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大学ニュース 花園大学で行った行事やイベントなどを中心とした新しい情報を紹介します。

9月30日。日が暮れかけた頃、教堂ホールにて、2020年度前期学位記授与式を挙行しました。例年と違って今年は、卒業生が広く間
隔を空けて着座し、演台には飛沫拡散防止のためのクリアパネルを置き、十分に換気を行うなど、新型コロナウイルス感染症対策を徹底
しての開催となりました。
丹治光浩学長から卒業生一人ひとりに学位記が手渡された後、丹治学長が式辞を
述べ、佐々木閑文学部長、小海宏之社会福祉学部長が巣立つ卒業生に向けて言葉を
贈りました。
式終了後、卒業生はご臨席の松井宗益学園長と丹治学長を囲んで、「マスク」をつ
けたままで記念撮影をしました。記憶に残る前期学位記授与式になりました。

後期は、ほとんどの授業を対面授業として開講、座席間隔を十分に空けて授業を実施しましたが、大人数講義については引き続きオ
ンデマンド授業で対応しました。教室や廊下の窓やドアを開放して換気に努め、毎朝の清掃、消毒作業も実施し、教員に対しては授業用
フェイスガード、除菌シート等を用意して徹底した感染対策を講じております。始業前と休み時間には正門、西門、拈花館入口で、学生
教職員一人ひとりへの検温を実施し、手指消毒を促して声掛けをするなど感染予防に努めました。
なお、学校法人花園学園常勤理事等の皆さまからコロナ禍の教育環境整備緊急支援の寄付を
いただいて iPad を50台購入し、オンライン授業等に支障のある学生さんに貸与しました。
学生食堂についても、座席制限のうえ、飛沫感染防止アクリル板を設け、時間短縮・メニューを
減らして再開しました。ランチタイムには、職員が見回りを実施し、感染防止につとめました。
　課外活動については、各団体から活動計画書等の提出を求め、活動に参加する学生の集団に
おける感染症対策の徹底を要請したうえで許可し、活動を再開しています。

毎年、後期授業が始まる直前に行っています大学摂心ですが、本年度は9月17日（木）に南禅寺、
翌日の18日（金）には花園大学禅堂にて開催を予定しておりました。
しかしながら、ご承知の通りコロナウイルスが蔓延し、一堂に会しての摂心はクラスター発生の恐
れもあるため、急遽予定を変更し、横田南嶺総長に摂心についてのオンデマンド動画を作成して頂
き、おのおの自宅にて坐禅をしつつ、総長のお話を拝聴する形式に変更致しました。
横田総長には、大学のホームページにアップしています「令和二年花園大学摂心」の「大燈国師遺
誡に学ぶ」という題材でお話を頂戴いたしました。学生たちには動画を通して禅の心、建学の精神に
触れてもらいました。

昨年は新型コロナウイルス感染症への対応に追われる一年でした。
このような中、仮にこの感染症が収束しても、私たちは単にこれまでの生活に戻るのではなく、
ニューノーマルといわれる新たな世界が待ち受けているという人もいます。たとえば、教育現場ではオン
ライン授業の有効性が明らかになり、今後も積極的に取り入れられるものと思われます。かといって、
対面授業の重要性が否定されたわけではありません。私たちには必要に応じてそれらを使い分けるこ
とが課せられているのです。
ウェブを使ったオープンキャンパスについても、直接大学を訪問して見学するのに比べ、実感がつか
めないという声もありますが、多くのメリットもあり、オンライン授業と同様に今後もウェブ開催が併用
されると予想されます。
花園大学は現在、創立150周年記念事業の一環として新校舎の建設を急ピッチで進めています。そ
こにはニューノーマルにふさわしい教育設備が多数導入される予定ですが、その価値は利用者である
私たち一人ひとりの行動によって大きく変わります。重要なことは物事の本質を見極める洞察力と、状
況に応じて適切な判断を下す柔軟な心ではないでしょうか。

