中 京 女 子 大 学

同窓会

第16回 同窓会総会報告
第16回同窓会総会は、平成17年10月23日（日）午前11
時より大学アジア棟11講義室において開催されました。
西岡副会長の司会進行のもと、石川会長の挨拶に続き、
上梨副会長を議長に選び、平成16・17年度事業報告と決
算報告、平成18・19年度役員選出および平成18・19年度
事業計画・予算について原案通り承認されました。
総会では、同窓会から80歳以上の出席者に花束を贈呈
し、最後に校歌を斉唱して和やかな雰囲気のもと終了し
ました。
その後、SSCにて記念写真撮影をし、キャンパスレス
トランに場所を移して教職員の方々を交え、生演奏を聞
きながら懇親会が行われました。
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同窓会の発展を期待して

−中女の学風−
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同窓会の皆様にはご清祥にて多面的にご活躍のこととお慶び申し上げ
ます。平素は本会にご理解とご協力を頂き役員一同深く感謝いたしてお
ります。
平成16年度にはアテネ五輪女子レスリング出場に伴う寄付金、更には
母校創立100周年記念事業のための募金と重なるご厚情を受け賜り誠に
有難う御座いました。レスリングでは見事３選手のメダル獲得の偉業を
果たしたことは、皆様ご承知の事と思います。又創立100周年記念事業
に到っては、同窓会として別紙に記載した通り贈呈いたしました。
私事ですが昨年11月23日ナゴヤドームに於いて約５千人参加の創立100
周年記念式典に１万５千人余名の同窓生を代表して「開会宣言」をした
事はまさに「千載一遇」
（長い年月に一度しかめぐり逢えない好機）の思
いでしたのと同時に、同窓会の重みと誇りと喜びを痛感致しました。こ
の事を皆様にお伝え致します。
さて本学園同窓会は昭和43年２月になでしこ会（高校の同窓会名）か
ら分離し発足して以来30年を迎えました。事務局本部としては牛歩では
ありますが役員一同常に一致団結し、平穏にしてその目標に向かって着
実に任を果たしてまいりました。
母校も創立２世紀の扉が開かれ未来的展望に向かい力強く歩き始めて
います。我々同窓会も更なる活動をするためには全国に支部を設立する
ことが必要であるため、積極的に検討を進めています。そのために会員
の皆様のご意見等を事務局までお知らせ頂ければ幸いです。終わりに皆
様のご自愛とご活躍をお祈り申し上げます。
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谷岡 郁子

同窓会の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜
び申し上げます。
二世紀目を歩み出した中女。今年５月に名古屋で初めてとな
る、女子レスリングの国際大会が開催され、本学学生をはじめ延
べにして約800名ものボランティアが大会運営に関わりました。大
会終了後、国際レスリング連盟会長の一言「Perfect」が全てを語
るように大会運営は大成功であり、特に各国の選手・役員およ
び来場者の方々からは、本学学生の「素晴らしい笑顔」
と
「親切」
で「一生懸命な対応」に対して高い評価をいただきました。まさ
にこれこそ中女の「学風」です。また、参加した学生達からは普
段出来ない体験の中で、様々な気付きを得たとの感想が多く寄
せられました。
「知っていることは自信にならない。出来たことが
自信になる。
」今後も学生達のチャレンジ精神を養うべく、
「学生
本位」の大学として多くの体験（学び）の場を設けていきたいと
考えております。
今後とも本学の教育活動に対し、ご支援賜りますようよろしく
お願い申し上げます。

総会報告
平成16・17年度

中京女子大学同窓会決算報告

平成18・19年度 中京女子大学同窓会予算

（平成15年10月1日〜平成17年9月30日）

■収入の部

科 目
予算額（円） 決算額（円） 前期予算額（円）
備 考
会費・入会金 10,800,000 10,056,000 △744,000 平成15年度卒405名
平成16年度卒433名
利息
雑収入
前期繰越金
合 計

