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◆４８期生の同窓会＜成人式の集い＞

◆１７期生の同窓会

２０１６年１月１１日（月） 都ホテルニューアルカ
イックにて、４８期生の同窓会が開催されました。総勢
４６名の同窓生と７名の先生が集まり、ビンゴゲームな
ど楽しく華やかなひとときを過ごし、成人の日の楽しい
思い出になりました！

２０１６年３月２６日土曜日１８時から豊中市
少路にあるイタリアンレストラン「エジリオ」にて
２２名で同窓会を開催いたしました。百合学院高等
学校を卒業以来の再会もあり、盛り上がり４時間が
アッと言う間に過ぎました。

60 周年記念ホームカミングデーでは懐かしい
方々にお会いできて''百合っていいなぁ〜”と改
めて感じました。卒業生であることを誇りに思え
た 1 日でした。

※同窓会をご計画の際は、個人情報の保護のため、卒業生の住所録
は持出し禁止です。高校事務局にお問い合わせ下さい。

大森
佐藤

順子 先生（旧姓深山）
妙子 先生

平成２８年３月末お疲れ様でした。

日時：平成２９年２月２３日（木）
午後５時～
場所：百合学院３号館１階
オラトリウム
昨年度より追悼ミサは、学院創設者である田口芳五郎
枢機卿様のご帰天された日に行われます
皆様お誘い合わせのうえお集まり下さい。
服装は平服で結構です。

第６１回

ゆりっ子バザー

平成２7 年4 月1 日～平成２8 年３月3 1 日

収入の部
平成26年度(2014)繰越金

日時

２０１６年５月２９日（日）
１０：００～１５：００雨天決行

場所 百合学院
今年も同窓会の店を出店します。
是非懐かしい母校へお越しください

同窓会費

50期生

預金利息
平成27年度バザー売上
オリジナルグッズ売上
60周年総会準備費用
小学校同窓会立替分

支出の部
¥ 4,625,676 平成27年度ささゆり新聞
¥ 615,600 ゆりっ子バザー協力金
¥ 2,498 平成27年度追悼ミサ
¥ 141,792 オリジナルグッズ
¥ 44,100 総会＆H o meCo ming D a y 費用
¥ 108,505 カリタスジャパンへ募金
小

計

平成28年(2015)3/ 31
預金残高
¥ 5,538,171

¥ 118,800
¥ 10,000
¥ 3,000
¥ 162,153
¥ 1,085,776
¥ 10,000
¥ 1,389,729
¥ 4,148,442
¥ 5,538,171

現在、定期預金は、100 万円が８つと 50 万円が２つで合計９00 万円と
なっています。上記通りご報告いたします。
監査の結果、上記の通り相違無いことを認めます。
平成 2８年（201６）3 月 会計監査
柏樹紀子
松原ゆかり

◆この度の総会開催は、同窓会を設立して今に至る先輩方のご活躍が
あったからと強く感じ、感謝しております。
（会長/達朋子 旧前川⑬)
◆６０周年記念ホームカミングデーでは懐かしい方々にお会いでき
て“百合っていいなぁ〜”と改めて感じました。卒業生であることを
誇りに思えた１日でした。
(副会長/石田佳保 旧栗本⑳)
◆今回開催するに際し、多くの先輩や後輩と準備を進めてきました。
共通点は“ゆりっ子”だけでしたが、当時からの先輩、後輩のように
楽しい時間を共有できたことに感謝！（書記/山口伊公子 旧村田⑳）
◆懐かしいお顔を拝見し、共に歳をとったと言いながら、学生時代そ
のままの会話ができ、大変嬉しい同窓会でした。
（会計/成田仁子 旧中村㉑ 会計/藤田裕美 旧林㉗）
◆たくさんの先生方、同窓生の皆様に支えていただいての総会でし
た。本当にありがとうございました。（監査/柏樹紀子 旧大川㉒）