前期学位記授与式

新型コロナウイルス感染症は、2020年3月から一気に広がりを見せたため、就職活動イベントは、相次ぎ中止となりました。前期は、
学内への入構禁止、原則オンライン授業となり、本学の就職ガイダンス等についてもオンラインや映像配信に切り替えをいたしました。
本学の就職支援の特徴である「個別面談」は、電話・メール・WEBを活用した相談体制を速やかに整え、帰省先や自宅からひとりひとり
の希望に合わせた相談方法で、現在も途切れることなく実施しています。
今年度は、就職・教育懇談会の中止に伴い、「保護者向け就職活動セミナー」を初めて映像
配信いたしました。企業の採用コンサルティングや大学等で就職支援講座の経験が豊富な株
式会社コミューンの濱中倫秀氏を講師に迎え、コロナ禍の中、大きな転換期を迎えた昨今の就
職活動についてご講演をいただきました。また、みなさまに少しでも安心いただければと、本
学構内や感染予防対策など、大学の様子を同時に映像化いたしました。引き続き、感染防止の
ための万全な対策構築とともにICTを活用した進路選択・職業選択に向けた更なる支援の充
実を図ってまいります。

就職の状況

2020年の年明けとともに世界中を襲った新型コロナウイルス感染症の影響により、34回目となる花園大学人権週間はネット配信で
開催しました。
今開催するのであればこのテーマしかない、ということで「新型コロナウイルスと人権」をメインテーマに掲げ企画しました。
全体企画は「新型コロナウイルスと人権　花園大学からのメッセージ」。佐々木閑先生、吉永純先生、師茂樹先生からのメッセージ発

信に続き、梅木真寿郎先生コーディネートでの座談会。企画2は「コロナ禍における障害のある人たちの暮らしといのち、そして人権」。
渡邊（福富）恵美子さん（NPO法人まーぶる理事長）からの問題提起に続き、渡邊さん、笹谷絵里先生、梅木先生による座談会。企画3
は「集まれないけど、つながるために～コロナ禍と子どもの人権」。幸重忠孝さん（NPO法人こどもソーシャルワークセンター理事長）か
らの問題提起に続き、吉永先生、学生の小林光長さん、宇都宮浩生さんも加わって座談会。というラインナップでした。
新型コロナウイルス感染症で新たに発見された問題もありますが、多くはもともと世の中に潜ん

でいた問題が露わになったということだと思います。それが弱い立場にある人たちには特に大きな
影響を与えました。今回の企画では、大学生に向けてのメッセージとともに、様々な問題の中から2
つをテーマに取り上げました。一人ひとり、それぞれに大変な時ですが、少し周りを見渡し、思いをは
せる、そのようなきっかけになることを期待します。

第34回花園大学人権週間

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来場者をお迎えすることを断念せざるを得ません
でしたが、昨年度の講演会（「明智光秀の実像に迫る」）が大好評であり、引き続き「本能寺の変」をテー
マとする講演会開催を希望するお声を多く頂戴し、動画による公開講演会を開催することとしました。撮
影は、2020年11月8日、日本史学科の学生10名のみ参加し、花園大学無聖館5Fホールにて行いました。
講師は、各種メディアに多数出演されている天理大学文学部准教授の天野忠幸先生をお迎えし、『信長
を見限った家臣たち～本能寺の変の背景を考える～』をテーマにご講演いただきました。また、花園大学
文学部日本史学科専任講師の生駒孝臣先生が『「本能寺の変」をめぐって』として、「本能寺の変」につい
て概説、司会進行・コーディネーターは、同じく文学部日本史学科教授の松田隆行先生が務めました。
質疑応答では、学生と講師陣が、座談会のような雰囲気で活発に意見を述べ合う場面がありました。
明智光秀は、2020年度NHK大河ドラマの主人公。クライマックスとなった「本能寺の変」は、なぜ起
こったのか？主君、織田信長を討った逆臣として語られてきた明智光秀だけではなく、その他の重要人物
にもスポットライトをあて、「本能寺の変」を多方面から見た講演会となりました。

花園大学公開講演会「本能寺の変の実像に迫る」

2022年に花園学園創立150周年を迎える記念事業として、まず「楽道館」が2020年9月1日に完成し、同10日にグランドオープニン
グセレモニーを挙行しました。
後期から対面授業が再開し、教室として利用されています。全室プロジェクタを備え、机や椅子はアクティブ・ラーニングに適したもの
を導入しました。新返照館完成後には、「楽道館」の名前の由来通り学生会館として使用されることになります。
さて、返照館は10月から解体工事に入り、2月から本学高橋克
壽先生が考古学研究室の学生と一緒に埋蔵文化財の調査を実施
します。
建築工事は2021年春に始まり、2022年6月創立記念式典に合
わせて完成します。
完成後には現在の学生会館とトレーニングルームが解体され、
西小路通側から大きなヒマラヤスギが見える景観になる予定です。

