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TEL(03)3700-6131　FAX(03)3707-5689令和３年５月22日（土）委員総会において、下記の今年度事業計画案が承認されました。

～「一如会だより」送付についてお知らせとお願い～
　以前からご連絡しております通り、ホームページで記事
をご覧いただけるようになったこと、また、個人情報保護
の観点等から、「一如会だより」の郵送でのご送付につき
まして役員会で検討した結果、2016年度より、右記のよ
うにさせていただくことになりました。
　今後は、ホームページを更に充実させて参ります。
　ご理解賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。

就任のご挨拶
会長　津田　孝範　

　令和３年度委員総会におい

て、一如会会長を拝命致しま

したこと光栄に存じます。微

力ながら一如会の発展のため

尽力いたす所存です。

　さて、昨年からのコロナウイルス感染拡大に

より本年度も諸活動の実施が危ぶまれる状況で

すが、来年度は創立４０周年に当たりますので、

「一味同心」の精神をもって委員一丸となり会

務に精進して参ります。

　さらに学校、旃檀会、同窓会と連携を図りな

がら、生徒が安心して学校生活を送るための環

境作りへの支援に努めます。

　玉川前会長には、永きに亘り会の運営、会員

相互の親睦等ご尽力戴きましたこと厚く御礼申

し上げます。最後に、会員の皆様には今後とも

より一層ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し

上げ、挨拶とさせて戴きます。

【一如会事務局】　〒158-8577　東京都世田谷区上用賀1-17-12　駒澤大学高等学校一如会

ホームページに一如会だよりや活動報告等を掲載しております。ぜひご覧ください。http://komakou-ichinyokai.net

月  日 内             容 担 当

  4.  7 入学式列席　→　列席中止
一如会パンフレットの配布（新入生保護者対象） 総務部

  4. 10 令和２年度の監査 総務部
  4. 17 委員総会案内の発送 総務部

  4. 下旬 一如会パンフレットの配布（2・3年生保護者対象） 総務部

  5. 23
委員総会
駒澤大学高等学校第一ＡＶ教室
午後 1 時半より

総務部

  7. 3 役員会 総務部
  7. 上旬 一如会だより　発行・発送 広報部

10. 9 坐禅会　駒澤大学高等学校坐禅堂 厚生部
11. 13 役員会 総務部

11. 27 忘年会　東京グランドホテルにて
　　　　　　　　午後６時より（会費６，５００円） 厚生部

12. 中旬 新卒業生保護者への活動案内配布 総務部
  2. 19 新卒業生保護者への委員募集案内発送 総務部
  2. 19 役員会 総務部
  3.  8 卒業式列席 総務部
  3. 12 予算委員会 総務部
  3. 12 役員会 総務部

総務部・厚生部・広報部の各部会は必要に応じて随時開催

ご　挨　拶
校長　貫井　洋　

　　一如会の皆様には、本校へのご協力とご支援を賜りありがとうございます。

　本年度総会におきまして新しく津田孝範新会長が選任されました。

　長年にわたりご尽力を賜りました玉川孝子前会長には、本当にお世話になりまし

た。本校のことを愛して下さり、多くのご助言もいただきました。今後とも健康に

留意されて、ご活躍いただくことを祈念いたします。津田新会長におかれましても、

今後とも様々に学校と連携を図り、叱咤激励もいただければ幸いです。

　役員の改選も行われました。これまで役員として携われてきた皆様にも感謝を申し上げますとと

もに、新役員の皆様方にも温かく本校をお守りいただくようにお願い申し上げます。

　　一如会の皆様には、本校へのご協力とご支援を賜りありがとうございます。
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　長年にわたりご尽力を賜りました玉川孝子前会長には、本当にお世話になりまし
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　　一如会の皆様には、本校へのご協力とご支援を賜りありがとうございます。