◆６０周年という節目、３０年ぶりにアリーナの舞台で恩師赤松先
生と歌わせて頂き、当時を想い出し楽しませて頂きました。今も娘と
続く百合学院生活に感謝感謝です。
（監査/松原ゆかり㉓）

梅﨑和子

丸尾紀子 (旧姓 石山)１３期生
日頃から、同窓会の事務局のお仕事に携わっておら
れる方々のご苦労をバザーなどで垣間見ておりま
したので、何か少しでもお手伝い出来ないものかと
考えていましたところ、今回の機会を得て、石野真
子、私的半日付き人？をさせて頂きました。
当日、早朝より実家から駆けつけてくれた真子を校
門にて同級生３名で出迎え、控え室へ。
ライブなどで少しは顔を合わせているものの、久し
振りのごたいめ～んに初めは緊張気味の雰囲気も、
そこは仲良しグループだったメンバーとのやり取
りですぐに昔の顔になり司会の藤原さんとの打ち
合わせや、高１の担任だったシスター渋谷が顔を出
された時には、もう、約４０年ぶりということは
すっかり忘れるくらいに。
本番のシスター池田とのトークでもとても自然体
に感じ、歌も懐かしかったですね～。
舞台袖に戻って来たときに、同窓生の顔が客席に見
えて泣いている人が沢山いて、もらい泣きしちゃっ
たよーと言って鼻を赤くしていたのを見て、素のま
まの優しい真子を思い出し感動しました。素敵な
１日を準備、運営してくださった全ての方々に感謝
です。

鈴木祥子

（旧姓

稲垣）３５期生
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当日は、学院のご協力で最寄りの駅まで
スクールバスの送迎バスも運行しました。

00

小学校、高校の同窓会会長による挨拶で
総会が始まりました。

小学校 校長
田沢幸夫 神父

演奏

小林倫子さん（３期生）
演目 ショパン
夜想曲 変ホ長調

作品９の２ 他

出演 石野真子さん（１３期生）
Sr.池田妙子先生
進行 藤原正美アナ（１３期生）

中学･高等学校 校長
湊 路可 先生

集合写真 撮影中
全員写っていますか？
学院歌 伴奏

酒井雅子 先生

赤松武仁先生（中高教頭）
松原ゆかりさん（２３期生）

４３期生

創立６０周年おめでとうございます。久々に出会っ
た同級生と想い出話に花を咲かせることで自分の成
長を実感し、百合学院で学んできたことに自信と誇
りを取り戻すことができた貴重な時間でした。また
素晴らしい先生や友人、先輩、後輩のおかげで夢を
叶えられた今に感謝し、
「また明日からも頑張ろう」
と前向きにさせてもらうことが出来ました。素晴ら
しい機会を企画してくださった同窓会委員の方々に
心から感謝をしつつ、百合学院のますますのご発展
をこれからもお祈りしております。

㊨小学校同窓会
会長 田中邦信（１期生）
㊧高等学校同窓会 会長 達 朋子（１３期生）

「総会＆ホームカミングデー」
まずこの日の為に企画を始め、用意から当日のすみ
ずみに力を尽くしていただいた同窓会役員の皆様
に感嘆と心よりの感謝を申し上げます。
少し風が冷たくも「青空高く澄みわたり」校歌の
詩の如くゆり日和の中、校門を潜れば、六十七才の
一回生も、ゆりっ子。朝礼の後、駆け足をしたグラ
ンドはテニスコートに、体育館が全てのイベント会
場のだったあの頃が戻ってくる。半世紀前の事。
今では先生方も多くは天国へ召され、親の介護、夫
の介護真中の同級生も少なくない現実の中、一回生
の出席は六人、３回生の出席者とテーブルを囲み談
笑、昔の宝探し、はなしの花はすぐに満開。お茶、
お菓子のもてなしを頂きこの一時を与えて下さり
有難うございました。最後に長崎の鈴木先生へラブ
コール「ラウレンチア先生！！」