キャンパス整備事業（楽道館、返照館など）

摂　心

新型コロナウイルス感染症対策2020年度後期の取り組み

主催：花園大学同窓会・花園大学　　制作：花園大学地域連携教育センター

花園大学公開講演会「本能寺の変の実像に迫る」視聴方法はこちらです。
YouTubeチャンネル「BASE花ここ：花園大学地域連携教育センター」
URL　https://www.youtube.com/channel/UCPPwh3I0psXrxy11GlJ2Clw

新しい時代に向けて

学長　丹治  光浩

2020年11月25日の学園理事会におきまして、次期花園大学大学長に、現在、名古屋大学ア
ジアサテライトキャンパス学院の学院長で特任教授の磯田文雄氏の就任が決定されましたの
でお知らせいたします。就任日は2021年4月1日、任期は4年です。

次期学長決定のお知らせ

磯田 文雄 氏

次期花園大学
学長
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弓道部
弓道部は現在、20名の部員で活動しています。部員の中には大学から弓道を始めた初心者もおり、それぞれが自分に合わせた練習に取り組

むことで、ステップアップを図っています。
今年度はコロナ禍の影響で様々な変化がありました。春から多くの記録会、大会が中止となり、自粛期間もあってなかなか練習できません

でした。6月頃から弓道場を活動できるようになりましたが、安全面に配慮し集まるのは避け、自主練習という形で活動しました。
後期から本格的に活動をはじめ、現在は、多くの制限を設けた活動計画にのっとっての練習を行ってい

ます。弓道はもともと危険を避けるために十分な距離をおいて行う競技であるため、射を行うことについ
ては通常通りですが、指導をする際に身体が触れるような指導は避ける、口頭での指導時には2メートル
以上の距離を置くこととした他、的中時の掛け声の禁止などを行っています。
今後の活動としては、来年度以降の試合で結果を残せるよう、一層練習を重ねていきます。また、例年

参加していました京花祭等、学内の行事に積極的に参加して、多くの方に弓道についてより知ってもらえ
るような機会を作れるよう努めていきたいと思います。

準硬式野球部
準硬式野球部は、現在3回生6名、2回生8名、1回生5名で活動し、京滋六大学連盟に所属しています。2020年は新型コロナウイルス感染

症拡大の影響を受けて、なかなか思うように活動ができませんでした。また、活動自粛中は大学のグラウンドが使用できなかったため、各自、
家で自主練習となりました。
新入生勧誘も直接新入生に接して勧誘ができなかったため、InstagramやTwitterに練習風景を投稿

し、準硬式野球部の魅力などを発信しました。
前リーグ戦では、チャンスで打てなかったり、ピンチの場面でエラーが多かったりという場面がみられ

ましたが、ここぞ！という時に強いチームを目指し、リーグ戦で1勝でも多く勝てるように練習に励みま
す。また、1人ひとりがやるべきことを明確にして、選手として精神的にも技術的にもレベルアップを目指
すことにより、チームとしての向上に努めるとともにリーグの順位を1つでも上にいけるように全員で一致
団結して頑張ります。

硬式庭球部
硬式庭球部は、12月現在の今、主に1回生から3回生で活動しています。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、練習もなかなか通常通り

ということが難しい状態が続いています。一時は、大学全部の部活が活動中止となりました。7月頃から徐々に活動ができる状態にはなりま
したが、現在は3時間という限られたなかで活動しています。そのため、勧誘も不十分ではありましたが1回生が数名入部してくれました。
また、毎年夏に行われる関西大学対抗テニスリーグ戦は、代替試合として11月頃に開催されましたが、今年度は辞退させて頂きました。

