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G r e e t i n g

ごあいさつ
　立秋の候、皆様におかれましてはます
ますご健勝の事とお慶び申しあげます。
平素は同窓会活動にご賛同、ご協力を賜
り誠に有り難うございます。
　同窓会は2009年の募集停止から始ま
り2015年の大学閉校までの6年間、大学
に対して拳をあげたり告訴をしたり愛
する母校と対峙し、役員一同やり場の無
い本当に辛い6年間でした。しかし、閉校
後、大学は尼崎市に移管され本館、3号館
は公益財団法人「尼崎健康医療財団看護
専門学校」としてすでに開校され、図書

館も市民の図書館として開放され、サピエンチアタワーは尼崎市教
育総合センターにチャペルは市民の憩いの広場、学生会館は子供支
援センターと成って生まれ変わっています。百合学院と共にあの地
が文教地区として昔のままの姿で残されていることを目のあたりに
しますと今までの感情は母校へのより一層の愛着心を感じます。同
窓会室と倉庫をチャペル横に移動し、昨年の11月3日、第2回サピエン
チアファミリーフェスティバルの折には英知短期大学、英知大学、聖
トマス大学の記念碑をチャペル横に建立致しました。この地に大学
が存在した証を残すと同時に同窓会組織をこれからも継続してゆく
事の決意を新たに致しました。尚、この記念碑の建立に際しましては
皆様からの温かいご寄付をもって建立させて頂きました事、この書
面をお借りしましてご報告とお礼を申しあげます。
　我々はこの記念碑の建立を一区切りとさせて頂き、同窓会活動の
次への方向性を模索し始めました。
・同窓会室を尼崎市の建物の中に置いている事の意義と責務。

・大学組織の無くなった今、同窓会（サピエンチア会）会則の見直し
・サピエンチア会組織、役員の充実
・地域社会への貢献（恩返し）
・同窓会組織継続への布石（人・物・金）
等々が考えられますが今年度は会則の見直し、組織の充実、地域貢献
を旗印に新メンバーも含めてチャレンジをしていこうと考えていま
す。
　まずは8月5日（土）尼崎市主催のサマーセミナーに参加しました。昨
年、母校と隣の百合学院の教室を使って2日間で50分授業を300講座開
講していました。講師は市民、受講生も市民です。今年は母校の近くの
尼崎市立双星高校で開催されました。同窓会から松本信愛先生、井田
先生をはじめ職員の方、卒業生等に講師をお願い致しました。午後か
らは大学に戻り元チャペルに於きまして茶話会を開催いたしまし
た。詳しくはホームページをご覧ください。
　次に会則の見直しですが、従来の会則は大学が存在していた時の
会則でほぼ有名無実で、会則の前文には「同窓会は大学の発展に寄与
し同窓生の親睦を図るのが目的」とされていましたが、その大学が存
在しません。今の同窓会のおかれている立場を今一度考え、現状に即
応した会則に改訂いたしました。
　今年の12月2日（土）には、その「新生サピエンチア会発足記念祝賀会
及び合同同窓会」を新大阪ワシントンホテルプラザに於いて開催致
します。詳しくは下記「新生サピエンチア会  発足記念祝賀会及び合
同同窓会詳細」をご覧頂き、是非祝賀会にご参加を頂けますようよろ
しくお願い致します。同時に同窓会役員の見直しを行いました。祝賀
会会場にて新役員を皆様にご紹介させて頂きます。
　一年目から飛ばし過ぎかも知れませんが一年目だからしておかな
いといけないこと、一年目だから出来る事、新メンバーを含めて活動
を開始いたしました。母校はなくなりましたが、無くなってからの方
が卒業生の熱い英知魂を感じています。どうぞこれからもご協力の
程よろしくお願い申し上げます。