宇津野真理（旧姓 佐藤）２４期生

この度は、創立６０周年記念・総会＆ホームカミン
グデーに参加させていただき、ありがとうございま
した。
幼稚園から高校まで１３年間通った百合学院を卒
業して、１５年が経ちました。それだけの年月が経
っていますから、建物や設備が新しくなっていると
ころもありましたが、変わっていない部分もあっ
て、非常に懐かしく、一瞬で学生時代にタイムスリ
ップしたような気分になりました。学院歌の歌詞を
見ずに歌うことができた自分自身にも驚きました。
当日は、お世話になった先生方や友人たちとも話
すことができ、改めて百合学院での出会いが今の私
にとって大きな財産になっていることに気づきま
した。
一児の母となった今、人と人とのつながりや相手
を思いやることがいかに大切かと感じる場面が多
くなったように思います。その大切さを学んだ百合
学院を訪れる機会を設けてくださり、感謝の気持ち
でいっぱいです。本当にありがとうございました。

松本共世

理事長
Sr.澁谷桂子 先生

１期生

m1
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１３時より体育館でホームカミングデーが行われました。オープニングの赤松武仁先
生（中高教頭）と松原ゆかりさん（２３期生）の演奏や小学校校舎、高校校舎の見学
ツアーなどもあり、すっかり学生時代にもどって久しぶりの先生や友達との会話もは
ずみ、懐かしい母校での楽しい１日となりました。

中高教頭

「創立６０周年 百合学院同窓会に参加して」
皆様、ご機嫌いかがですか。初めましての方、お
久しぶりの方。２４期生の宇津野真理（旧姓佐藤）
です。
今回、昨年１１月２９日に開催された「創立
６０周年百合学院同窓会」に、卒業以来初めて参
加させて頂きました。
実は高校卒業以降母校へ足を運んだのは、卒業ア
ルバムを取りに行った時と、結婚・子育てを経て
やっと落ち着いたここ３～４年の夏のバザーく
らいな私。当日はドキドキしながらの参加となり
ました。
創立６０周年ということもあり、驚くほどたく
さんの卒業生が集まって、同窓会は盛大に行われ
ました。退職された先生方も多く参加されており
本当に久しぶりにお話しさせて頂き、楽しい時間
はあっという間に過ぎました。
高級ホテルかと見紛うほど美しくなった高校校
舎や様変わりした中庭に感動し、いつ訪れても変
わらない温かい先生方にホッとしながら、懐かし
い母校を後にしました。
辛い時も嬉しい時も、そこへ戻ればいつでも優
しく迎えてくれる、良い意味で変わらない、それ
が百合学院の誇りだと思います。
当日お会いできた全ての皆様、本当にありがとう
ございました。これからの母校のますますの発展
を祈りつつ、筆を擱かせていただきます。

赤松武仁 先生

創立６０周年の節目に各期同窓生の元「ゆりっ子」が母校に大集合。これま
で学院を支えてくださった懐かしい先生方も多数お迎えし、夢のような一日で
した。ピアニスト小林倫子さんの素敵な演奏にうっとりとし、そして石野真子
さんの楽しいトークと歌に第１部会場のセシリアホールは大盛上がりでした。
皆さん本当にお変わりなく、一目お顔を拝見したとたんに在学当時にタイム
スリップしたかのように共有した時間が蘇ってきました。あちらこちらで思い
出話で盛り上り第２部会場の体育館はとても賑やかでアットホームな雰囲気
に包まれていました。
それぞれのお立場で力強く前向きに頑張っておられるご様子に勇気をいた
だいたり、お子様を百合学院に託してくださっている方が大勢おられることに
改めて感激したりと、皆様からいただいた母校に対する温かいエールがとても
心強かったです。「ゆりっ子」の皆さん、またいつでも母校に帰ってきてくだ
さい。そしてこれからも百合学院の応援をよろしくお願いいたします。