なお、夏合宿も中止にしました。
まだまだ、新型コロナウイルスが落ち着きそうではありませんが、限られた時間で各々ができることを

精一杯やれるようにしていこうと思います。引き続き、勧誘・練習を行っていきますので、今後もよろしくお
願い致します。

硬式庭球部OB・OGのみなさまへ
いつもご支援いただきありがとうございます。硬式庭球部は、おかげさまで今年度で創部40周年とい

う節目の年になりました。5年ごとに祝賀会を開催しており、本来であれば11月頃に40周年祝賀会を行
う予定でした。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、やむなく中止とさせて頂きました。
残念ながら、来年度の状況も見通しがつかないため、次回の開催は5年先の45周年とさせて頂きました。

クラブ活動の報
告

剣道部
剣道部は昭和43年創部、現在は元大阪府警の船津晋治先生(範士八段)を師範に迎えて週に6日程度稽古に励んでいます。先輩後輩の隔た

りなく、仲の良い部活でもあります。技術や精神面だけでなく礼儀を学べるのが剣道の特色です。
今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、6月末まで活動が出来ませんでした。6月27日から活動を再開することができました

が、そこから2週間は防具をつけることが出来ず、素振りや筋トレなどのトレーニングをしていました。7月15日から防具をつけての練習が許
可されましたが、発声の自粛や練習時間の制限、全剣連で規定されているマスクを着用しながらの稽古
など、経験したことのないことばかりで不安な気持ちが絶えませんでした。今年度の大会は全て中止とな
り、4回生はやりきれない気持ちのまま引退となってしまいました。
 新型コロナウイルスは終息するのか、来年度は大会があるのか、予測できない不安な日々が続きます

が、今できることを精一杯剣道部一丸となって頑張ります。
 男女共に全日本学生剣道優勝大会出場を目標に、そして全日本で勝つことを目標にこれからも日々の

稽古に励んでいきますので応援のほどよろしくお願いします。

新体操部
新体操部は今年度で創部30周年を迎えることができました。
皆様に支えられて今年の全日本新体操選手権大会では男子団体が3位になりました。
女子新体操部も男子に負けないようにと日々切磋琢磨し、部員8名と監督との寮生活をしています。集団生活ならではの苦労や、楽しさを

感じながら生活しています。
そして今年度はコロナウイルス感染症が世界的にも大流行し、だれも経験したことない状況にとても悩みました。学校生活も大きく変わり

ました。オンラインでの授業が始まり、体育館は使用不可となりました。それでも学生たちは沈むことなく、今やれることに取り組みました。
試合ができる見通しは立っていませんでしたが、自転車をこいで外で練習できるところを必死に探しました。また、人に迷惑が掛からない

ように時間も早朝や夜間にしました。
それでも世間では外出自粛が広がり、「今、自分でできること」を考え、家でのトレーニン

グ、審判の勉強、新しい技の収集など行いました。
学生たちは、様々なアイディアのおかげで約2か月間という長い自粛期間を有意義に考え過

ごすことができました。オンライン授業も初めての経験でしたが寮生活のおかげで助け合い
ながら乗り越えました。感染症対策をしながらの生活を息苦しく感じることもありましたが、
今となっては貴重な思い出です。
来年度は男女そろって全日本出場ができるよう全力で頑張ります。

硬式野球部
硬式野球部は、選手38名、スタッフ３名の計４１名で活動しています。
2020年度、秋季リーグ戦は4位という非常に悔しい結果となりました。しかし、東監督の下チームは変革期を迎えており、下級生主体で臨

んだ秋季リーグ戦では非常に大きな経験を積むことができました。現在は春季リーグ戦に向け選手個々の技術向上、体力向上に励んでいる
真最中です。
昨シーズンは新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、春季リーグ戦の中止、2ヶ月間の活動停止、秋季リーグ戦の試合数の削減などこれま

でに経験したことのない難しいシーズンとなりました。活動停止期間中は選手個々で練習をしていました。しかし、特に野球は個人だけで成
り立たず、改めて組織で動くという重要性を感じました。
秋季リーグ戦へ向け活動再開後は、検温、手洗い・消毒、マスク着用の徹底、ソーシャルディスタンス確保な

どに細心の注意を払ってまいりました。コロナ終息の見通しが立たない中、学生野球を再開できたのは、京滋
リーグ関係者の方々をはじとする様々な方々のお陰であると感謝しています。
我々は明治神宮大会への出場を第一の目標に掲げています。学生らしい野球をモットーに挨拶、返事、全

