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Osaka Shin-Ai

Megumikai

大阪信愛学院短期大学同窓会 〒536-8585 大阪市城東区古市2-7-30 TEL 06-6939-4391

ごあいさつ

めぐみ会会長

楠本

光子（家政科４期）

めぐみ会会員の皆様お元気でお過ごしでしょうか。
いつもめぐみ会にご理解とご協力いただき、ありがとうございます。
６月18日、大阪では観測史上初の震度６弱の大阪北部地震に、７月６～７日には西日本豪雨に見舞われ、
各地で大きな被害を受けましたが、会員の皆様方に被害はございませんでしたか。
学院も４月から大阪信愛学院と校名が変更されました。
皆様にお断りをしなければなりませんが、諸事情により毎年発行しております会報を隔年とさせていただきたいと思います。
毎年楽しみに待っていただいている卒業生の皆様には申し訳なく存じますが、何卒ご了承くださいませ。今後は学院行事、情
報などはホームページを充実いたしますのでご覧頂きますようお願いいたします。
なお、ホームページでは投稿アドレスを設けましたので、皆様からの投稿を随時お待ちいたしております。
昨年の楓祭にはSr.村田初子先生においでいただく計画でしたが実現出来ず、本当に残念でした。ご冥福をお祈りいたします。
11月３日の楓祭には、お友達お誘い合わせてお出かけください。同窓会室でお待ちいたしております。

ご

挨

拶

めぐみ会顧問

髙坂

祐夫（短期大学学長）

皆様にはお変わりなくお過ごしでしょうか、日頃は何かと本学運営にご尽力をたまわり心から感謝申し
上げます。また、この度の大阪北部地震に被災された会員の皆様に心からお見舞い申し上げます。
本学の被災状況は、身体的な被害は学生やご家族、教職員、ともに無かったと聞いています。しかし、
数名の学生・教職員の実家で家具の倒壊や食器の散乱破損等の被害が出ています。学院施設の詳細な被害
状況は調査中ですが、体育館の天井板が多数剝れ落ち、学舎の内壁の一部が剥落したり、窓ガラスのひび
割れなどが見られています。
さて、本年４月から併設小学校の共学化に伴い、幼・小・中・高・短大全学の校名を「女学院」から「大阪信愛学院」に改めました。
短大は今後、「大阪信愛学院短期大学」と呼称することになります。馴染んだ名称でしたが新校名が学院の更なる発展の嚆矢と
なると信じています。会員の皆様の旧に倍するご支援を賜りますようお願いたします。
本年は、子ども教育学科73名、看護学科92名の入学生を迎えて、両学科総在籍者数449名が、信愛の建学の精神を身に付けた
保育者、教育者、看護師を目指して切磋琢磨しています。卒業生の皆様のご健康と益々のご活躍を心から祈念し、ご挨拶と致
します。

Homecoming Day

2018

楓祭

11月３日（土・祝）
10時〜15時

城東キャンパス

毎年恒例の〝楓祭〟今年もめ
ぐみ会のために302教室を開放
してくださいます。
ミニミニ・クラス会やお友達
との待ち合わせに、どうぞお気
軽にお立ち寄りください。
「秘密のケンミンSHOW」で
話題になった〝レインボーラム
ネ〟も販売いたします。

西日本豪雨災害

救援募金のお願い

義援金は学院で取りまとめ、カリタスジャ
パンを通して被災者の方々に送られます。
《義援金受入口座》
ゆうちょ銀行 00900-8-45358
店名 〇九九（ゼロキュウキュウ）店
当座 0045358
名義 大阪信愛学院
（オオサカシンアイガクイン）
ご協力をよろしくお願いいたします。

看護学科は設立10年目を迎えました

副学長

髙井

明徳

めぐみ会の皆様にはお元気でご活躍のこととお慶び申し上げます。平素は短期大学の教育にご理
解ご支援をいただき誠にありがとうございます。
看護学科は設立から早９年がすぎ、この４月、10年目を迎えました。この春、７期生が卒業し、
４月には10期生が入学しました。
振り返ると設立時のことがまだついこの間のようによみがえり、時の早さを感じます。しかし、設立時より一年一
年、学生の顔を思い浮かべていくと、様々な思い出の中に、10年目を迎えようとする年月の重みが感じられます。現在、
500名を超える看護師が京阪神地区を中心に活躍し、信愛卒の看護師の活躍がますます広がっていこうとしています。
最近の大変うれしいニュースとして、第９回全国看護学生作文コンクール（厚生労働省、日本看護協会、読売新聞
社等後援、６月９日表彰式）において、2200作品を超える応募の中、本学看護学科２回生の本田千恵さんの最優秀賞
（１名）受賞、また、３回生の土本雛さんの審査委員特別賞（１名）受賞がありました。
本年10月７日（日）に「看護学科設立10周年記念同窓会」として、看護学科の卒業生が一堂に会し、この10年の歩み
を共に喜び合いたいと考えています。看護学科の卒業生の皆様には是非ご参加いただきたいと思っております。
また、全卒業生の皆様には、これからも看護学科を温かく見守り、ご支援をいただきたく、何卒よろしくお願い申
し上げます。