40,000
7,803
300,000 3,054,502
9,173,658 9,173,658
20,313,658 22,591,963

科 目
前期繰越金

予算額（円）前期決算額（円）前期予算額（円）

備

考

利息

7,000
7,803
40,000 定期預金、普通預金利息
300,000 3,354,502
300,000 第16回総会会議費等
21,011,429 22,591,963 20,313,658

9,904,429 9,173,658 9,173,658
会費･入会金 10,800,000 10,056,000 10,800,000 平成17年度卒450名

△32,197 定期預金、普通預金利息
3,354,502 第15回総会会議費等
0
2,278,305

平成18年度卒450名
雑収入
合

計

■支出の部

■支出の部
科 目
記念品費

（平成17年10月1日〜平成19年9月30日）

■収入の部

科 目
記念品費

予算額（円） 決算額（円） 差異（円）

備 考
765,094 平成15・16年度卒業記念品

2,500,000 1,734,906
印刷費
1,600,000 1,525,746
74,254 同窓会ニュース、総会開催案内
通信費
2,500,000 2,128,458
371,542 ニュース発送料、役員会総会開催案内等
会議費
300,000
251,496
48,504 役員会活動費等
諸経費
500,000
△67,706 ①〜④合計金額567,706
総会会場花、写真代等
①雑費
195,356
②接待費
0
第15回総会親睦会会費等
③懇親会費
361,850
銀行振込手数料等
④手数料
10,500
慶弔費
200,000
160,000
40,000 式典関係祝い花
事務用品費
20,000
18,372
1,628 コピー用紙等
アルバイ
ト代
100,000
122,850 △22,850 同窓会ニュース発行時、総会時等
交通費
300,000
298,000
2,000 役員会出席者、入学式等式典出席者交通費等
学生活動助成金
500,000
800,000 △300,000 アテネオリンピック出場助成
各支部助成金
500,000
0
500,000 関東、九州、四国、関西、沖縄各支部
積立金
5,000,000 5,000,000
0 平成16年度250万円、平成17年度250万円
予備費
200,000
80,000
120,000 会員助成（オリンピック出場助成、同窓会会長賞）
次期繰越金
6,093,658
20,313,658 12,687,534

1,600,000 1,525,746
2,500,000 2,128,458

印刷費
通信費

1,600,000 同窓会ニュース、総会開催案内
2,500,000 ニュース発送料
（＠90円×13,000名）
役員会総会開催案内等

アルバイ
ト代

300,000
500,000
200,000
20,000
130,000

251,496
567,706
160,000
18,372
122,850

300,000
500,000
200,000
20,000
100,000

交通費

300,000

298,000

300,000 役員会出席者、入学式等

学生活動
助成金

500,000

800,000

500,000 大学祭助成

各支部助成金

500,000

会議費
諸経費
慶弔費
事務用品費

役員会活動費
第16回総会懇親会費、写真代等
慶弔費
事務用品代
同窓会ニュース発行時
総会時等
式典出席者交通費等
世界大会出場クラブ
同好会激励金

0

500,000 関東、九州、四国
関西、沖縄各支部

5,000,000 5,000,000

積立金

5,000,000 平成18年度250万円
平成19年度250万円

予備費

平成16・17年度事業報告
1.事業に関する内容
（1）卒業記念品
ペーパーウェイト・手さげ袋を贈呈
（2）学科別学年幹事を各学科より２名選出
（3）支部活動の充実および助成
申請がありませんでした。
（4）大学祭への助成および参加
平成15年10月25日、26日手相教室
を開催
（5）世界レベル競技大会に出場する
学生への助成
アテネオリンピック出場に対する
特別助成金
①学生激励金（１名10万円）３名
分30万円
②レスリング部50万円
（6）同窓会ニュースの発行（No. 21）
2004年６月30日付にて12,200部発送
（7）学園創立100周年記念事業
学園創立100周年記念事業として
次のとおり寄贈
①大学正門整備事業及び第２グラ
ウンド整備事業1,500万円

予算額（円） 決算額（円） 前期予算額（円）
備 考
2,000,000 1,734,906 2,500,000 平成17・18年度卒業記念品
（＠2,000円×900名等）