力疾走を徹底し日々努力いたします。
コロナが終息した際には是非球場にお越しください。
2021年度も変わらぬご支援、ご声援のほどよろしくお願い致します。

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、子どもたちを迎えて開催することを断念せざるを得ませんでしたが、「イザ！カエ
ルキャラバン」ムービー版を制作し公開することにしました。撮影は、2020年12月5日、自適館にて、昨年スタッフとして参加してくれた硬
式庭球部20名、2019年度キャリア科目「課題解決プログラム」受講生3名、計23名の学生が
出演して行いました。
撮影した動画は、「防災グッズクイズ」「大雨避難間違い探し」「紙食器づくり」「ゴミ袋でポ
ンチョづくり」「毛布で担架」、そして「花園大学オリジナルシナリオ版おたま劇場」など。
動画は、パペット人形を使ったり、実演をしたり、何度も撮り直しを重ねて撮影をしました。
撮影した動画は、できるだけたくさんの子どもたちに見てもらえるよう、チラシ等で地域や
区役所、保育園・幼稚園・小学校などに案内をしました。

「イザ！カエルキャラバン！in はなぞのだいがくムービー」！

主催：花園大学　　制作：花園大学地域連携教育センター　　協力：NPO法人プラス・アーツ・中京区役所・右京区役所・左京区役所

「イザ！カエルキャラバン！in はなぞのだいがくムービー」は、
地域連携教育センターYouTubeチャンネル《BASE花ここ》からご覧いただけます。

ラグビー部
ラグビー部は1994年に創部され、Aリーグを目指して日々練習に励んでいます。Aリーグとの入れ替え戦に過去５回挑んでいますが惜しく

も勝利を逃しています。現在も少ない部員数の中で、思うような練習もなかなかできない状況ですが、選手たちは一生懸命に努力し、一試合
一試合を勝つために頑張っています。
今年度の活動は新型コロナウイルス感染症が広がりをみせたため、春の活動自粛から春季オープン

戦やチャレンジリーグ、夏合宿までも中止となり、7月の時点で秋本番のリーグ戦の中止も決定、それ
に伴い入れ替え戦の中止も決定し、選手たちにとって、実質の今年度の目標がなくなってしまいまし
た。特に４回生の選手にとっては試合をすることもなく引退を宣告されたことになってしまいました。
しかしリーグ戦の代わりに交流戦を行うことになり、大きな目標はなくなりましたが、今年度のチーム
で、交流戦の一試合一試合を大切にして勝つために選手たちは頑張りました。この経験を、新チーム
につなげていきたいと思っています。



6 花園大学同窓会通信  2021 March 76 花園大学同窓会通信  2021 March 7

書 籍 案 内

『命ある限り歩き続ける』
五木寛之・横田南嶺 著
致知出版社
2020年6月発行　
　人生百年時代。万人に平等に訪れる
「死」を前提に、不安と混沌の時代を私
たちはいかに生きるべきか。現代を生き
る私たちの永遠のテーマともいうべき
本質的な問いを、50年以上にわたり第一線で活躍し続けてき
た円熟の作家と、45歳で円覚寺派管長となった禅僧が会し、縦
横に語り合った対談がついに書籍化された。

社会保険研究所

『十牛図に学ぶ 
　―真の自己を尋ねて― 』
横田南嶺 著
致知出版社　2020年8月発行
　宝を持っていても、宝に気づかなけれ
ば意味はありません。自分の内にある
宝に気づかず、外に宝があると探し回っ
ているのが、迷いの状態です。
　「十牛図」で描かれるのは10枚の絵とそれに対する漢文・漢
詩のみ。牛に喩えた「真の自己」を尋ねる旅を、牛を探してゆく
道として表しています。真の自己はどこにあるのか。混迷の時
代にこそ、禅の教えが光を放ちます。
　900年以上読み継がれる禅の教え「十牛図」を、臨済宗円覚
寺派管長が、やさしく紐解く1冊。