開催日時：2017年12月2日（土）13：00～ 16：00 (受付開始 12:00)
会　　場：新大阪ワシントンホテルプラザ  ルミエール
　　　    〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島5-5-15
       　　☎06-6308-8700　
会　　費：7,000円・・・11月15日(水)までの払込み
　　　　 ※会場の都合上出来るだけ11月15日までにお支払いください。
　　　　 8,000円・・・当日現金払い
申込方法：同封のハガキに必要事項をご記入いただき、切手を貼って郵
送ください。準備の都合上10月中に投函をお願い申し上げます。
お支払方法：同封の『郵便振替 払込取扱票』に入学年、学科、氏名、住所を
ご記入の上払込みください。尚、払込受領証は当日ご持参ください。
11月15日（水）までにお支払いが出来なかった場合は、当日受付で　
8,000円をお支払いください。
キャンセルポリシー：ハガキで申込みをされ、11月15日までに払込み、
11月15日までにキャンセルの申し出がなされた場合は、費用の100％
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ご注意! 母校での11月3日のフェスティバルはございません
2017年～19年の3年間は教授棟、教室棟の取り壊しと整備の為に母校構内は
使用不可となっております。2020年の復活フェスティバルを乞うご期待!

新生サピエンチア会 発足記念祝賀会及び合同同窓会 詳細 を返金いたします。11月16日以降のキャンセルは返金いたしませんの
で、ご注意ください。
キャンセル方法：件名に『祝賀会キャンセルのご連絡』と入れて　　　　
Email : jimukyoku＠sapientiakai.coｍ までご連絡ください。
当日の祝賀会は歌や演奏など楽しい企画を考えています。サピエンチア
会ウェブサイトや、facebookに順次アップいたしますのでご確認くださ
い。是非同期のご友人やクラブ仲間をお誘いいただきますようお願いい
たします。皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
http://www.sapientiakai.com　   http:facebook.com/sapientiakai
ご質問やご要望がございましたら下記アドレスまでご遠慮なくお申し
付けください。
Email : jimukyoku＠sapientiakai.com



　授業では常に「人のいのち」をテーマにしていたので、多くの学生
が高い関心を示してくれ、教師として大きな喜びでもあったし、や
りがいがあった。「先生の授業を受けて、看護師になる決心をしまし
た」と言って、卒業後、看護学校へ行った学生がいた。しかも、その看
護学校で、外部から講師を呼んで特別講演をしてもらうという企画
があり、その卒業生が私を推薦して、学校が認めて講義を行った。教
師冥利に尽きると感じたものである。

【海外研修旅行の思い出】
　国際交流委員会委員長として多くの海外研修旅行を企画した。も
ちろん旅行の手配は旅行会社を介するが、添乗員が付いていくと、
その経費を参加学生が払うことになる。そこで、研修旅行では、教員
が添乗員の役もする形で何度も実行した。私もその形で何度も行く
ことになった。（研修旅行を企画しても、引率してくださる先生が見
つからないときは、いつも私が行ったような気がしている…）旅行
にはトラブルがつきもので、私が引率した時もいくつかあった。空
港で、学生の荷物が出てこないことがあったり、予定の飛行機が飛
ばなくて慌てたこともあった。しかし、一緒に研修旅行に行くこと
で、通常では味わえない学生とのコミュニケーションは、何物にも
代えがたい良い経験となった。

【その他の思い出】
　以上のように、多くの学生との付き合いができたことは、私に
とって大きな宝物である。学生たちも、家に帰って、私の授業やクラ
ブでのことを親に話したことがよくあったようである。もちろん
（？）学生は、私のことを「しんあい先生」と言って家で話しているよ
うなので、保護者懇談会で胸に「松本」の名札を付けてお話ししてい
ると「松本先生って、ひょっとして、しんあい先生ですか？」とよく
きかれたものである。ちなみに本名（信愛）は「のぶよし」だが、親し
みを込めた「シンアイ先生」「シンアイ神父」「シンアイさん」という
呼び方が気に入っている。
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40年間の思い出
松本  信愛 先生

　私は1971年の4月から2011年の3月ま
で、40年間「大学内に住み込み」で働い
た。その間に、役職としては「学生課長、
学生部長、国際交流委員会委員長、宗教
主事、学生支援室長、学長補佐、神学科
長、人間学科長、人間文化学科長」を務め
た。授業では「キリスト教学、倫理学、人
間学、いのちの教育、生命倫理、基礎演
習、人間学演習、倫理神学、倫理神学演