　本年度総会におきまして新しく津田孝範新会長が選任されました。

　長年にわたりご尽力を賜りました玉川孝子前会長には、本当にお世話になりまし

退任のご挨拶
前会長　玉川　孝子

一如会委員として30年余、

会長として３期６年間、無事

務めることができたのも、会

員の皆様の支えと諸先輩方や

教職員の皆様からのご指導、ご理解の賜ものと

感謝申し上げます。

　振り返りますと、この間楽しいことも苦しい

こともありましたが、それ以上に多くの先生方

や委員の皆様と出会う事が出来たことは、私の

宝物です。

　今後は、新会長を中心に委員皆様で、新しい

一如会の運営等進めていただけるものと期待し

ております。

　会員の皆様、関係機関各位の継続的ご協力を

お願いし、また、駒大高校そして旃檀会・同窓

会のますますのご発展ご活躍をお祈りし、退任

の挨拶とさせて戴きます。

玉川さん、お疲れさまでした‼　委員一同

※写真撮影時のみマスクをはずしました。

令和３年度　委員総会開催

●行事への参加お申し込み方法
　はがきに以下をご記載の上、一如会事務局までご送付ください。折り返し会より詳細をご連絡します。
・参加者氏名（全員分）
・「坐禅会参加」または「忘年会出席」
・代表者連絡先（住所・電話番号・メールアドレス等、確実に連絡が取れる方法）
※一如会から返信がない場合は、お手数ですが、お問い合わせください。
※電話でのお申し込みは受け付けておりません。必ずはがきでお願い申し上げます。
※３日前以降のキャンセルは、後日キャンセル料のお支払いをお願いいたします。

　事務局 〒158-8577 東京都世田谷区上用賀1-17-12 　駒澤大学高等学校一如会

今年度の行事について
　新型コロナウイルス感染状況により中止と

なることもあります。そこで、各行事への申

込方法について次のように対応させていただ

きたいと思います。

　坐禅会：開催可否判断は、８月下旬

　忘年会：開催可否判断は、10月上旬

結果は一如会ホームページに掲載致します。

開催の場合のみ下記申し込み方法にて、お申

し込みください。

　一如会ホームページ

http://komakou-ichinyokai.net

　　坐禅会
日　時：１０月９日（土）
　　　　午前１０時半～１２時頃
会　場：駒澤大学高等学校　坐禅堂
会　費：無料
人　数：２０名
申し込み締め切り：９月２６日（土）

忘年会
◆日時 : １１月２７日（土）午後６時～
◆会場 : 東京グランドホテル
　　　　港区芝 2-5-2
　　　　都営三田線芝公園駅 A1 出口より徒歩２分
◆費用 : ６，５００円（当日集金）
申し込み締め切り：１０月３０日（土）