『相談援助職のための事例研究入門』
一般社団法人日本ケアマネジメント学会・認定ケアマネ
ジャーの会監修
福富昌城・白木裕子 編著
中央法規出版
2020年12月1日発行
　福祉・介護の実践家が自らの実践を
研究しようとするとき、事例研究は身近
な研究方法であるといえる。本書は、事
例研究に取り組もうとする実践家や初
学者向けの入門書である。内容として
は、事例を書き起こし、まとめるための文章作成の基本、事例
検討会で事例提供者となるための事例のまとめ方、事例研究の
取り組み方、学会発表する場合の抄録のまとめ方、研究発表・
プレゼンテーションの方法と5部に分かれている。それぞれに
ついて、各執筆者がなるべく分かりやすく説明することを心が
けた。また、単にノウハウを述べるだけに留まらず、専門職とし
ての倫理や姿勢についても学べるように工夫している。
　一人ひとりの援助者が、それぞれの実践現場が、利用者に対
してより良い支援をしようと努力している。その取り組みを省
察し、実践家の間での共有財産にしていくこと、つまり実践知
を形式知に置き換えていく作業は、実践の質の向上や専門職と
しての専門性の向上に欠かせない。本書がそうした営みを後押
しすることを願っている。

　社会福祉学部社会福祉学科　教授　福富昌城

『今ここをどう生きるか
　　　―仏教と出会う― 』
塩沼亮潤・横田南嶺 著
春秋社
2020年6月発行
　コロナの時代をこえてどう生きるか。
禅と千日回峰行の二人の仏教者が徹底
対論。自らの出家のわけから始まって、〈行〉ということ、今この
〈世界〉をどう生きて死ぬか、そして〈仏教〉のちからとは。今
を生きる我らに示唆豊かに語り尽くされる白熱の対論集。

『仏教の誕生』
佐々木閑　著
河出書房新社　2020年12月発行
　2020年４月、新型コロナの影響で花
園大学も対面授業ができなくなり、イン
ターネットによる遠隔授業へと移行しま
した。そのような状況で著者（佐々木閑）
も、手探り状態でなんとかYouTube授業の配信を始めまし
た。本来は難解な仏教哲学を教える授業のはずでしたが、
YouTubeでそのような複雑な情報を伝えることは困難なの
で、初心者でもわかる易しい仏教入門というスタイルで、二日
に一度の割合で動画のアップを続けました。本書は、そのよう
にしてYouTubeにアップされたおよそ100本の動画のうち、
「第１シリーズ」24本の動画をもとに、釈迦が説いた仏教の基
本を読みやすく書籍化したものです。仏教はなぜ生まれたの
か。仏教と他の宗教はどこが違うのか。お釈迦さまはどこが偉
かったのか。といった基本的な疑問に、誰にでも分かる言葉で
答えます。特に、「生きることがつらい」と感じる人たちに読ん
でもらいたい本です。

『隠元と黄檗宗の歴史』
竹貫元勝　著
法蔵館　2020年12月発行
　隠元の黄檗派はいかにして“黄檗宗”
へと至ったのか。
　隠元隆琦の渡来とその系譜に連なる
黄檗派教団の展開、そして近代の黄檗
宗公称を経て現在まで続く360年余り
に及ぶ長い歴史を、教団の展開に大きく関与した妙心寺派、後
水尾天皇・徳川家綱をはじめとする権力者たちなどとの関係に
も注目しつつ、禅宗史研究の第一人者が網羅的に描く。
　日本史学の手法によって黄檗宗の展開過程を考察し、基礎
的な情報を提供する初の本格的な黄檗宗通史！

赤松 宗典　1971年文学部国文学科卒業 岡田 美津子　1976年文学部国文学科卒業

河原 忠憲　1973年文学部史学科卒業

拝復
　花園大学　同窓会事務局御一同様　全花大人様
　秋風名月　野山が錦に彩られ、花園に虫が鳴く好時節
になりました。
　貴校におかれましては、益々御清祥の段、慶賀申し上
げます。
　おかげさまで赤松家一同は全員貴大学卒業後、元気
で暮らしています。小生帰山後、山間避地のふるさとに里
人の就労する場をと夢観て薬師梅株式会社を創業いたし
ました。その間、花園大学OBの方々はじめ、元花園大学
学長　河野太通老大師の大慈大悲の応援、御支援を賜
り、全国妙心寺派の寺院様に御愛顧を賜り40年を過ごし
ています。
　コロナウイルス禍、昨今は無縁社会の風潮にあっても、
花園大学建学の精神、大慈大悲（おかげさま）によって
助けていただいています。
　花園大学同窓会通信「お元気ですか」のお便りに勇気
をいただき、卒業後の足跡の資料、見苦しく恥ずかしな
がら返信させていただきます。ご笑納いただければ教悦
至極幸甚に存じます。
　花園大学のご繁栄と同窓会皆々様のご多幸をお祈り
申し上げます。