習」を担当した。また、クラブ関係では「軽音楽部、カトリック研究
会、混声合唱団、卓球部、サッカー部、硬式テニス部、軟式テニス部」
の顧問を務めた。その他、吹奏楽部の指揮や、スキースクールの指導
員もしたことがある。また、海外研修旅行では、ヨーロッパやアメリ
カへ10回近く引率者として参加した。これらの中から1000文字程度
で「思い出」を書くのは至難の業であるが、強く心に残っているもの
の中から2～ 3のエピソードを取り上げてみる。

【クラブの思い出】
　多くのクラブの顧問は、退職まで担当したが、40代くらいまでは、
新入生歓迎コンパや卒業生の追い出しコンパ、また、夏の合宿等、自
分も学生気分で付き合っていた。体育系の合宿では、初めの頃は練
習がきつく筋肉痛になり、私も学生も民宿の階段を四つん這いに
なって上り下りしたが、やがて、そのようなきつい練習を学生達が
しなくなり、時代が変わったことを痛感した。

【授業の思い出】
　いろいろな授業を担当したが、印象深く残っているものの一つ
は、数年にわたって300人以上の受講生を対象に階段教室で講義し
たことである。しかも、成績を出来るだけ客観的につけるためと、学
生が授業に集中するために、毎回授業の終わりにコメントを
書いて提出してもらったので、その採点が大変であった。毎
週のことなので、忙しさで後に回すと、あっという間に1000
枚、2000枚となってしまう。採点後のものを入れた段ボール
箱がいくつも倉庫に積まれた。

英知短期大学、英知大学、聖トマス大学の
記念碑の建立と除幕式
　尼崎市のご好意によりチャペル横に英知短期大学、英知
大学、聖トマス大学の記念碑を建立することが出来ました。
その除幕式を昨年の11月3日に執り行いました。テープ
カットは元聖トマス大学学長の大井静雄様、元英知大名誉
教授の井田規文様にお願いし、松本信愛神父様に祝別式を
していただきました。我々の想い出を刻んだ碑が記念とし
て残せることは、たいへん喜ばしいことです。同窓会役員と
しては少し肩の荷が下りたようにも感じる瞬間でした。
1974年西文科入学　サピエンチア会 副会長  篠原 一夫
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第2回サピエンチアファミリー
フェスティバルについて

物故者ミサ

1973年 英文科入学  サピエンチア会 幹事長  村島  裕男

藤原博、鈴木龍仁 応援団演武 泉慎磨・堀本圭祐

扇敏子クァルテット 大上留利子と仲間たち 平山修三 山口真央（園田苑）

サピエンチアファミリーフェスティバルの楽しい一日

会員名簿は卒業年から入学年を基準とした期生での管理に変更いたします
※生年月日から入学年・何期生を導く早見表です

生年月日（現役で入学の場合） 入学年 入学年（基準）

※上記卒業年は3月卒業したその年です。年度ではありません

短大・大学共通 短大 大学

1943年4月～ 1944年3月
1944年4月～ 1945年3月
1945年4月～ 1946年3月
1946年4月～ 1947年3月
1947年4月～ 1948年3月
1948年4月～ 1949年3月
1949年4月～ 1950年3月
1950年4月～ 1951年3月
1951年4月～ 1952年3月
1952年4月～ 1953年3月
1953年4月～ 1954年3月
1954年4月～ 1955年3月
1955年4月～ 1956年3月
1956年4月～ 1957年3月
1957年4月～ 1958年3月
1958年4月～ 1959年3月
1959年4月～ 1960年3月
1960年4月～ 1961年3月
1961年4月～ 1962年3月
1962年4月～ 1963年3月
1963年4月～ 1964年3月
1964年4月～ 1965年3月
1965年4月～ 1966年3月
1966年4月～ 1967年3月
1967年4月～ 1968年3月
1968年4月～ 1969年3月
1969年4月～ 1970年3月
1970年4月～ 1971年3月
1971年4月～ 1972年3月
1972年4月～ 1973年3月
1973年4月～ 1974年3月
1974年4月～ 1975年3月
1975年4月～ 1976年3月
1976年4月～ 1977年3月
1977年4月～ 1978年3月
1978年4月～ 1979年3月
1979年4月～ 1980年3月
1980年4月～ 1981年3月
1981年4月～ 1982年3月
1982年4月～ 1983年3月
1983年4月～ 1984年3月
1984年4月～ 1985年3月
1985年4月～ 1986年3月
1986年4月～ 1987年3月
1987年4月～ 1988年3月
1988年4月～ 1989年3月
1989年4月～ 1990年3月
1990年4月～ 1991年3月