次期繰越金
合

②記念絵画制作費
画家斉藤吾郎作「百年の肩車」300万円
③トレーニングマシン一式400万円
（8）会員の住所不明者の調査
ニュース発行時に返信はがきを同
封し調査、転居先不明は2,000名
でした。
（9）会員に対する支援
①同窓会長賞授与
（平成15年度卒業証書授与式時に表彰）
岩間怜那（H13年度健康スポーツ
科学科卒）
卒業後もレスリングを継続し全日
本選手権５連覇を樹立、後輩指導
にも尽力
②激励金贈呈
唐見美世子（H８年度体育学科卒）
アテネオリンピック自転車競技
（個人ロードレース）に出場

計

200,000
80,000
200,000
7,261,429
0 6,093,658
21,011,429 12,687,534 20,313,658

平成18・19年度事業計画
1.事業に関する内容
（1）卒業記念品贈呈（ペーパーウェイト）
（2）学科別学年幹事の選出（各学科より２名）
（3）支部活動の充実および助成
（関東、関西、四国、九州、沖縄）
（4）大学祭への助成および参加
（5）世界レベル競技会に出場する学生への助成
（団体10万円、個人５万円の助成を行う）
（6）同窓会ニュースの発行（No.22）
（7）会員に対する支援
（8）会員の住所不明者の調査

2．
運営に関する内容
（1）会議、通信、慶弔および事務等

2.運営に関する内容
（1）会議、通信、慶弔および事務

平成18･19年度役員会組織
役職名
会 長
副会長

書

記

氏 名
石川 八重
片桐 勝子
塚本 陽子
杉浦 弘子
坂本 涼子
安井かよ子
南
亜紀

卒業年度 役職名
書 記
S28
会 計
S40
S52
S52
会計監査
H10
S54
H6

氏 名
田中
望
山田
雅
近藤 五美
吉田 早苗
須渕美代子
二村 泰子

顧問：杉本芙美子、福江昭子、溝口百合子、上梨敦子、西岡茂子

w

卒業年度
H15
S45
S54
S52
S34
S40

新メンバーとして
平成6年度家政学部食品・栄養学科卒業

南

亜紀

本年度より同窓会役員に新しく
加わりました健康科学部栄養科学
科助手の南です。今までは同窓会からの便りを待つ
側でしたので、今回の任務にやや不安を感じており
ます。が、会員の皆様と共に、同窓会を盛り上げて
いきたいと思います。よろしくお願い致します。

後輩の活躍

2004年度課外活動内容・成績
【空手部】
◆東海学生空手道大会

ベスト16

【弓道部】
◆愛知県下学生弓道選手権大会
団体 準優勝
個人 優勝・村瀬麻里子
【競技スキー部】
◆中部日本学生スキー選手権大会
女子 総合優勝
【剣道部】
◆全日本女子学生剣道選手権大会
個人 ベスト8・鈴木 佐知
◆全日本女子学生剣道優勝大会 出場
【硬式テニス部】
◆東海学生リーグ

2部

第2位

【サッカー部】
◆全日本大学女子サッカー選手権大会 出場
◆刈谷カップ 優勝
◆つくばサッカーフェスティバル
決勝トーナメント 出場
【柔道部】
◆東海学生柔道選手権大会
◆愛知県学生女子優勝大会

ベスト16
ベスト8

【水泳部】
◆中部学生選手権水泳競技大会
団体 入賞
【創作ダンス部】
◆全日本高校・大学ダンスフェスティバル
審査員賞
◆ARTISTIC MOVEMENT IN TOYAMA 2004
富山県知事賞
【ソフトテニス部】
◆秋季東海学生大学対抗リーグ戦
第5位
◆秋季愛知学生大学対抗リーグ戦
第3位
【ソフトボール部】
◆西日本大学ソフトボール選手権大会 出場
◆春季東海地区大学ソフトボール選手権大会
第6位
◆秋季東海地区大学ソフトボール選手権大会
第6位
【体操競技部】
◆西日本インカレ 団体 第8位
◆東海北陸学生体操競技選手権大会
団体 準優勝
◆愛知県選手権大会
団体 第2位
【なぎなた部】
◆愛知県武道大会
個人 第2位・榊原美代子
【卓球部】
◆インカレ 出場
◆全日本学生選手権