卒業生からのお便り

沖縄から

「めぐみ会」の皆様こんにちは。

としてジュゴンや貴重なサンゴがある素晴らしい自然の海

今回思いがけないお声がかかり、戸惑いながらもこのよう

を大規模に埋め立てて永久的な基地を作ろうとしていま

な機会を下さったことに感謝しております。

す。沖縄県民は、それを阻止しようと県民挙げて「座り込

４人の子育てを終えて、現在沖縄市にあるコザ聖母幼稚

み」の反対運動を続けています。基地がある限り平和はあ

園（ショファィユの幼きイエズス修道会が50年前に立ち上

りません。沖縄は基地あるゆえに米軍の戦争加担者、ある

げ、歴代のシスター方が築きあげた素晴らしい園風）をシ

いは協力者として戦後70年を過ぎても戦争は終わっていな

スター田口みどり園長先生から引き継いで４年目になりま

いのです。さらに基地拡張となると、永久に戦争は終わら

す。今年は11月３日に50周年記念式典を行う予定です。こ

ないということになります。基地という武器を持つことに

れからのカトリック幼稚園の役割の大きさ（子供たちへの

より平和が来るはずがありません。真の平和が来るように、

宗教教育は勿論、カトリック布教の窓口として未信者の多

皆様にも是非、祈っていただきたいと思っております。

い保護者への宣教）また、幼児教育要領の改訂に伴い、今

「めぐみ会」を運営してくださっているスタッフの皆様、

までのモンテッソーリ教育の重要さをひしひしと感じなが

この度は本当に有難うございました。どうぞ、これからの

らも毎日楽しく子供たちと関わっております。

ご健康とご活躍をお祈りいたしております。

ここ沖縄は、観光地としてよく知られておりますが、沖
縄北部に日本政府が米軍のために、また自衛隊共有の基地



山田

勢津子（旧姓 亀島）（初等教育学科

1972年卒）

保育科９期同窓会
次回の喜寿開催にも元気で集えることを約束し、別れを

平成30年５月19日（土）
、京橋ホテルモントレにて保育
科９期の３クラス合同古稀同窓会を開催いたしました。お

惜しみながらの閉会となりました。

忙しい中、西村先生、種谷先生、今本先生、また遠くは東



京、静岡から参加してくださり楽しいひとときを過ごすこ
とができました。
前回の還暦同窓会以来９年ぶりの同窓会でしたので、い
ろいろ気にはなっていましたが、30名のクラスメートの再
会で喜びを分かちあうことができました。
今も現役で活躍されている方、福祉関係で地域の皆さん
をお世話されている方等、老いることなく活躍されている
お話を聞かせていただき、まだまだ頑張れる自信を感じる
ことができました。

畑中

澄子（旧姓 塚本）（保育科

1969年卒）

〜訃報〜
Sr.村田初子（スール・セント・レア）元・学長様が、2017年９月19日に帰天されました。享年87歳。
帰天される前日に、付き添われたシスターに最期の思いを託されました。
「総長様 修道会家族 親族ご一同様 今日を迎えることができました 心から 感謝いたしております
事業所における協力者 恩人 友人 知人に 心から 感謝いたしております すべてに感謝いたしており
ます 神様からいただいた恵みは大きな幸せでした」
最期まで私たちのお手本となる生き方を示して下さったSr.村田初子先生の永遠の安息をお祈りくださ
い。今は仁川本部修道院のメモリアルホールに眠っていらっしゃいます。ぜひお訪ねください。

2017年度 めぐみ会



自2017年04月01日

至2018年03月31日

収入
概要

科目
前年度繰越金
楓祭売上金
会費
支部資金返還
利息
合
計

金額
3,127,310
51,200
1,470,000
104,705
1,529
4,754,744

147名×＠10,000円
福山支部

支出
概要

科目

通信費
印刷・広告費
事務費
支払手数料
慶弔費
交通費
光熱費
新入会員歓迎会費
短大祭催物費
次年度繰越金
合
計
現金
普通預金
小口普通預金
小口現金
合

会計報告

金額
457,124
527,859
4,682
3,240
152,128
54,520
24,000
162,940
19,386
3,348,865
4,754,744

会報送付（7,848通）、案内送付等
会報印刷・ホームページ管理費
残高証明書手数料 和紙仕様A4用紙（新入会員への案内状）
各種振込手数料
卒業式・戴帽式・演奏会御祝、弔電、供花代、小学校竣工御祝（100,000円）
役員会出席者分
2017年度
印鑑付ボールペン158本・不織布バッグ（200枚）
催物材料代

