の知識を
蒐集し分析するのかを考えてみませんか。

島薗進『死生学　宗教の名著　魂のことば』
島薗進、東京大学大学院名誉教授。宗
教の名著のなかに、魂のことばを読み、
生と死 知恵と愛の意味を考えます。生
死を超える言葉、人の痛みを癒す苦悩
を超えて生きる言葉。宗教の名著には
不朽の思想があることでしょう。

6号館204教室
13：30〜16：30 NEXT100 SPEECC英文法祭り

学びと遊びを融合したアカデミック・
エンターテインメント第 3 弾。英文
法大相撲ランキング 2 択 15 問、たっ
た 10 問でわかる英文法検定、みん
なで決めよう英文法王、でたらめ英
語表示写真館など盛りだくさんの企
画でお迎えします。

「英文法は英語コミュニケーションの
大切な柱」この機会にぜひ体験していただきたいです。
詳しくは、
Facebook　https://www.facebook.com/SPEECC/
Twitter（＠SPEECC_sophia)にアクセス！予想問題が見られますよ。

1号館205教室
10：00〜16：00

NEXT100 プロジェクト　PRテント

NEXT100 プロジェクトとは、ソフィアン同士がもっと“つながり”、“一緒に楽しみ”、“助け合って”いこうという取組みです。
メンストのテントでプロジェクトのメンバーが活動紹介をしたり、ご来場の皆さんと楽しく話しあったりしたいと思います。
ぜひ、お気軽にお茶を飲みに来てください。

メンストテント
10:00〜15:00

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！〜

未来のいつかのために、赤ちゃんを抱っこしてみませんか？
妊娠・出産について知りたい人、結婚すると仕事ってどうなるの？など赤ちゃん先生で、
あなたのライフプランが変わるかもしれません！ぜひご参加ください。

◆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　金谷 春美 (2003年外葡卒）

◆協　　　　力： NPO 法人ママの働き方応援隊　https://www.mamahata.net/

NEXT100 健康・福祉 WG

人生 100 年時代パート 2。健康ナビゲーションで自分の健康をチェックしましょう！
看護福祉の専門職のソフィアンが今年もあなたの健康相談いたします。
健康に自信のある方もない方も、またご家族の健康福祉関連のご相談をしたい方も大歓迎です。
どうぞお気軽にお越しください。

「理系ソフィアンのつどい」のご案内 共催：理工学部同窓会・理工学振興会、協賛：研究推進センター

本年度も「理系ソフィアンのつどい」を行います。同窓生・教職員・現役学生が懇親、情報交流を深められるように色々と企画しております。
理工学部卒業生はもとより、他学部卒業生もどうぞお気軽にお立ち寄りください。
世界の未来が垣間見えるかも！

1号館103教室
11：00〜15:30

2号館413教室
11：00〜12：00

（受付開始：10：50）

【持ち物】
筆記用具

研究ポスター発表

大学から 9 分野、同窓会から
4 テーマを発表

講 演 会

• 「脳・こころと智」を融合す
る脳科学研究の動向

• 重力波－ブラックホールと
中性子星が奏でる協奏曲－

クラス会・研究会

キッズコーナー

リニアモーターカーの実演

懇 親 会

理系ソフィアンのつどいに参
加された方はどなたでも参加
できます。（無料）

11号館311教室
12:00〜15:00

11号館305教室
13:30〜15:20

11号館311教室
15:30〜16:30

6号館305教室
10:00〜15:00

11号館320,321,325教室
10:00〜17:00

※ 上記の詳細は理工学部同窓会ホームページ　http://www.sophiakai.jp/blog/rikougakubu-alumni/
 またはソフィアリエゾンオフィスのサイト　http://www.st.sophia.ac.jp/slo/　をご覧ください。
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世界各地でソフィア会活動が活発になり、多数の投稿がソフィア会に寄せられるのはうれしいことです。複数の投稿をお寄せくだ
さる団体もありますが、紙面の制約によりナウでの紹介は代表的な写真・記事を一回のみとし、記事も短縮させていただいています。
投稿記事はソフィア会 WEB サイトにすべて掲載されていますので閲覧ください。今号は 3 月末までの掲載記事を対象にしました。