出場

【フェンシング部】
◆関西学生フェンシング選手権大会
◆全日本学生フェンシング選手権大会

2005年度課外活動内容・成績

【軟式野球部】
◆全日本大学女子軟式野球選手権大会
第3位
◆東海地区大学女子軟式野球リーグ戦
優勝・春季リーグ、秋季リーグ
◆東海女子軟式野球大会碧南大会
優勝

【空手部】
◆愛知県空手道錬成大会
個人 ベスト8・太田 清実
【弓道部】
◆愛知県護国神社奉納試合
団体 優勝
個人 第3位・西尾 雅美
◆第56回三十三間堂弓道大的合同大会
成人女子の部 優勝・北山 知佳

【バスケットボール部】
◆東海学生リーグバスケットボール大会
第6位
◆西日本学生バスケットボール大会 出場
【バドミントン部】
◆愛知県短大大会・ダブルス
◆東海リーグ一部 第5位

【競技スキー部】
◆中部日本学生スキー選手権大会
女子 総合準優勝

優勝

【剣道部】
◆全日本女子学生剣道選手権大会
個人 ベスト8・鈴木 佐知
◆全日本女子学生剣道優勝大会 出場

【レスリング部】
◆アジア選手権
48kg級 優 勝・伊調 千春
55kg級 優 勝・吉田沙保里
63kg級 優 勝・伊調
馨
51kg級 準優勝・甲斐 友梨
◆全日本学生選手権大会
5階級制覇
◆アテネオリンピック
48kg級 銀・伊調 千春
55kg級 金・吉田沙保里
63kg級 金・伊調
馨

【硬式テニス部】
◆東海学生リーグ

第2位

【サッカー部】
◆第13回愛知県女子サッカー選手権大会
団体 第2位
◆つくばサッカーフェスティバル
一般リーグ 第6位
【柔道部】
◆東海学生柔道優勝大会
団体 ベスト8
◆東海学生女子柔道体重別選手権大会
個人63kg級 第3位・曽根美奈子

【バレーボール部】
◆東海大学男女秋季バレーボールリーグ戦
準優勝
◆西日本学生バレーボール選手権大会
ベスト8
◆全日本学生バレーボール選手権大会 出場
【ハンドボール部】
◆東海学生ハンドボール大会
優勝・春季、秋季
◆西日本学生ハンドボール大会
◆全日本学生ハンドボール大会
べスト16

2部

【水泳部】
◆中部学生選手権

【HIP HOP DANCE部】
◆日本ど真ん中祭り 参加
◆大府市祭、名古屋祭、定期発表会

【ソフトテニス部】
◆秋季愛知学生ソフトテニス大会
第2位
◆秋季愛知学生大学対抗リーグ戦
個人 準優勝・中島、林

【ラクロス部】
◆第13回東海学生ラクロスリーグ戦
準優勝

【ソフトボール部】
◆北信越大学オープン・ソフトボール大会
優勝
◆秋季東海地区大学ソフトボール選手権大会
2部 優勝

【陸上競技部】
◆東海学生陸上競技対抗選手権大会
学校対抗総合 第2位
200m、400m 優勝・横撫 裕美
100mH、400mH 優勝・當真
彩
400mR 優勝・野津、横撫、内田、吉田
走幅跳 優勝・石井 優子
三段跳 優勝・鈴鹿 陽子
砲丸投 優勝・入江 麗華
◆東海学生陸上競技春季大会
走高跳 優勝・山口 未紗
走幅跳 優勝・石井 優子
◆日本ジュニア陸上競技選手権
走高跳 優勝・山口 未紗
◆西日本学生陸上競技対抗選手権大会
学校対抗総合 第3位