次年度繰越金内訳

積立金口

145,435 前期繰越金
3,181,332 当期積立金
86 当期取り崩し
22,012
期末残高
3,348,865

15,000,000
0
0
15,000,000

（単位：円）
※会計監査の結果、上記の通り承認いただいております

計



切り取り線
2017年度 ご退職
初 ・ 生 ・ 環 ・ 看 ・子

昭・平
西暦

住 所 変 更 届 欄

幼稚園教員養成所・保・家

フリガナ

氏名

（看護学科事務職員）

〒



住 所

中野 陽子 さん

新

（看護学科）

切り取り線



新電話番号

村上 明美 先生

会報およびホームページへの掲載

（看護学科）

フリガナ

（旧姓）

年卒業

掲載可 ・ イニシャルで掲載可 ・ 掲載不可

石井 あゆみ 先生


＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊メッセージをお寄せ下さい＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

お世話になった先生方

大阪信愛学院短期大学に名称が変わりました！

めぐみ会からのお知らせ

大阪信愛学院短期大学（女子校）

旧校名

大阪信愛女学院短期大学

大阪信愛学院高等学校（女子校）

旧校名

大阪信愛女学院高等学校

大阪信愛学院中学校（女子校）

旧校名

大阪信愛女学院中学校

同窓会報「Megumikai」の次号発行
は2020年秋になります。
住所などの変更や近況報告のお届け
は下部の葉書、めぐみ会HPにて受け付
けています。
また、下記のメールにておたよりを
お寄せ下さい。お待ちしています。

大阪信愛学院小学校（共学校）

旧校名

大阪信愛女学院小学校

大阪信愛学院幼稚園（共学校）

旧園名

大阪信愛女学院幼稚園

E-mail otayori@shinai-megumi.org

大阪信愛学院保育園（共学施設）

旧園名

大阪信愛保育園

学校法人 大阪信愛女学院が設置する学校および保育施設の名称を2018年４
月１日より、以下のとおり変更いたしました。



なお

学校法人名称

大阪信愛女学院

は変更ございません

公開講座のお知らせ

看護学科10周年記念
同窓会のご案内

2018年10月27日（土） 14：00〜16：00（16：00〜16：45 参加者交流会）
講師 園芸セルフケア教室／寺田 裕美子
演題 都市公園でのプログラム報告
〜比叡山フィールドワーク 江戸後期の採薬和歌を訪ねて〜

日時：2018年10月７日（日）
12：00～
場所：鶴見学舎

園芸セルフケア教室は、京都の梅小路公園で行っている、園芸療法士がサポートしている
プログラムです。
日頃、毎週木曜日に公園で花壇の手入れや植物の勉強会などグループで行っています。
今回、参加者から数人お越しいただき、この春に実施した比叡山での薬草フィールドワー
クについて報告いただきたく思います。

【城東キャンパス（子ども教育学科）アクセス】

皆さんのお越しをお待ちしております。
詳細は別途ご連絡いたします。

【鶴見キャンパス（看護学科 専門教育学舎）アクセス】

〒536-8585 大阪市城東区古市2-7-30 TEL.06-6939-4391

〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見6-2-28 TEL.06-6180-1041

○地下鉄長堀鶴見緑地線「今福鶴見」①出口から北へ徒歩15分○
地下鉄今里筋線「新森古市」①出口から南へ徒歩5分（京阪「関目」
から地下鉄今里筋線「関目成育」は隣接）○近鉄「布施」から
市バス86乗車、「緑一丁目中」下車○阪急京都線「上新庄」から
市バス86乗車、「緑一丁目中」下車

○地下鉄長堀鶴見緑地線「今福鶴見」③出口から徒歩10分○地下
鉄今里筋線「新森古市」①出口から徒歩10分○近鉄「布施」か
ら市バス86乗車、「鶴見6丁目」下車○阪急京都線「上新庄」か
ら市バス86乗車、「鶴見6丁目」下車

両キャンパス共に、駐車場に限りがありますので、お車でのお越しはご遠慮ください。

年卒業

６月に発生した大阪北部の地
震、７月の西日本豪雨により、被

（旧姓）

災されました皆さまにお見舞い

フリガナ

を申し上げます。自然は癒しを
与えてくれる一方で厳しさをも

昭・平
西暦

感じさせる、と痛感しています。
今号では、会報の発行を隔年
にすることをお伝えすることと
なりました。
「めぐみ会」のことをもっと
知っていただければ…と、今後
たいと思っています。是非、卒

〒

業生のお声をお聞かせくださ
い。お待ちしています。

住

氏名

所

お忙しい中、ご寄稿いただいた
フリガナ

初 ・ 生 ・ 環 ・ 看 ・子

はホ－ムペ－ジの充実化に努め
幼稚園教員養成所・保・家

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

行

同窓会めぐみ会

大阪信愛学院短期大学内

大阪市城東区古市２−７−30

5 3 6 8 5 8 5
6２円切手を
お貼り下さい

郵

編集後記

切り取り線

便 は が き

切り取り線

皆さまに心から感謝いたします。