ミュンヘンソフィア会

開催日：2017.07.08

設立 25 周年を迎えた今回は、
新たにミュンヘンにこられた 3
名を含めて 17 名のソフィアン
が集いました。

ソフィアンの広場

ワシントンDCソフィア会

開催日：2017.11.21

DC ソフィア会のハッピーアワー
をデュポンサークル駅近くのト
ルコ料理店で開催しました。

フランクフルト･ソフィア会

開催日：2017.11.24

新メンバー 7 名を含め 16 名で
盛り上がりました。市ヶ谷留学
生だったドイツ人 OB2 名や現役
の学生 2 名も交えて話に花が咲
きました。

台湾ソフィア会

開催日：2017.11.24

秋の親睦夕食会を台北市内にて
開催。ご家族を含め 17 名が集
まりました。ロシア料理を堪能
しつつ台湾人会員から台北の変
遷を伺いました。

ベトナムソフィア会ハノイ地区ソフィア会

開催日：2017.12.23

12月17日にはベトナム日本商工会主
催の第一回日 in 越 Ekiden2017に出
場し、参加50チーム中一般の部11位。
続いて 12月23日にはハノイ地区在住
ソフィアンの忘年会を開催しました。

マレーシアソフィア会

開催日：2018.01.20

クアラルンプールで新年会を開
催。会員 45 名のうち 22 名が集
いました。26 歳の最年少者から
83 歳の最年長者までが一堂に会
しました。

サンパウロソフィア会

開催日：2018.01.26

サンパウロ市 JARDINS 地区のイ
タリアンで総会・懇親会を開催。
赴任早々の駐在員、留学中の現
役学生も含めて 15 名が集い交
流を深めました。

香港ソフィア会

開催日：2017.09.17

日本人倶楽部レストランで懇親
会を開催しました。今回は香港
大学に交換留学中のソフィアン
の参加もあり 11 名が集いまし
た。

シンガポールソフィア会

開催日：2017.11.22

早めの年末パーティを開催し、
40 名ほどが集いました。今回は
新卒者や現役学生、バンコクや
香港からの長期出張者も参加し
てくれました。

サンチャゴ･ソフィア会

開催日：2017.11.24

少し早めの忘年会を素敵なスペ
イン料理屋で開催。盛り上がり
過ぎて閉会が深夜になりました。

アイルランドソフィア会

開催日：2017.11.25

ダブリンの中心街で今年最後の
懇親会を開催。出席者 8 名のう
ち 2 名は初参加者で新しい仲間
の歓迎会も兼ねたちょっと早目
のクリスマス会となりました。

ニューヨークソフィア会

開催日：2018.01.17

当地を訪問中の曄道学長一行をお迎え
して新年会兼意見交換会を開催。NY 側
からはソフィア会員と留学生計 25人が
集結しました。学長との意見交換タイ
ムでは白熱した議論が行われました。

ベルギーソフィア会

開催日：2018.01.26

恒例の新年会を開催。当会会員は
企業駐在員が多く交替が激しいた
め、現地組はちょっぴり寂しい思
いをしますので、今年は隠れソ
フィアンの発掘に努めます。

フランス・ソフィア会

開催日：2018.02.02

今年初めての定例会を開催し、30
名が凱旋門近くの会場に集いまし
た。最長老と一番若い会員の年齢
差が59歳という、世代を超えたソ
フィアンの絆を実感しました。

海外ソフィア会  44か国65都市に！
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LAソフィア会

開催日：2018.02.04

トーランスにあるミヤコハイブ
リッドホテルで新年会を開催。
初参加5名を加えた27名が集い
ました。多忙な駐在員や弁護士
の卒業生が会員の多さに驚いて
いました。

バルセロナ･ソフィア会

開催日：2018.02.16

本年第一回目の懇親会を開催し、
夜遅くまで楽しいひと時を過ご
しました。

マドリッドソフィア会

開催日：2018.02.20

着任早々の3名の新会員を加え
て80歳 から22歳 ま での10名の
老若男女が集合して新年会を開
催。カマボコ寮、学生運動、ピ
タウ元学長等の話題に現役学生
はキョトンとしていました。