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1期生
2期生
3期生
4期生
5期生
6期生
7期生
8期生
9期生
10期生
11期生
12期生
13期生
14期生
15期生
16期生
17期生
18期生
19期生
20期生
21期生
22期生
23期生
24期生
25期生
26期生
27期生
28期生
29期生
30期生
31期生
32期生
33期生
34期生
35期生
36期生
37期生
38期生
39期生
40期生
41期生
42期生
43期生
44期生
45期生
46期生
47期生
48期生

卒業年 卒業年

　昨年11月3日、第2回サピエンチアファミリーフェスティバルが尼
崎市の母校跡地で、盛大に開催されました。
　卒業生、元教職員の方々の追悼ミサに続き、旧チャペル入口で大学
記念碑の除幕式が行われ、大井元学長をはじめ、多くの卒業生に参加
していただいたことは、母校への熱い思いの表れだと感じました。と
りわけ、藤本会長自らデザイン、制作された木製の五羽の白い鳩と大
学の50年余りの歴史が刻まれた記念碑が織りなす小さな空間に
10,000人の青春と希望が凝縮されていることに、感慨無量になりま
した。
　1973年西文科入学、藤原博さんのフルート演奏が1960年創立から
未来に誘うような空気を醸成し、フェスティバルのすてきな幕開け
になりました。その後、会場をコロクトリウムに移し、まさに職人技
のOG、OBの皆さんによる恒例『安くておいしい模擬店』のにぎやか
な開店へと続きました。
　前回に引き続き、応援団の学歌演舞、大団旗披露は、私たちの魂を
震わせ、大学・青春時代の記憶を走馬灯のように甦らせてくれまし
た。また、例年ご協力いただいている平山修三さん、大上留利子さん、
扇敏子クァルテットなど多彩な皆さまの歌や演奏は、私たちだけで
はなく、多くの地元の方々にも楽しんでいただき、フェスティバルを
大いに盛り上げていただきました。
　今回の目玉企画である卒業論文返却コーナーには、たくさんの卒
業生が、『思い出探し』に来場してくださり必死になって探す姿が、と
ても印象的で、中には「ワー、私のあった！！」と叫ぶ姿や「○○君の卒
論やわー！！」と笑い声が上がる光景を見ると、藤本会長をはじめ5人
で大量の論文を仕分けした苦労が報われ、さわやかな気分になりま
した。
　そして、フェスティバルは天気にも恵まれ、無事すべてのスケ
ジュールを終えることができました。
　今回、初めてスタッフとして協力して、尚且つ初めて分かった事が
あります。それは、今まで多くの役員、卒業生の方々が準備から設営、
運営までボランティアとしてお手伝いいただいたお陰で、開催出来
ていたことを改めてかみしめ、長年の活動に感謝の気持ちで一杯に
なりました。
　これからは我々が次の世代につないでいけるように心新たにし
た、感動・感謝のホームカミングデイ〔サピエンチアファミリーフェ
スティバル〕でした。
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●カーブス千里丘 大阪府摂津市千里丘東3丁目1番25号　勝ビルディング3F TEL.072-631-3100　FAX.072-631-3110

●カーブス吹田山田 大阪府吹田市山田南22-5　SYCビル2F TEL.06-6816-8000　FAX.06-6816-8007

●カーブスディオス北千里 大阪府吹田市古江台4-119　ディオス北千里5番館 TEL.06-6834-3030
●カーブス蛍池 大阪府豊中市蛍池東町2-6-6　蛍池サンビル2F TEL.06-6846-3666　FAX.06-6846-3667

お気軽にお問い合わせ下さい。

　カーブスは、「女性のための30分の健康体操教室」をコンセプトにアメ
リカで誕生しました。現在、世界80カ国以上、国内では1800店舗以上展開
しています。メンバーさんは40代以上の方が多く、高齢化社会の今、国や
医療機関からも注目を集めています。

1回無料体験キャンペーン実施中!!1回無料体験キャンペーン実施中!!