【バスケットボール部】
◆西日本学生バスケットボール大会 出場
◆東海学生リーグバスケットボール大会 出場
【バドミントン部】
◆中部大学バドミントン選手権
団体 第3位
◆東海学生バドミントン選手権大会
ダブルス 第3位
【レスリング部】
◆アジア選手権 63kg級 優勝・伊調 馨
◆ワールドカップ
団体 優勝(日本代表チーム)
【バレーボール部】
◆東海大学男女バレーボール秋季リーグ戦
準優勝、ベストサポート賞
◆西日本学生バレーボール選手権大会
ベスト8
【ハンドボール部】
◆春季東海学生ハンドボール大会
優勝
◆秋季東海学生ハンドボール大会
優勝
◆西日本学生ハンドボール大会
ベスト8
【HIP HOP DANCE部】
◆日本ど真ん中祭り 参加
◆大府市祭、学園祭、定期発表会

出場

【創作ダンス部】
◆全日本高校・大学ダンスフェスティバル
特別賞「表現の中核になる動きの発見」
◆ARTISTIC MOVEMENT IN TOYAMA 2005
特別賞

出場

【軟式野球部】
◆全日本大学女子軟式野球選手権大会
第3位
◆東海地区大学女子軟式野球リーグ戦
優勝

【体操競技部】
◆西日本学生体操選手権大会
団体 第8位
◆東海北陸学生体操競技選手権大会
団体 準優勝
【なぎなた部】
◆愛知県武道大会
個人 第2位・榊原

実香

【卓球部】
◆春季・秋季リーグ戦

2部

【ラクロス部】
◆第14回東海学生ラクロスリーグ戦
優勝
◆LACROSSE FESTA 2005 優勝
【陸上競技部】
◆東海学生陸上競技対抗選手権大会
学校対抗総合 第2位
100m 優勝・渡邉有紀子
200m 優勝・横撫 裕美
100mR 優勝・門奈、渡邉、尾関、横撫
400mR 優勝・門奈、鷹羽、増田、横撫
走 幅 跳 優勝・石井 優子
走 高 跳 優勝・山口 未紗
◆東海学生陸上競技春季大会
100m 優勝・横撫 裕美
砲 丸 投 優勝・入江 麗華
走 幅 跳 優勝・石井 優子
【フェンシング部】
◆関西学生フェンシングリーグ戦
団体 第5位
【硬式野球部】
◆愛知大学野球連盟に加盟
◆豊田大谷高、春日丘高、静大などと
練習試合

第2位

新役員紹介
大学とともに同窓会も発展を

初心にかえって

同窓会に関心を

平成15年度大学院修了

昭和52年度家政学部児童学科卒業

昭和40年度短期大学部家政学科卒業

田中

望

中京女子大学は、今年２世
紀目の扉を開き新たな一歩を
歩み始めました。同窓会も大学とともに発
展していけるよう役員として努めてまいり
たいと思います。同窓生の皆様、是非、同
窓会にお力添え下さい。

吉田 早苗
29年前、溝口百合子先生を
中心に十数名の卒業生と在校
生によって発起人会が開かれ中京女子大学
同窓会が産声を上げました。まるで昨日の
ことのように思い出されます。
初心にかえって、頑張りたいと思います。

e

二村 泰子
近年後輩の皆さんの活躍に
より、母校の名がマスメディ
アに登場することが多くなり、その度に心
が温まり、嬉しく思います。私も微力です
が、同窓会の役員をさせていただき、母校
を盛り立てる一助となれば幸いです。

100周年記念式典に参加して
あの日あの頃
小亀

しか孫も居る年代になり、尽きる事のない話題や旧友達の近況に
聞き入って居る頃には、時も早く卒業から今日にと短縮され、気
が付けばすっかりタメ言葉の会話となっておりました。あの頃共
に学んだ大学での一頁、各々が歩んだ人生の足跡、深く重く感じ
た百年祭のイベントは私の心の中でいく重にも、どの様にもしっ
かりと残っております。私も今直地元で健康気功体操を指導して
おります。大先輩の方々にお声をかけて頂き皆様に引き合わせて
下さった須渕先生に心から感謝申し上げます。
再見