UAEソフィア

開催日：2018.03.08

過去の経験から今回は会の初め
に記念撮影、ソフィア会から頂
いたワインと日本企業の食堂か
ら取り寄せた日本食で日付が変
わるまで盛り上がりました。

モスクワソフィア会

開催日：2018.03.26

毎年 3 月と 9 月に開催している
定例会ですが今回は当会在籍 40
名のうち 14 名が参加して、ロ
シアに関する各種情報交換、意
見交換を行い親交を深めました。

福島ソフィア会

開催日：2017.09.30

東日本大震災をきっかけに県内3
地域のソフィア会が合同で「福島
ソフィア会」を開催しています。
第5回目の今年は猪苗代湖を望む
ホテルに18名が集いました。

ソフィアンの広場 国内ソフィア会
46都道府県81団体

鹿児島ソフィア会

開催日：2017.10.28

台風 22 号の影響下、1966 年
卒者から 2010 年卒者までの幅
広い年代のソフィアン 24 名が
集いました。

岩手ソフィア会

開催日：2017.10.29

盛岡市内にて総会・懇親会を開催。
来賓の宍戸広報委員長のほか八戸
ソフィア会の堀会長と秋田ソフィ
ア会の那波代表もご出席くださり
北東北3県のソフィアンのつなが
りが新たに生まれました。

八王子ソフィア会

開催日：2017.11.04

第 17 回目の懇親会をマロウド
イン八王子にて開催。1945 年
史学科卒の香川節大先輩以下 27
名のソフィアンが集いました。

麻布ソフィア会

開催日：2017.11.10

第 30 回麻布ソフィア会を開催。
戸川会長、早下前学長にもご参
加いただき、リラックスしたテー
マのない会話の会を楽しみまし
た。

佐賀ソフィア会

開催日：2017.11.11

ホテルマリターレ創世佐賀にて
佐賀ソフィア会を開催しました。
来年は九州ソフィア会を当地で
開催予定ですので楽しく会を盛
り上げていきたいと思います。

アルプスソフィア会

開催日：2017.11.12

松本諏訪上伊那地域のソフィアンで
構成されるアルプスソフィア会の総
会・懇親会を松本市郊外浅間温泉で
開催しました。髙祖理事長をお招き
し、千曲川ソフィア会、山梨ソフィ
ア会からも参加いただきました。

足利・佐野･栃木ソフィア会

開催日：2017.11.12

第 5 回足利・佐野・栃木ソフィ
ア会の総会と懇親会を開催。栃
木市で始めての開催となりまし
たが 23 名の参加者を得て和気
藹々の会となりました。

九州ソフィア会北九州大会

開催日：2017.11.18

北九州スタジアムにて、第29回
九州ソフィア会北九州大会を開
催。高祖理事長、石川ソフィア
会副会長にもご臨席いただき、
九州各県から未来のソフィアン
を含む約60名が参加しました。

海外ソフィア会
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各種ソフィア会
142団体

ワンダーフォーゲル部OB会

開催日：2017.09.30 ～ 10.1

創部60周年の本年のOB会山行で
は総勢59名が甲州市の古刹大善
寺、通称「ぶどう寺」に参集。翌日は
有志で甲州高尾山を軽登山！眼下
に広がる甲府盆地と雄大な南アル
プス山塊の眺望を楽しみました。

アビオンソフィア会

開催日：2017.10.24

ソフィアンズクラブにて第28回通
常総会を開催。髙祖理事長、曄道
学長、戸川ソフィア会会長、山崎
主事を来賓にお迎えし、約40名の
会員が楽しく賑やかに集いました。

埼玉西部ソフィア会

開催日：2017.11.19

所沢西武百貨店のバンケット
ルームにて総会と懇親会を開催。
約30名の会となりました。総会
後は棚橋亨(68理物)氏に地域と
深い関わりを持つ羽村・山口軽便
鉄道のお話を伺いました。

愛媛ソフィア会

開催日：2017.11.26

恒例の忘年会を開催。来年は愛
媛ソフィア会がコ・ホストを務め
る第10回地域ソフィア会が香川
で開催されますので香川ソフィ
ア会の本木会長にもお越しいた
だきました。