TEL 072 631 3100 FAX 072 631 3110

　６月19日、オーストラリア牛が中心のステーキ＆ワイン「肉
バル オーガス」が、江坂駅近くにグランドオープンしました。
　世界的に評価が高い最高品質の牛肉、ブラックアンガス牛の
ロングフェッドと黒毛和牛との交雑種を中心に、高品質でリー
ズナブルな料理を提供しています。さらに珍しいカンガルー
ミートも楽しめます。
　飲み放題付コースメニューも、多数取り揃えていますので、お
気軽にお立ち寄りください。

6/19 「肉バルオーガス」が
江坂駅近くにオープン!!

大阪府吹田市豊津町10-11 池上ビル 1F

営業時間／17:00～翌2:00
〔ラストオーダー／1:00ドリンクラストオーダー／1:30〕

TEL.06-6368-6668

江
坂

広芝町

オーガス
鶴兆別館 ↑
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中
央

梅
田
↓

↑
千
里
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央

梅
田
↓内環状線内環状線

東急ハンズ東急ハンズモス
バーガー
モス
バーガー

年中無休

駐車場100台完備

〔アクセス〕阪急宝塚線「蛍池駅」徒歩5分
大阪モノレール線「蛍池駅」徒歩5分、
「大阪空港駅」徒歩5分

鶴兆別館 蛍池店
所在地／大阪府豊中市蛍池北町3丁目2番地3号（業務スーパー蛍池店 2F）
営業時間／16:30～23:00（ラストオーダー22:30）
TEL.06-6857-1129

鶴兆別館 江坂店
大阪府吹田市豊津町13-2  ※MAP左記参照
TEL06-6385-1129
営業時間16:30～23:00（L.O.22:30）
定休日/無　※年末年始（12/31・1/1）

　「炭火焼肉鶴兆別館」は蛍池店と江坂店の2店舗があります。先
日、蛍池店が「北摂一コスパの高い炭火焼肉の食べ放題」をスタート
しました。テーブルで注文可能なオーダーバイキング形式です。職
人が厳選したお肉を使用して、90分 大人3,000円（税別）、小学生
は半額。価格・ボリューム・味、全てに満足してもらえる内容です。
　さらに、お一人様プラス1,200円で生ビールも飲める飲み放題
メニューもお楽しみいただけます。蛍池店は、大型駐車場も完備し
ていますので、ぜひご家族でお越しください。江坂店では、好評の
「単品飲み放題」もご用意しております。
　また、両店舗で毎月29日は、お得な「鶴兆肉の日」キャンペーン
を実施しておりますので、お気軽にご利用ください。

鶴兆別館
（業務スーパー蛍池店 2F）

中国自動車道
中央環状線

国
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第十八中学校

女性だけの30分健康体操教室

まずは測定
で

お体Che
ckしません

か!まずは測定
で

お体Che
ckしません

か!

詳しくは下記まで、お気軽にお問い合わせください。



□学校で友達関係が築けない
□集団行動がうまくできない
□人とのコミュニケーションがとれない
□じっとしていられない、
　黙っていられない
□我慢をすること、
　感情のコントロールが苦手
□想像力、見通しが困難

試し打ちした後お買い求め頂けるので、とっても安心 !!
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ゴルフパートナーは店舗数・中古クラブ販売本数
で世界一、中古ゴルフクラブの市場においてトッ
プシェアを誇るゴルフショップです。全てのゴル
ファーのニーズに応えるオンリーワンショップを
目指しています。クラブ選びでお困りのお客様に
は最適な１本をご案内、またスコアアップへの的
確なアドバイス等、ゴルファーのあらゆるニーズ
に応えています。