令和３・４年度 役員・事務局紹介

委員総会にて、今年度の役員をご承認いただきましたので、ご紹介いたします。　　　　　　※敬称略

役職名 年度 氏　名 役職名 年度 氏　名 役職名 年度 氏　名

名誉会長 校長 貫井　　洋 会　長 H11 津田　孝範 会　計 H24 小川　洋美

顧　問 事務長 三田　佳男 副会長
兼厚生部長

H22 拝殿　久子
会　計 H31 前田　礼子

顧　問 元校長 羽住　　奎 会　計 学 城　　英彦

顧　問 元校長 河村　光司 副会長
兼広報部長

H31 櫻井　秀則
会　計 学 大石　智子

顧　問 元校長 浦　　敏之 会　計 学 富樫　大介

顧　問 元校長 鈴木　貞雄 副会長 教頭 井上　誠二

顧　問 元事務長 白濱　正幸 総務部長 H24 馬場由美子

顧　問 元事務長 上田　栢生 総務副部長 H31 中野　知枝

顧　問 元事務長 大内　勝蔵 厚生副部長 H19 花塚みゆき 監　査 H11 津田　晶子

顧　問 元事務長 澤口　洋一 厚生副部長 H22 菅野美和子 監　査 H17 藤田　　誠

顧　問 元事務長 臼倉新治郎 厚生副部長 H22 山之内美和子

顧　問 元事務長 池墻　良一 厚生副部長 H22 楠　久美子

顧　問 元事務長 井澤　治男 厚生副部長 H22 山崎　安子

顧　問 S52 大村　宣雄 厚生副部長 H26 青谷　宏美

顧　問 S52 鳥澤　俊寛 広報副部長 H19 渡部　良彦

顧　問 H03 成田　孝英

顧　問 S62 玉川　孝子

相談役 S61 南雲　安幸

相談役 H10 吉田　　明 事務局員 学 鈴木　純行

令和２年度 事業報告

月  日 内             容 担 当

  4.  7 入学式列席　→　列席中止
一如会パンフレットの配布（新入生保護者対象） 総務部

  4. 中旬 委員総会・懇親会案内の発送 →　中止 総務部
  4. 19 平成31年度の監査 総務部

  4. 下旬 一如会パンフレットの配布（2・3年生保護者対象） 総務部

  5. 23

委員総会・憩親会
ホテルハイアットリージェンシー東京にて
　委員総会　→　書面表決書に変更
　懇親会　　→　中止

総務部

  6. 27 役員会 総務部

  7. 上旬 一如会だより　発行・発送
　　　　　　→　ホームページでの報告に変更 広報部

9. 5 坐禅会　駒大高にて　→　中止 厚生部
11. 14 役員会 総務部
11. 28 忘年会　東京グランドホテルにて　→　中止 厚生部

12. 中旬 新卒業生保護者への活動案内配布 総務部
  2. 13 新卒業生保護者への委員募集案内発送　→　3.13 に延期 総務部
  2. 13 役員会 →　中止 総務部
  3.  8 卒業式列席　→　保護者不参加のため欠席 総務部
  3. 13 予算委員会 総務部
  3. 13 役員会 総務部

総務部・厚生部・広報部の各部会は必要に応じて随時開催
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ご　挨　拶
一如会事務局員　鈴木　純行　