北多摩ソフィア会

開催日：2017.11.26

花小金井で第11回総会と懇親会
を開催。昭和32年卒業の大先輩
から平成29年に卒業したばかり
の若者まで幅広い世代のソフィ
アンが集まり盛り上がりました。

高知ソフィア会

開催日：2017.12.14

高知放送会長を退任された山本
邦義さん（67文新）の退任の慰労
会もかねて総会兼忘年会をオリ
エンタルホテル高知で開催しま
した。

宮城ソフィア会

開催日：2017.12.16

クリスマス会を開催。初参加者
も含め、1970 年代ご卒業の先
輩から 2007 年卒まで 23 名の
ソフィアンが集いました。

広島西部ソフィア会

開催日：2017.12.23

恒例のクリスマス会を開催。参
加者も昭和卒より平成卒が多く
なりました。隣で夕食中の岡山
就実高校サッカー部の引率の先
生もソフィアンで、会場にお来
しいただきました。

熊本ソフィア会

開催日：2018.01.20

ソフィアンがオーナーの老舗中華
レストランで、初参加2名を迎え、
21名で新年会を開催。差し入れ
の年代物の紹興酒をいただきなが
ら、制限時間ナシの参加者全員の
近況報告で盛り上がりました。

石川ソフィア会

開催日：2018.01.21

金沢で新年会を開催。冒頭この1
月に亡くなられた井上豊夫前会
長に黙祷を捧げました。33名の
参加者のうち4名が20代で新年
の門出にふさわしい華やいだ会
になりました。

福岡ソフィア会

開催日：2018.01.27

1966 ～ 2016 年卒の約 50 名
で新年会を実施。最近は「福岡
ソフィア会 東京支部」も発足し
て世代交流を楽しんでいます。

鎌倉ソフィア会

開催日：2018.02.03

由比ガ浜のギャラリー・カフェ
にて新年会を開催。冒頭に物故
された磯身辰典先生と2名の会員
に黙祷を捧げました。2名の初参
加者があり、20名が集いました。

大磯ソフィア会

開催日：2018.02.10

自由参加の鴫立庵落語寄席、旧
吉田茂邸見学のあと国府のイタ
リアンで新年会を開催。総会後
の懇親会は顧問の石川先生（名誉
教授大磯町在住）のご発声による
乾杯でスタートしました。

文京ソフィア会

開催日：2018.02.10

茗荷谷駅前のイタリアンで懇親会
を開催。1年ぶりの集まりとなり
ましたが、32名の皆さまの参加を
得て、寒さを吹き飛ばす熱気で、時
を忘れての歓談となりました。

国内ソフィア会



SOPHIANS NOW18

各種ソフィア会ソフィアンの広場

体育会男子バレーボール部OB会

開催日：2017.11.03

体育会バレーボール部としては
初めての男女合同のOBOG総会
を開催。当日は体育館でOBOG
戦を行った後に四谷主婦会館で
OBOG総会。参加者合計69名の
盛大な総会となりました。

放送研究会SBC OB会

開催日：2017.11.03

会員大会、現役交流会を四ツ谷主
婦会館で開催。ソフィア祭もあり
現役部員も参加しました。現在の
放送研究会は 100名を超す大所
帯で、大学内外で活発な活動をし
ていることに驚かされました。

井上英治先生ゼミOB･OG会

開催日：2017.11.12

有志で井上先生のお墓参りを行
いました。今年で 13 回目とな
ります。その後いつもの居酒屋
にてお互いの近状を報告しつつ、
楽しいひと時を過ごしました。

ポルトガル語学科同窓会

開催日：2017.11.12

ソフィアンズクラブで約50名の参
加を得て好評の「卒業生によるカ
ジュアル講演 & 忘年会」を開催しま
した。ミニ講演後は、北欧の食材
＆ポルトガルワインの試食試飲＆
ミニ忘年会。楽しい2時間半でした。

ものづくりソフィア会

開催日：2017.11.19

四谷キャンパス内にて26名の参
加を得て「第８回ものづくりソ
フィア会」を開催。卒業生2人に
基調講演をしていただき、質疑
応答も含めて大変盛り上がった
講演会となりました。