宝塚チボリゴルフセンター店は
 打ちっ放しがあります。

●ゴルフパートナー枚方店 大阪府枚方市須山町82-20 TEL.072-848-2077　FAX.072-848-2066

●ゴルフパートナー 170高槻店 大阪府高槻市大塚町5-17-2 TEL.072-668-1651　FAX.072-668-1652

●ゴルフパートナー宝塚店 兵庫県宝塚市安倉西4-3-20 TEL.0797-85-3633　FAX.0797-85-3632

●ゴルフパートナー西宮中央店 兵庫県西宮市両度町6-33 TEL.0798-66-5300　FAX.0798-66-5360

●ゴルフパートナー
　宝塚チボリゴルフセンター店

兵庫県宝塚市弥生町358
チボリゴルフセンター内

TEL.0797-85-3988　FAX.0797-85-3989

●ゴルフパートナー神戸名谷店 兵庫県神戸市垂水区名谷町1852-1 TEL.078-704-5777　FAX.078-704-5778

ゴルフクラブ、売るのも買うのもゴルフパートナーへ !  お気軽にお問い合わせ下さい。

皆様のクラブ、買い取ります!!

http://www.value-net.co.jp

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-1-19 垂水ビル

□ 通所介護  TEL.06（6337）4126   FAX.06（6337）2641
□ 訪問介護／居宅介護支援／障がい者（児）相談支援
TEL.06（6330）1870   FAX.06（6330）1831

「癒し」のひと時を̶̶
思わず笑みがこぼれます。
入浴特化型デイサービス「安寿の杜」

イサービスにも様々なスタイルがありますが、私たち安

寿の杜が提案するのは、利用者様からのリクエストが最

も多い「入浴」に特化させたサービスです。それも「少人数」「短時

間」というキーワードを柱とした、新しいスタイルを確立させて

います。最大でも1回10名までの利用としているので、常にきめ

細やかなサービスがご提供できます。また、「入浴」に特化するこ

とで、1回3.5時間という短時間での利用が可能となっています。

設では、メインゾーンに高級感漂うダークブラウンのソ

ファーを設置。入浴後はここで心落ち着けながら談笑し

たり、ティータイムを楽しんだり…心身ともに、癒されていくこ

とでしょう。また、浴室やトイレ、ベッドルームなどバリアフリー

化された清潔で明るい空間も、利用者様にきっと気に入っていた

だけるはずです。“まるで高級スパ施設”̶̶そんな声が聞かれる

贅沢なロケーション。この機会に、是非ご利用をご検討下さい。

デ

施

大阪府指定 放課後等デイサービス

☎06-6876-7890
☎06-6382-5522

http://www.happy-terrace.com

受付／【平日】11:00～20:00  【土曜日・長期休暇】9:00～18:00
吹田市朝日町5丁目5　クレールメゾン1Ｆ※JR｢吹田｣駅徒歩1分

吹田市山田東 4丁目 12-10　※阪急／モノレール山田駅から徒歩 8分　阪急バス佃駅から徒歩 3分

山田東教室

吹田教室

ハッピーテラスでは、社会性スキル、生活スキル、学習スキル、身体スキルの4つのテーマ別に
トレーニングカリキュラムを提供しています。カリキュラムはお子さまのテーマに合わせて
選定します。グループワークで楽しい時間を過ごす中でそれぞれのスキルを習得しながら、
コミュニケーション力を高めます。

グループワークによる　　つのスキルトレーニング44
なんとなくでも心当たりがあるなら、
まずはお気軽にご相談ください。
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http://dr-reform.pc-underground.info/
76年英文科入学の島田稔が兄と営んでおります

園田本店
 TEL  06-6498-2394

TEL  06-7172-3383

尼崎市東園田 2丁目 93-10
（阪急園田駅北へ徒歩６分）

泉マルセン
大阪市都島区毛馬町1-10-17

17時～24時　不定休
1972年入学　泉啓太がいつもおります

ヤキトン 居酒屋

を

1973年英文科入学

メディカル事業部
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レディースショップ トラヤ

メンズショップ トラヤ

1969 年西文科入学
サピエンチア会会長　藤本　滝三

我が母校
この美しき言葉を
美しくたらしめよ
（開学 50周年記念誌より）

〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜 4-3-1
 ( 淀屋橋 odona１F)
Tel: 06-6233-2000

〒541-0058
大阪府大阪市中央区南久宝寺町 4-3-9
Tel: 06-6251-7772 http://www.111dep-toraya.com/

K・Mプラムセレクトがみなさまにお届けしたい念い

縁起の良い女松葉エキス入り

女松梅干めまつうめぼし

紀州南高梅使用

梅の特産地、紀州・和歌山県で初めて有機栽培に認定された梅

1982年西文科入学
代表取締役社長　芝   邦 浩

人気
No.1

紀 州 南 高 梅 の 加 工 販 売    梅 関 連 商 品 の こ と な ら お ま か せ 下 さ い 。

和歌山県田辺市古尾14番8号0120-24-1155  FAX.0120-14-5018
http://www.km-plumselect.com/    E-mail order@km-plumselect.com

