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ご　挨　拶
校長　貫井　洋　

日頃より一如会の皆様には

学校へのご支援をいただき感

謝申し上げます。

　津田孝範会長のもと、新しい役員体制での活

動が一年を過ぎました。本年度も新しい役員を

お迎えし、会の運営も益々活性化されるものと

思っております。

　今年は、創立40周年の記念の年ですが、記念

式典等については、感染症拡大の懸念から来年

に実施することで計画を進められていると伺っ

ております。

　親睦行事などの実施の判断も難しい舵取りも

迫られる昨今ですが、でき得る限りの感染対策

を講じながら、少しずつでも前進のある一年で

あることを祈念したく思います。

令和４年度　委員総会開催
　令和４年５月２１日（土）、駒澤大学高等学校第一ＡＶ教室において、昨年同様に出席者への検温・

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３年度事業報告・収支決算及び監査報告、令和４年度事業計画・予算、役員の一部変更が提案さ

れ承認されました。
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ご　挨　拶
会長　津田　孝範　

　一如会会員の皆様には、日
ごろより会の運営にご理解、
ご協力を賜り厚く御礼申し上
げます。

　令和３年度の事業も、新型コロナの感染拡大
により中止となり、また、本年が一如会創立40
周年に当たり、記念行事等の計画も検討してお
りましたが、来年度実施することとなりました。
　今年度の事業につきましては、感染対策を講
じつつ、状況に応じて実施してまいりたいと思
います。
　終わりに、去る 1月12日、初代会長・大村宣
雄氏がご遷化されました。創立40年という節目
の年、会長として18年間ご尽力いただきました
ご遺徳に感謝申し上げ、これからも一如会・駒
澤大学高等学校の更なる発展に微力ながら寄与
してまいりたいと存じます。
　今後とも、会員皆様のご支援のほど宜しくお
願い申し上げます。

訃　　報

初代会長　　　　　　大村宣雄氏　　　令和４年１月１２日示寂　世寿９１歳

顧問 （元事務長）　上田栢生氏　　　令和３年１２月寂 　　　　享年８０歳

　ご冥福をお祈りいたします。

一如会委員一同
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総務部新役員ご挨拶
今年度一如会総務部長を務めさせていただくことになりました中西良尚と申しま

す。旃檀会時におきましても皆様にご協力 •ご支援いただきながら活動させていただ

きましたが、またこのような役職を拝命し、責任を感じつつも学校活動に対し協力で

きることを嬉しく思っております。

　今年は少しずつコロナ前の状態に活動を戻していく大切な年度となりますが、通常

の活動と合わせ一如会40周年記念行事も検討していくことになります。

　感染予防を十分にとりながら活動してまいりますので、皆様ご協力の程よろしくお

願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務部長　中西良尚

　旃檀会からのご縁で一如会員として活動させて頂き、今年度、総務部副部長を務め

させて頂くことになりました。

　長引くコロナ禍で本来の活動が儘ならない状況ではありますが、会の発展のため、

微力ながら努めてまいります。よろしくお願いいたします。総務部副部長　小野貴子

　今年度、総務部副部長を務めることとなりました。子どもが在学中の時は旃檀会員

として、卒業後は一如会員として、駒澤大学高等学校の後援活動に関われることを嬉

しく思います。

　微力ではありますが、会長をはじめ一如会員皆様と共に、一如会の発展と母校応援

のために努めてまいります。宜しくお願いいたします。　　総務部副部長　永　尚子

令和４年度 役員・事務局員

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 R3 田中久仁子

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 冨樫　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 R2 中西　良尚

顧　問 元事務長 大内　勝蔵 総務副部長 R2 永　　尚子

顧　問 元事務長 澤口　洋一 総務副部長 R2 小野　貴子 監　査 H11 津田　晶子

顧　問 元事務長 臼倉新治郎 総務副部長 R3 小川　美香 監　査 H17 藤田　　誠

顧　問 元事務長 池墻　良一 厚生副部長 H19 花塚みゆき

顧　問 元事務長 井澤　治男 厚生副部長 H22 菅野美和子

顧　問 S52 鳥澤　俊寛 厚生副部長 H22 山之内美和子

顧　問 H03 成田　孝英 厚生副部長 H22 楠　久美子

顧　問 S62 玉川　孝子 厚生副部長 H22 山崎　安子

相談役 S61 南雲　安幸 厚生副部長 H26 青谷　宏美

相談役 H10 吉田　　明 広報副部長 H19 渡部　良彦 事務局員 学 大野　祥司

赤字は、総会後の役員会で承認されました。

ご　挨　拶
一如会事務局員　大野 祥司　　　　　　　　

　本年度より、一如会の事務局員を担当することになりました大野祥司と申しま

す。私は、 一般企業から転職して公民科教員となり、駒澤大学高等学校に勤務し

まして、今年で２５年目になります。２５年前の駒澤大学高等学校と比べますと、

女子生徒も増え、進学実績も向上するなど、駒澤大学高等学校は大きく変化・発

展してきました。一如会からも今まで多大なご支援と協力を頂いております。深く感謝申し上げ、 

この場を借りてお礼申し上げます。お子様の母校の更なる発展のため、今後ともご支援・ご協力を

よろしくお願い致ます。

　最後になりますが、駒澤大学高等学校一如会が、創立４０周年を迎えられましたこと、心からお

祝いと喜びを申し上げます。 また、一如会の益々ご発展をお祈りいたします。

大野 祥司　　　　　　　　大野 祥司　　　　　　　　大野 祥司　　　　　　　　



令和３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. 10 令和 2年度の会計監査 総務部

  4. 17 委員総会案内の発送 総務部

  4. 24 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. 22
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

  6. 19 役員会→ 7. 3 に変更 総務部

  7.  1 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）→ 中止 厚生部

11. 13 役員会→ 10. 9 に変更 総務部

11. 27
忘年会
　東京グランドホテルにて → 中止

厚生部

12. 10 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
　　　　　　　　　　　　 → 3.12 に延期

総務部

  2. 19 役員会→ 中止 総務部

  3.  8 卒業式列席 → 列席中止 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

　新型コロナウイルスの再拡大により、令和 4
年 1月24日より学校が閉鎖されました。
　それに伴い、オンラインによる授業を実施す
るための「タブレットスタンド」37台など、不
足する機材の購入費用を援助いたしました。

令和３年度
学校教育環境整備事業

一如会創立30年記念として、「絆の森」に大山
桜を植樹してから ､毎年（コロナの間はお休み）
桜の花の写真を撮りに行っていますが、なかな
か満開のタイミングに合わず、今年も数輪残っ
ているだけでした。残念‼　　　　　記　津田

あれから10年‼

２０１４年１０月　植樹記念
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令和４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。

令和４年５月21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。

【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
一如会パンフレットの配布（新入生保護者対象） 総務部

  4. 16 令和 3年度の監査 総務部
  4. 16 委員総会案内の発送 総務部
  4. 16 役員会・40周年記念行事実行委員会 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. 21
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

  6. 18 役員会 総務部
  7. 上旬 一如会だより　発行・発送 広報部
10. 8 坐禅会（駒澤大学高等学校坐禅堂） 厚生部
11. 12 役員会 総務部

11. 26 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. 18 新卒業生保護者への委員募集案内発送
委員留任の案内発送 総務部

  2. 18 役員会 総務部
  3.  8 卒業式列席 総務部
  3. 11 予算委員会 総務部
  3. 11 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

●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８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２４日（土）

忘年会
◆日時 :１１月２６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（予定・当日集金）
申し込み締め切り：１０月２９日（土）