フランス語学科同窓会

開催日：2017.11.27

故ポール ･ リーチ先生の追悼会
を開催しました。会場の収容人
数などを勘案してご案内は学科
の 1 期生－7 期生に限らせてい
ただきました。

SNSソフィア会

開催日：2017.12.01

折々集まって旧交を温めていま
す。今回はソフィアンズクラブ
に 24 名集いました。

碁鷲会

開催日：2017.12.02

恒 例 の 年 末 囲 碁 大会（第18回
オールソフィアンズ囲碁大会）を
麹町・ダイヤモンド囲碁サロンに
て開催。遠く八戸や名古屋から
の会員の参加もあり、総勢31名
が一日熱戦を繰り広げました。

メディア&エンタテインメント ソフィア会

開催日：2017.12.07

本年5月にソフィア会登録団体と
なった当会初めての会員大会を
ソフィアンズクラブで開催。若
手の参加も多く45名が集合しま
した。

酒讃会

開催日：2017.12.11

今年も「鳥常」で句会を開催。
句題「排除」に 14 名（うち女
性 2 名）が挑戦しました。

体育会サッカー部OB会

開催日：2018.01.06

サッカー部 OB 会と現役共催の
初蹴りを東戸塚フットボール
パークで開催。総勢 71 名が集
合して初蹴りを楽しみました。

NECソフィア会

開催日：2018.01.31

1月末にてめでたく定年退職を迎
える会員の慰労会、新会員の歓
迎会を兼ねて2017年度2回目の
懇親会を府中で開催しました。

団体名 開催日 HP掲載月日

1965 年卒ドイツ文学科クラス会 2017.11.09 2017.12.04

法学部越智ゼミ OBOG 2017.12.02-04 2017.12.13

師走会 71-35(1975 法法 ) クラス会 2017.12.09 2017.12.19

湘南ソフィアンズの会 2018.02.17 2018.02.23

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 Web サイトへの掲載月日も記しま

したので、Web で該当記事を閲覧ください。



多くの学院・大学、ソフィア会関係者が参加
「藤崎一郎先生への感謝の会」

経営者に聴く　どうなるクルマの未来～空想社会が現実に！

E v e n t  &  R e p o r t

ソフィア会有志は 2 月 1 日（木）18 時

30 分から、ホテルニューオータニガーデン

タワー 3 階のゴールデンスパ内レストラン

において「藤崎一郎先生への感謝の会」を開

催しました。

藤崎先生が昨年 12 月に上智大学特別招聘

教授を退任されたことから有志が呼びかけて

行われたもので、当日は、上智学院・上智大

学から髙祖敏明理事長、曄道佳明学長、佐久

間勤総務担当理事、早下隆士前上智大学長な

ど、またソフィア会からは戸川宏一会長をは

じめ、本多義人元会長、和泉法夫元会長、上

原治也前会長の歴代会長など主だった方々が

出席。加えて、多くの学生も参加するなど、

先生のお人柄を示すように華やかな会になり

ました。

ご存知のように、藤崎先生は外務省北米局

局長、同審議官、駐米全権大使、日米協会会

長などを務められ、2013 年に上智大学特別

招聘教授に就任、国際戦略顧問および国際関

係研究所代表としてご活躍されました。

当日、ソフィアンである奥様とご一緒に

参加された藤崎先生は「上智大学在任中の 5

年間には、2013 年の日米交流史の象徴でも

あるポトマックの桜の 100 周年、2013 年

の上智大学創立 100 周年、そして 2017 年

の日米協会 100 周年と記念すべきイベント

が続いた、私にとっても忘れられない 5 年

間となりました」と挨拶。

これに対し、戸川ソフィア会会長は「先生

の研究室にお邪魔すると、アメリカの歴代大

統領とのツーショット写真が並んでいて、先

生の偉大さを改めて感じました」など、エピ

ソードを交えながら先生の人柄を紹介。その

後も、髙祖理事長、曄道学長など学院、大学

の主要な方々、さらには教え子の学生からも

次々と感謝の言葉が寄せられました。

会は定刻の 20 時 30 分ギリギリまでにぎ

やかに続き、最後は恒例の校歌斉唱、エール

でお開きとなりました。なお、藤崎先生は今

後も上智大学の客員教授として、大学発展の

ためにご尽力いただきます。

2018 年 3 月 19 日、上智大学と上智大

学ソフィア会が主催する講演会「経営者

に聴く　どうなるクルマの未来～空想社

会が現実に！」が、上智大学四谷キャン

パス 2 号館 17 階 1702 会議室で 18 時か

ら開かれました。

講演者は、本田

技研工業の元会長

で、現在ソフィア

会副会長を務める

池史彦さんです。

当初予定してい

た 1 月の開催予定

が大雪のため延期となり、3 月の開催と

なりましたが、約 150 人が参加しました。

会場は、ソフィア会の講演会には珍しく、

9 割ほどが背広姿で埋まりました。仕事

の参考にされたい方や、クルマの未来や

これからの社会に興味のある人、また学

生も熱心に聴いていました。

講演は、池さんが新聞の求人広告で

ホンダに 30 歳で転職したことから始ま

り、自動車工業会の会長に就任するまで

の軌跡をたどったあと、自動車の歴史に。

1830 年代にすでに電気自動車が作られて

いたこと。さらに日本の自動車の歴史を

たどれば懐かしい車の写真が映し出され、

青春時代を思い出した人も多かったよう

です。

続いて、テーマはクルマ

の未来の話に移ります。環

境面から、電動化、シェア

リング、自動運転、コネク

テッドの４つを柱に、モ

ビリティの可能性を探りま

す。現在の実証事件の動向、

さまざまな課題、未来社会

をイメージできる映像を交

えての希望があふれる話し

でした。

10 年後には、どんな社会がやってくる

のか。そのころは 75 才を過ぎても免許証

を返上しなくてもよくなり、年をとって

も自由に、どこにでも気軽に行けるよう

になるかもしれない。車の概念も今とは

全く変わるかもしれません。

未来社会の新たな一ページを垣間見た、

貴重な講演会となりました。

講演会
レポート
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2018 年 4 月 11 日（水）ソフィアンズク