　花園大学で書を学び、書の魅力を伝え続け発信し続け
ている卒業生は、今や半世紀で1,000人に達しようとし
ています。2年前に大学の在る京都で、OB書道展をした
いという、一度頓挫した計画を、今年1月名簿集めから始
まり、卒業生に呼びかけ、2020年8月21日～23日
kokoka京都市国際交流会館で花園大学OB書道展（有
志76出品）を開催することが出来ました。3月頃よりコロ
ナ流行により一時開催が危ぶまれましたが、800名を超
える来場者、会場は卒業後初めて出会ったOBの同窓会
場となり、大盛会のうちに終える事が出来ました。2年後
の2022年8月に京都で、オール花園大学書道展（恩師・
現教授陣・卒業生・在学生）を計画しております。

出品希望者は、hanazono-shoten@goohouse.ne.jp
までご連絡ください。
花園大学OB書展ホームページはこちらです。
http://hanazono-syoten.sblo.jp

　私の農業機関紙「かわはら版」も、64号となり16年目
となりました。読者は、お米を買っていただいている50
余名の方々です。農業は亡き養父と共に20年、その後の
30年は妻と共にやってきました。1町3反の米作り、2反
の畑で野菜作り。又、井戸を掘って、ハウス栽培、果樹園
を立ち上げ、体験会など20年目を迎えました。果樹園で
収穫した果物は、洋菓子店の石川さんが長く使ってくだ
さっています。小学校からやってきた剣道は、とびうめ国
体で郷里、熊本に準決勝で借りを返したのが思い出に残
ります。亀岡に道場を作り300名余の後継者を育てたこ
とが財産です。2年前、すい臓がんになりましたが、これ
も支えてくれた妻は今でも現役で働き、良き助言者です。
長男は近くに家を建てました。後継者になってくれるで
しょう。次男は阪大の医者と
なり二児の父となります。長
女はカメラマンとして頑張っ
ていましたが、一児の母とし
て昨年より同居しています。
　まだまだと思う日々です。

柴垣竹生さん（卒業生）より、
ご著書が届きましたので紹介します。

老いに優れる
～老優に学ぶ人生100年時代の
　ロールモデル

著者：柴垣竹生
1989年文学部国文学科卒業
1990年文学専攻科国文学専攻修了
1966年大阪府生まれ、大手生命保険会社勤務後、
1999年介護業界に転じ、以降数々のマネジメント職を
歴任。
　学生時代から映画をこよなく愛し、卒業後自主映画の
監督、披露上映会を行う。かねてより自らが行う講演・
研修に教材として映画作品を取り入れてきた。１000本
を超える邦画の分析に基づいて書かれた本書は、著者
の長年にわたる映画への愛と高齢者福祉への情熱の結
晶である。

　株式会社エクセレントケアシステム執行役員
　人事労務部部長
　兵庫県立大学大学院経営研究科（MBA）講師
　日本介護経営学会会員

敬　具　
令和2年10月1日　花園大学卒業生　赤松宗典伏拝



同窓会事務局 

ホームページ、フェイスブック、ツイッター、インスタグラムでも大学の情報を発信しております。

花園大学
公式ホームページ

花園大学同窓会
ホームページ

〒604-8456  京都市中京区西ノ京壺ノ内町 8-1

E-mail  dousou-h@hanazono.ac.jp

電　話 （075）811-5181（代）
 （075）279-3630（直）

ＦＡＸ（075）823-2412（直）

同窓会通信102号 2021.3発行

大学ニュース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
「お元気ですか」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
書籍紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

CONTENTS

March

Vol.102

2021

会
信同

窓 通

花園大学

花園大学