　この度、一如会の事務局員としてお手伝いをさせていただくことになりました。

　会長さんをはじめ役員の方々には、お子さまの母校の発展を願い後援活動にご

尽力いただき感謝申し上げます。私学は皆さまからの教育活動後援なくして充実

した学校教育は成しえません。現役の保護者は旃檀会員として、卒業生は同窓会

員として、卒業生の保護者は一如会員として、それぞれご支援をいただいております。本校発展の

ため、今後とも宜しくお願い致します。

　令和３年５月２２日（土）、駒澤大学高等

学校第一ＡＶ教室において、緊急事態宣言下

ではありましたが、出席者への検温・マスク

着用の呼びかけ、３密対策を講じた会場設営

に心がけ委員総会を開催致しました。

　令和２年度事業報告・収支決算及び監査報

告、令和３年度事業計画・予算、役員改選案が

提案され承認されました。

＜ビデオカメラ＞

昨年度の駒大高祭が中止となり、代替企画として

「駒フェススポーツ＆カルチャー」が開催され、

各競技を撮影し、ビデオカメラでクラス教室に中

継するためのライブ配信機材が不足しているとの

ことで、機材購入費用を援助いたしました。

＜空気清浄機＞

新型コロナウイ

ルス感染防止策

として、旃檀会・

同窓会・一如会

の３団体より、

６１台寄贈しま

した。

総会風景
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ため、今後とも宜しくお願い致します。

　令和３年５月２２日（土）、駒澤大学高等

学校第一ＡＶ教室において、緊急事態宣言下

ではありましたが、出席者への検温・マスク

着用の呼びかけ、３密対策を講じた会場設営

に心がけ委員総会を開催致しました。

　令和２年度事業報告・収支決算及び監査報

告、令和３年度事業計画・予算、役員改選案が

提案され承認されました。

＜ビデオカメラ＞

昨年度の駒大高祭が中止となり、代替企画として

「駒フェススポーツ＆カルチャー」が開催され、

各競技を撮影し、ビデオカメラでクラス教室に中

継するためのライブ配信機材が不足しているとの

ことで、機材購入費用を援助いたしました。

＜空気清浄機＞

新型コロナウイ

ルス感染防止策

として、旃檀会・

同窓会・一如会

の３団体より、

６１台寄贈しま

した。

総会風景
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令和３年度事業計画・行事のご案内

＜一如会だより　送付について＞
◆卒後４年間は、　
　郵送にてお送りします。
◆卒後５年目からは、　
　郵送ご希望のご連絡を
　頂戴した方にのみご送付します。
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７月１日
一如会だより

発 行 者： 駒 澤 大 学 高 等 学 校 一 如 会

〒158-8577 東京都世田谷区上用賀1-17-12

TEL(03)3700-6131　FAX(03)3707-5689令和３年５月22日（土）委員総会において、下記の今年度事業計画案が承認されました。

～「一如会だより」送付についてお知らせとお願い～
　以前からご連絡しております通り、ホームページで記事
をご覧いただけるようになったこと、また、個人情報保護
の観点等から、「一如会だより」の郵送でのご送付につき
まして役員会で検討した結果、2016年度より、右記のよ
うにさせていただくことになりました。
　今後は、ホームページを更に充実させて参ります。
　ご理解賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。

就任のご挨拶
会長　津田　孝範　

　令和３年度委員総会におい

て、一如会会長を拝命致しま

したこと光栄に存じます。微

力ながら一如会の発展のため

尽力いたす所存です。

　さて、昨年からのコロナウイルス感染拡大に

より本年度も諸活動の実施が危ぶまれる状況で

すが、来年度は創立４０周年に当たりますので、

「一味同心」の精神をもって委員一丸となり会

務に精進して参ります。

　さらに学校、旃檀会、同窓会と連携を図りな

がら、生徒が安心して学校生活を送るための環

境作りへの支援に努めます。

　玉川前会長には、永きに亘り会の運営、会員

相互の親睦等ご尽力戴きましたこと厚く御礼申

し上げます。最後に、会員の皆様には今後とも

より一層ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し

上げ、挨拶とさせて戴きます。

【一如会事務局】　〒158-8577　東京都世田谷区上用賀1-17-12　駒澤大学高等学校一如会

ホームページに一如会だよりや活動報告等を掲載しております。ぜひご覧ください。http://komakou-ichinyokai.net

月  日 内             容 担 当

  4.  7 入学式列席　→　列席中止
一如会パンフレットの配布（新入生保護者対象） 総務部

  4. 10 令和２年度の監査 総務部
  4. 17 委員総会案内の発送 総務部

  4. 下旬 一如会パンフレットの配布（2・3年生保護者対象） 総務部

  5. 23
委員総会
駒澤大学高等学校第一ＡＶ教室
午後 1 時半より

総務部

  7. 3 役員会 総務部
  7. 上旬 一如会だより　発行・発送 広報部

10. 9 坐禅会　駒澤大学高等学校坐禅堂 厚生部
11. 13 役員会 総務部

11. 27 忘年会　東京グランドホテルにて
　　　　　　　　午後６時より（会費６，５００円） 厚生部

12. 中旬 新卒業生保護者への活動案内配布 総務部
  2. 19 新卒業生保護者への委員募集案内発送 総務部
  2. 19 役員会 総務部
  3.  8 卒業式列席 総務部
  3. 12 予算委員会 総務部
  3. 12 役員会 総務部