ラブで、上智大学の曄道佳明学長はソフィア

会に向け「上智大学の現状と展望」と題した

講演を行いました。

テーマは、「Sophia 20-20-20」～4 つの

個性の深化のための 20 の項目～。これは、

上智学院の中長期的な将来構想「上智学院グ

ランド・レイアウト 2.0」（教育精神を具現化

し、「世界に並び立つ大学」を実現するための

指針）に対し、上智大学がさらに個性化を進

め、発展を遂げるための短期的な指針です。

その背景にあるのは、現在在籍している学

生が社会の中核となる 20 年後、それはどん

な社会になっているのか、という問いかけ。

その社会に学生を送る大学として「20」年

後の社会を見据え、上智大学が 20「20」年

までに達成すべき「20」の項目を設定した

ものが「Sophia 20-20-20」といえます。

ここで、曄道学長は上智の個性化を進める

ためのキーワードとして「ソフィアミッショ

ン」、「グローバルキャンパス」、「次世代社会」、

「ワンキャンパス」の 4 つを上げました。

ソフィアミッションは、イエズス会の大学

としての建学の理念に基づくミッション。グ

ローバルキャンパスは強固な海外ネットワー

クにより展開される世界フィールドと、多様

性・国際的な機能を持つ教育・研究でグロー

バル化される四谷キャンパスの２つ。そして、

次世代社会への対応を意識した教育や人材育

成の展開・研究成果の発信。ワンキャンパス

は、全学部・研究科が 1 つのキャンパスに

集約されることによりもたらされる多様性。

続いて学長は、この 4 つのキーワードに

基づき達成すべき「20」の項目＝ 5 つの柱

× 4 項目を示しました。5 つの柱の 1 つ目

は入学者の質・多様性確保。今話題の入試改

革も見据え、上智への志望度の高い学生確保

や社会人教育の拡充などです。次に次世代教

育。人間教育の徹底、次世代社会に向けた教

育体系構築や専門教育の深化と横断的取り組

みなど。3 つ目が学生支援。学生の相互交流

や多様性に配慮したキャリア支援、奨学金充

実などがこれにあたります。教育機関として

研究力の強化も重要な項目の 1 つとなりま

す。最後のグローバル化については、海外の

拠点の充実・海外プログラムの充実・グロー

バルネットワークなどを示しました。

最後に学長は「中でも学生支援とグローバ

ル化についてのソフィア会の援助を期待した

い。世界に飛び出し学びたい上智の学生、ま

た世界中の優秀な学生が上智で学ぶ上で重要

なのが奨学金の充実。また、海外の拠点の

運営やグローバルネットワーク拡充において

も卒業生の担う役割は大きく、これからもソ

フィア会には大きな支援をお願いしたい」と

卒業生に訴えました。

今年第 23 回目を迎え

る「ソフィアンズカッ

プゴルフ大会」は 9 月

6 日（木）に開催します。

コースは昨年と同じ箱

根・仙石原の箱根カン

トリー倶楽部。

昨年は豪雨で途中中止を余儀なくされ、順位もハーフ

での暫定順位となったため、同じコースで再度開催する