「安心」して召し上がれる安全でおいしい食べものをお届けすることで、日本
の家庭の「健康」を支えていく企業へ。 Ｋ・Ｍプラムセレクトではその想いを軸
に、健康づくりを基盤とした食べものづくりを行っております。食べものの特
性を活かし、人々の健康に貢献する。 消費者の方々、お得意様、仕入れ先協力会
社様、生産農家様等々ご縁を頂く皆様とともに心と心が通い合うヒューマン
カンパニーを目指しています。

Ｋ・Ｍプラムセレクトでは、和歌山の大いなる自然に育まれた南高梅の魅力を
さらに高め、消費者の皆様に安心と安全、そして自然の梅が持っている、梅本
来の味をお届けいたしたく、国内でも早くから南高梅の有機栽培に取り組み、
和歌山有機認証協会 （WOCA）より、和歌山県で初めて有機栽培の認証をうけ
ました。

WOCAは、英語表記であるWakayama Organic Certified Associationの略。 
このマークは、生産者と消費者を信頼の絆で結ぶ100%有機の証です。 Ｋ・Ｍプ
ラムセレクトグループの有機栽培農園は、WOCAの認証を受けています。



編 集
後 記

　今回会員と広告の出稿をしてい
ただいた会員のお蔭を持ちまして
会報を皆様にお届けすることがで
きました。編集者として感謝いた

します。誠にありがとうございます。
　昨年は母校がなくなり、悲しみを感じたのは
正直な気持ちです。皆様も同じ思いをされたこ
ととお察しいたします。しかし、私たちの出会
いは変わらず今後も続くと信じています。今回
の会報では新生「サピエンチア会」の新しい船
出を皆様にお届けできるよう構成には配慮い
たしましたが、ご希望に添えているかどうか気
になります。ご意見ご希望がございましたらご
遠慮なくお知らせいただければ幸いです。
　今後も会員相互の親睦ツールとしてより良
いものを発行できるようご協力の程お願いい
たします。
　なお、年1回の発行になりますが、近況報告、
同期生への告知の場としてご活用いただきま
すようお願い申し上げます。
1976年西文科入学　サピエンチア会副会長　和田　隆

寄付金のお願い

各種証明書発行に
ついてのお知らせ
各種証明書の申請方法

　時下、同窓生の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
親睦団体としてサピエンチア会はその仲間を繋ぎ、共に成長をして行く場で在りたいと考えます。
同窓会の活動は会員の皆様からの年会費と寄付金にて運営をしています。同窓会活動内容に関し
ては、①11月3日のホーム・カミング・デイの開催と②年一回の会報をお届けしてまいりました。し
かしながら昨年は活動予算の関係上、会報の発送を見送りました。楽しみにして頂いています会員
の皆様には誠に申し訳ありませんでした。改めてお詫びいたします。今回、同窓生の方々の協力を
いただきました広告収入にて会報をお届けできました。
　今後、サピエンチア会会員の親睦をより充実した活動にするために、役員・幹事一同皆様のお役
に立てる団体にすべく努力してまいります。サピエンチア会の活動費は基本的に同窓会会費に
よって支えられています。しかしながら、大学が解散し、会費の納付も十分ではなく活動運営費の
枯渇問題が深刻な状況にあります。母校は解散いたしましたが、藤本同窓会会長は「母校に入学し
た同窓生がおられることを考えるとサピエンチア会を維持していかなければならない」と言って
おられます。つきましては、サピエンチア会の活動を円滑に再スタートさせるためにも、会員の皆
様のあたたかい「寄付金」が不可欠となっております。もちろん、昨今の厳しい経済状況のなか、寄
付金のお願いを申し上げますことは誠に心苦しい限りではございますが、今般の新生「サピエンチ
ア会」の趣旨をご理解いただき、一人でも多くの会員の皆様からの「寄付金」のご支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。　        1976年西文科入学　サピエンチア会副会長　和田　隆