楓（S34年度短体卒業）

盛大なる大学百年祭、心からお目出度うございます。昨年名古
屋の万博で日本花架挙学会が中国の古典武術「花架挙」を表演す
る一員として参加するに当り、青春の数々が走馬灯の如く心の中
を駆け巡りました。おぼろ気な記憶を辿りあの日45、6年振りに
会う学友の姿を見つけた時の一瞬は、文字では現わす事の出来な
い程の思い、懐しさ、嬉しさに心が震える程の感慨でした。いつ

ナゴヤドームにて
石原

した。この催しについては、大学関係者の皆さん先生方、在学生
及び卒業生の有志の方々の細かな打ち合わせや前準備が大変だっ
たろうと卒業生を代表し、お礼を申し上げます。
今後共、大学の発展及び在学生並びに卒業生の方々のご活躍を
お祈りいたします。
現在私は、ヤマハの講師及びヤマハが５年前に作ったヴィオリ
ラという楽器の数少ない認定講師（全国で400人くらい）として楽
器の演奏及び普及活動に力を入れて日々を過ごしております。

昌子（昭和52年度食品栄養卒業）

この度の大学創立百周年記念事業に参加させていただき大変う
れしく思いました。ナゴヤドームでの催しでは大勢の在学生並び
に卒業生が集い、いろいろなゲームなどを楽しみました。また有
志による余興もその場に集った人たちを和ませてくれました。催
しの最後に、参加者による百周年記念にちなんだ、100という文
字がドームの巨大スクリーンに写し出された様子はまさに圧巻で

100周年に想いをよせて…… 式典に参加して……
林

その関係してきた人々の心が一つになり、画面にかじりついたあ
の瞬間、私はこの大学との出会いに感謝と喜びでいっぱいになっ
た。そして未だ消え去ることのなかった「中女出身です！」と胸
を張って言えなかった自分を恥じた。私の中の成人式。
理事長が変わり大学は新しい風を吹かそうとしている。新たな
魂を宿し、この荒海に船出した我が母校。100周年式典で見せて
くれた硬式野球部。「七転び八起き」
「雑草のごとく」これが中京
女子の精神だ。ガンバッテ！ なんて紙面や画面を見ながら目頭
熱く応援している自分がいる。
100周年記念式典に家族で参加して、久々の友や恩師と再会し、
私の心は浄化された。帰りの車中で娘が言った。
「私、中京女子大学にはいろうかなあ……」

浩子（平成2年度家政学部児童学科卒業）

絶妙なタイミングで訪れた100周年。オリンピックでの金メダ
ルに愛知万博。
私が中女に入学したのは『美人学長○○○○』と週刊誌に騒が
れた年だった。あれから20年、学長も母としての成人式を迎えた
のが2005年の100周年。
実は、私は90周年の式典で本学職員として来賓を接待していた。
100周年もこの場にいたい！ 100周年はどんな式典にしようか……
などと勝手に思い描きながらホテルの会場をせせこましく動き回っ
ていた。その時私のお腹には小さな命が宿っていた。あれから10年。
オリンピックでのメダル獲得をきっかけに全国の中女同窓生や
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特

集

同窓会から大学への寄贈

正門

正門

絵画「百年の肩車」

サブグラウンド

正門

トレーニングマシン

トレーニングマシン

「学校法人 中京女子大学 百年史」執筆者 平野 俊
学校とは「人」である。地の利や学習施設、環境も大切であるが、結局はいかなる生徒や学生、教員や職員がそこにいるかである。
より高みに上りたいと、目標を企て、夢に近づける人びとの集まりが学校である。
戦後、空襲被害によって校舎が全焼した中女は、机もイスもない青空の下、それでも学びつづけたいと、学校は止まらなかった。
『百年史』の執筆から、これまで学園を支えてきて下さった限りない人びととこれからのまだ見ぬ人びととが、ふっと繋がり、私自身、
何ができるのかということを学んだように思う。そう、私は私が受けて
きた教育をこれからの生徒や学生に返していくことである。
至学館、中女大は私にとってどこまでも誇らしい。時にドジで荒削り
なところがある生徒・学生たちかもしれないが、時にちょっぴりキラリ
と光るところもある。そのちょっぴりを大切に、学校に携わっていきた
いと思っている。

t

平野久美子

昭和51年生まれ

中京女子大学附属高等学校 中京女子大学人文学部
アジア文化学科卒業 ペンネーム平野俊として『百
年史』執筆
平成１７年１１月より中京女子大学伊達コミュニ
ケーション研究所研究員。
datekomi@chujo-u.ac.jp