ことになったものです。

昨年参加された方はぜひともリベンジを。もちろん、新

たな参加者も歓迎です。エントリーシートに各自でご記入

の上、ソフィア会事務局まで FAX かソフィア会 Web サ

イト (http://www.sophiakai.gr.jp) からお申込み下さい。

曄道学長のソフィア会へのメッセージ
20年後の上智大学を見据えて－「Sophia 20-20-20」

宍戸周夫（1971法法）、鈴木真理子（1982文仏）、風間烈（1965外仏）、宮崎輝雄（1972法法）、

山田洋子（1977外独）、池田晶子（1980文哲）、松本明子(1983文史)、金谷晴美（2003外葡）、船津桂（2006法国）
ソフィア会
広報委員会

訃報（2017年秋～2018年春）	 ※敬称略

11 月	24 日逝去
パウス，
ロバート

元専任講師（経済学部経済学科）

12 月	 1 日逝去 松尾 浩也 元特別契約教授
（法学部法律学科）

12 月	26 日逝去 磯見 辰典 名誉教授（元文学部教授）

	 2 月	23 日逝去 木越 治 元文学部国文学科教授

	 3 月	 8 日逝去 廣川 秀夫 名誉教授（元理工学部教授）

	 4 月	 3 日逝去 余語 毅男 元特別契約教授（社会福祉学科）

	4 月	10 日逝去
ディバイン，
リチャード

元専任教員（比較文化学部）

第23回ソフィアンズカップ
ゴルフ大会－9月6日開催

ソフィア会は4月の新入学生や在校生、そして3月に

卒業した新ソフィア会員にむけ、ソフィア活動をアピー

ルするチラシ、パンフレットを相次いで発行しました。

卒業生に配布した「ソフィアンズナウ号外」は毎年制

作しているもので、新たに正会員としてソフィア会に入

会する人にソフィア会の活動内容を紹介するもの。それ

に対し、今回新たに新入生および在校生に対しても、英

文併記のチラシ、パンフレットを制作、全員に配布しま

した。学生時代からソフィア会の意義や活動内容を理解してもらい、ひいて

は終身会費納入方法の変更に対応するという狙いもあります。

新入生・在校生にソフィア会をアピール
学生向けハンドブックなどを発行

オープン以来丸 1 年となった新

ソフィアンズクラブ（事務局）は

おおむね好評をいただいており、

サロンや会議室の利用も盛んです。

特に会議室利用希望の方が多く「思

うように使えない」といったご意

見もあろうかと思いますので、な

るべく早い申込みをお勧めします。

ソフィア会では今後もさらにみな

さまのご満足を得るべく、遠隔地

の方の積極的な利用や使いやすい

クラブを目指し、新たに「ソフィ

アンズクラブ運営小委員会」を発

足させ、きめ細かい運営を検討し

ています。ぜひ、みなさまの「声」

をお寄せください。

ですが、この 1 年でいわゆる「飲

酒によるトラブル」も数回ありま

した。メインストリートの真ん中

に位置し、同じ建物には教室・研

究室もありますので、なにとぞ深

酒にならぬようお気をつけくださ

い。

スタッフ一同、皆様のうれしそう

な笑顔を得るべく努力いたします。

事務局便り

 & 