寄付金の目的：サピエンチア会の活動に要する資金の調達
募集期間：随時　　寄付金：1口 千円 ※口数に関わらず、ありがたく拝受いたします。
寄付金の振込につきましては郵便局のみのお振込みをお願いいたします。
払込取扱票（振込通知書）の通信欄には、必ず【入学年次・学科・氏名・住所】の記入をお願い
いたします。
※なお、10口以上ご寄付をいただいた方には口数に応じた記念品をお渡しいたします。

公益財団法人  尼崎健康医療財団看護学校新校舎開校について

http://www.sapientiakai.com
http:facebook.com/sapientiakai
Email:jimukyoku@sapientiakai.com

サピエンチア会へのご連絡は
下記の方法でお願い致します。

　2017年4月6日旧聖トマス大学キャンパス内に尼崎健康医療財団看護学
校新校舎が出来、本年度から看護専門学校としてスタートいたしました。
新学期の始まる前の当日関係者への内覧会が開かれました。藤本会長と私
和田にて内覧会に参加をいたしましたのでご報告いたします。
　本学は武庫之荘尼崎医療センターの校舎から母校の旧本館・３号館を改
装し看護学生の学び舎として生まれ変わり教育機関として利用されるこ
とになります。当日は看護学生の３年生の方が各教室を担当し教室の案内
をわかりやすく説明していただきました。
各階ごとの教室は以下の通りです。

１階：校長室・事務室に加え母子看護実習室
２階：基礎看護学実習室、成人看護実習室
３階：大教室（階段教室）、地域在宅看護実習室
４階：情報科学室（階段教室を改装）、大教室、演習室、図書館

　思えば我々の母校は戦後野戦病院のあった土地を譲り受け英知大学短
期大学が開校したと聞いています。英知大学の創始者田口芳五郎枢機卿は
将来英知大学を総合大学にしたいとお考えになられていたのですが、夢半
ばで天に召されました。田口枢機卿は医学部の設置もお考えになられてい
たそうで、箕面市のガラシア病院もその一環であったと聞いたことがあり
ます。野戦病院であった土地に大学を作られた田口枢機卿。明るく青春の
日々をおくった我々の母校は無くなりましたが田口枢機卿の魂が、新たに

看護学校として希望に満ちた学生さん達の学び舎として生まれ変わらせ
たのではないかという気がして、なんとも言えない感動を覚えました。
入院病棟、自宅看護、新生児のケアの実習室教室は医療ロボットを駆使し
た看護のシミュレーションが可能な最新鋭設備が整ったすばらしいもの
であったことをご報告いたします。

　尼崎健康医療財団看護学校の詳細をお知りになりたい方は尼崎健康医
療財団看護学校のホームページ
＜http://hccweb1.bai.ne.jp/hearty21/nscollege/index.html＞
にてご覧ください。

1976年西文科入学　サピエンチア会副会長　和田　隆
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皆様の学籍簿及びその他証明書は、本来学校法人英知学院が保管すべきですが、
当該法人の解散により、学校法人百合学院に移管され発行業務を行っております。
各種証明書申請につきましては、下記をご参照下さい。

学校法人　百合学院　ホームページより http://yuri-gakuin.ac.jp/
『英知大学・聖トマス大学各種証明書発行』のページへ
→各種証明書発行ページより、申請書をダウンロード
→申請書に必要事項を記載し、
　①身分証明書のコピー　②郵便小為替　③返信用封筒
　④返信用切手を同封の上、
　　学校法人  百合学院宛に郵送でお申し込み下さい。

郵送先：学校法人  百合学院　法人事務局宛
　　　  〒661-8530兵庫県尼崎市若王寺2丁目18番２号
電話番号：06-6492-4853（法人事務局）
＜留意事項＞＊個人情報の関係から、各種証明書の申請は必ず郵送にて行って下さい。
　　　　　　＊各種証明書を申請される際、必ず上記ホームページにて必要事項等の詳細を
　　　　　　　ご確認頂きますようお願い致します。
　　　　　　＊各種証明書の発行には申請書到着後7営業日頂いておりますので、余裕を持っ
　　　　　　　て申請下さい。