百周年記念事業寄付のお礼

創立百周年記念事業委員会

学園創立百周年記念事業への温かいご支援に御礼申し上げます。
学校法人中京女子大学は、昨年度創立百周年を迎えました。卒業生をはじめ、関係の皆様からの温かいご支援を
頂戴し、各種式典、施設整備事業などを無事終えることができました。とりわけ平成17年11月23日にナゴヤドーム
で開催いたしました「創立百周年記念式典＆大祭典」には多数の卒業生にご参加頂き、学園関係者が一同に会し、こ
の百年に思いをはせるすばらしい機会となりました。また、卒業生各位ならびに同窓会様からは、多数のご寄付、
行事運営へのご協力、幾多のはげましのお言葉など、物心両面での手厚いご支援を頂き、在学生、教職員一同心強
い限りでありました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。なお、同窓会様より頂戴いたしましたご寄付に
つきましては、ご趣旨に照らし、学園の百年を象徴した絵画「百年の肩車」
（斉藤五郎 画伯）の制作及び念願であり
ました大府キャンパスの正門整備事業に充当させていただきました。また、卒業生の皆様からのご寄付につきまし
ては、正門整備事業ならびに各種式典の運営、
「学校法人中京女子大学百年史」の編纂などに充てさせて頂きました。
この百周年を機に教職員一同、次なる百年に向け教育に邁進する所存です。今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろ
しくお願い申し上げます。

同窓会事務局より
★次回総会のご案内★

★返信のお願い★

第17回同窓会総会は、平成19年10月下旬に開催いたしま

同窓会NEWSが届いていない方、亡くなられた方をご存知で

す。詳細につきましては来年９月下旬にお知らせします。

したら同封の葉書にて郵送またはFAXで連絡ください。名前の

なお、当日は大学祭も開催されておりますので、万障繰り

下に書いてあります「会員番号」を必ずお書きください。よろ

合わせのうえご出席ください。

しくお願いいたします。

★皆様の声（Q＆A）★

★会員の近況★

個人情報保護法に関する保護シートなどの要望が多数あり

●只今、小学校では障害児と共に、夕方からは、音楽教室レ

スナーとして自分らしく生きております。
（T）

ました。現在、役員会にて検討中です。住所・氏名に変更の

●各スポーツ界での活躍楽しみにしています。クラブ活動な

ない方は、「変更なし」に○を付けていただき、名前と会員番
号（同姓同名の方がいらっしゃいます）をご記入ください。

どで学んだことの大切さを年を重ねてから理解する自分で
あり、未熟ながらも社会体育指導を続けています。

★お知らせください★

★第43回 中京女子大学大学祭のお知らせ★
テーマ：

県人会、クラス会、同期会等を開催された場合は同
窓会宛に新名簿、写真、近況等をお知らせください。

2006年10月21日（土）AM11:00〜PM19:30 22日（日）AM11:00〜PM20:30
●皆様の多数のご参加をお待ちしております。

編 集 後 記

同窓会 News No.22 2006.10.1

今回のSpecialのページでは、100周年記念事業の報告として皆さんに写
真を交えて今の大学をお伝えしました。しかし、スペースに限りがあり
お伝えすることが出来たのは本当にごく僅かです。機会がありましたら、
是非、新しくなった正門や「100年の肩車」の絵画（SSC入り口）を見学
に母校まで足を運んでいただけるとうれしいです。きっと、明日への活
力とエネルギーをくれると思います。
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中京女子大学同窓会事務局
〒474-8651
大府市横根町名高山55
TEL 0562-46-1291（田中、南）
FAX 0562-44-0310（同窓会事務局宛）

http://www.chujo-u.ac.jp