総務部・厚生部・広報部の各部会は必要に応じて随時開催

ご　挨　拶
校長　貫井　洋　

　　一如会の皆様には、本校へのご協力とご支援を賜りありがとうございます。

　本年度総会におきまして新しく津田孝範新会長が選任されました。

　長年にわたりご尽力を賜りました玉川孝子前会長には、本当にお世話になりまし

た。本校のことを愛して下さり、多くのご助言もいただきました。今後とも健康に

留意されて、ご活躍いただくことを祈念いたします。津田新会長におかれましても、

今後とも様々に学校と連携を図り、叱咤激励もいただければ幸いです。

　役員の改選も行われました。これまで役員として携われてきた皆様にも感謝を申し上げますとと

もに、新役員の皆様方にも温かく本校をお守りいただくようにお願い申し上げます。

　　一如会の皆様には、本校へのご協力とご支援を賜りありがとうございます。

　本年度総会におきまして新しく津田孝範新会長が選任されました。

　長年にわたりご尽力を賜りました玉川孝子前会長には、本当にお世話になりまし

　　一如会の皆様には、本校へのご協力とご支援を賜りありがとうございます。

　本年度総会におきまして新しく津田孝範新会長が選任されました。

　長年にわたりご尽力を賜りました玉川孝子前会長には、本当にお世話になりまし

　　一如会の皆様には、本校へのご協力とご支援を賜りありがとうございます。

　本年度総会におきまして新しく津田孝範新会長が選任されました。

　長年にわたりご尽力を賜りました玉川孝子前会長には、本当にお世話になりまし

退任のご挨拶
前会長　玉川　孝子

一如会委員として30年余、

会長として３期６年間、無事

務めることができたのも、会

員の皆様の支えと諸先輩方や

教職員の皆様からのご指導、ご理解の賜ものと

感謝申し上げます。

　振り返りますと、この間楽しいことも苦しい

こともありましたが、それ以上に多くの先生方

や委員の皆様と出会う事が出来たことは、私の

宝物です。

　今後は、新会長を中心に委員皆様で、新しい

一如会の運営等進めていただけるものと期待し

ております。

　会員の皆様、関係機関各位の継続的ご協力を

お願いし、また、駒大高校そして旃檀会・同窓

会のますますのご発展ご活躍をお祈りし、退任

の挨拶とさせて戴きます。

玉川さん、お疲れさまでした‼　委員一同

※写真撮影時のみマスクをはずしました。

令和３年度　委員総会開催

●行事への参加お申し込み方法
　はがきに以下をご記載の上、一如会事務局までご送付ください。折り返し会より詳細をご連絡します。
・参加者氏名（全員分）
・「坐禅会参加」または「忘年会出席」
・代表者連絡先（住所・電話番号・メールアドレス等、確実に連絡が取れる方法）
※一如会から返信がない場合は、お手数ですが、お問い合わせください。
※電話でのお申し込みは受け付けておりません。必ずはがきでお願い申し上げます。
※３日前以降のキャンセルは、後日キャンセル料のお支払いをお願いいたします。

　事務局 〒158-8577 東京都世田谷区上用賀1-17-12 　駒澤大学高等学校一如会

今年度の行事について
　新型コロナウイルス感染状況により中止と

なることもあります。そこで、各行事への申

込方法について次のように対応させていただ

きたいと思います。

　坐禅会：開催可否判断は、８月下旬

　忘年会：開催可否判断は、10月上旬

結果は一如会ホームページに掲載致します。

開催の場合のみ下記申し込み方法にて、お申

し込みください。

　一如会ホームページ

http://komakou-ichinyokai.net

　　坐禅会
日　時：１０月９日（土）
　　　　午前１０時半～１２時頃
会　場：駒澤大学高等学校　坐禅堂
会　費：無料
人　数：２０名
申し込み締め切り：９月２６日（土）

忘年会
◆日時 : １１月２７日（土）午後６時～
◆会場 : 東京グランドホテル
　　　　港区芝 2-5-2
　　　　都営三田線芝公園駅 A1 出口より徒歩２分
◆費用 : ６，５００円（当日集金）
申し込み締め切り：１０月３０日（土）


