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阿部 益太郎 校長

6月も中旬となり、ぬけるような青空の下、蝉しぐれを聞きながら生徒たち
が爽やかな新緑の校庭を登ってきます。4月に25名の中1生（57回生）と、
34名の高1生（54回生）
、そして3名の中学転入生を迎え、2019年度がスター
トしました。本校は祈りの心に支えられ、変わることなく、しっかりとした知
性、堅実な実行力、謙虚な心を育てることを目標とし、創立者の願いを現代に
生かすよう日々努めています。
本校は、今年度のテ一マを「MAKE A DIFFERENCE－変えていこう、よ
りよい未来を創るために－」としました。
「自分の夢を大切に、目標に向かっ
て実行し自分の未来を創っていく」
、
「世界の現状を知り、共に生きるため、持
続可能な開発目標に向けて実行し、よりよい未来の創造を目指す」という願い
を込めています。聖心の学校が大切にしているよりよい変化をもたらす活発な対話をもとに、心を開き、共に新
しい未来を創ることを目指します。
昨年9月の北海道胆振東部地震の際には皆様から心温まるご支援を頂戴しました。本当ありがとうございまし
た。いただいたご寄付により、すぐに容量の大きな発電機及びポータブル石油ストーブを用意するとともに、非
常時の通信手段の確保のためのスマートフォン、タブレット、全生徒・職員・シスターズが数日間耐えることが
できる分の食糧・水の備蓄及び防寒具の準備を計画的に進めているところです。
51年目を迎えられた茂仁香会の今後一層のご隆盛を願いますとともに、どうか卒業生の皆様にはこれからも
本校を温かくお見守りいただき、お支えくださいますようお願い申し上げます。

チャプレン・参与

シスター

田口 保子

茂仁香会の皆様、みこころの月を迎え、昨年6月の茂仁香会50周年のお祝
いを思い、感謝を新たにしております。50周年のお心こもる記念品と、皆様
のご要望で配布した本校50周年式典のオープニング映像「種の祈り」のDVD
も含めて皇后さま（現上皇后さま）にお送り申し上げましたところ、
「茂仁
香会50周年おめでとうございます。」とお電話頂き、記念品をおほめ頂き、
DVDの生徒の様子に感心され、「ほんとうに良いお仕事をしていらっしゃる
わ。
」とのありがたいお言葉を頂きました。
9月の地震の折には、校舎には全く被害がなかったとはいえ、寄宿生たちが、
40時間のブラックアウトを不平一つ言わず、舎監の指導に従い、キッチンス
タッフの方々（食事は大丈夫でした。）を手伝い、明るく元気に乗り切った姿
に、深く感動しました。その際は保護者や茂仁香会、白樺会の皆様の深いご恩を賜り、札幌聖心がどれほど愛さ
れ、支えられているかを実感した恵みの時でもありました。
今、文部科学省は、本校がかねてから目指している「予測できない変化に主体的に向き合って、自分の力で人
生を切り拓き」
、対話と協力で問題を解決していく力の育成を打ち出し、うれしく思います。困難な時代に対話
と共生のみこころの灯を掲げて巣立つ後輩のためにお祈りください。母校では皆様のための祈りが捧げられてお
ります。

2019年度

茂仁香会

会長

荻 麻里子（11回生）

2019年度本部役員

会
長 荻 麻里子（11）
茂仁香会は、昨年、設立50周年の節目の年を迎
副 会 長 藤原 郁子（11）
え、また、聖ローズ・フィリピン・デュシェーン渡米
岡本里絵子（12）
200年を祝い世界中で祈りの年を過ごし、次の時代
菅井 真実（12）
に向け歩き出しました。このような大切な時期に会長
書
記 佐藤 宏美（21）
を仰せつかり、気持ちが引き締まる想いがいたします
会
計 加世田麻衣子（22）
が、会員の皆様との素晴らしい出逢いに支えていただ
山下 敦子（22）
きながら、力を尽くしてまいりたいと思っております
ので、よろしくお願い申し上げます。
茂仁香会の役員をお引き受けするのは、20年ほどぶりになります。会員数は3,000名を超え、また東京支部
の活動が大きく発展していることも大変嬉しく、心強く思っているところです。昨年の北海道胆振東部地震の際
には、国内のみならず、海外からも母校に多くのお心を寄せていただくなど、同窓会の心のつながりの強さをあ
らためて感じております。
札幌聖心の教えは、差別の無い心と自由なスピリット、世界に関心を持ち異なる文化や友人を理解すること。
世界では今、SDGs（持続可能な開発目標）達成に向けたさまざまな取り組みが行われておりますが、これは札
幌聖心の教えそのものであります。
茂仁香会におきましても、世界に目を向けながら、若い世代の皆様にとっても心のよりどころとなるような同
窓会活動を行ってまいりたいと思っておりますので、今年度もご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
友愛セールで皆様にお逢いできますことを楽しみにしております。

茂仁香会

東京支部支部長

小山 圭美（19回生）

2019年度東京支部役員

支 部 長 小山 圭美（19）
2019年茂仁香会東京支部長となりました、19回
副支部長 徳永 貴子（19）
生小山圭美でございます。
書
記 西井 真美（20）
ちょうど30年前、私は高校入学のために住んでい
会
計 和田 早苗（20）
た横浜から父の出身地である札幌へ単身参りました。
人と人とのつながり、ご縁あってのお導きを感じる札幌聖心との出会いでございました。
空気の軽やかさ、毎日移り変わる山々の景色に感動しながらの登下校、友人との語らい、
そしてシスタース・先生方の深く寛大な愛に見守られ、日々奮闘した高校3年間は、私
のこれまでの人生の大事な礎となりました。
そしてこの度、東京支部での活動に関わらせていただき、楽しい再会が沢山ございました。
再びのご縁を大切に、これからの生活がより豊かなものになることを祈念しております。
時代も、平成から令和へと変わり、会員も50歳以上の方を含む幅の広い年齢層の皆様が集う立派な会になり
ました。今まで受け継がれてきた良き伝統を大切にしつつ、若い世代の会員が楽しく参加できる同窓会を目指し
ていきたいと思います。
多くの皆様との出会いを楽しみに、役員一同、力を合わせて会を盛り立ててまいります。
どうぞよろしくお願い致します。

茂仁香会

旧会長

井手 敬子（10回生）

それぞれの人生の中で、あの白樺の山裾の札幌聖心で過ごした時間を、愛おしく懐か
しく思う機会は、一枚の茂仁香会総会のハガキで訪れたりするものです。あの時、理解
できなかった事も、年齢や経験を重ねた先にシスターや先生の言葉の意味を熱く感じた
と き
りします。茂仁香会が50年の時間をかけて存在していたからこそ、あの時言えなかっ
た「ありがとう」を形にできるのだと同窓会活動の中で感じておりました。
東京、仙台、余市在住者と、6名のフルタイムで仕事をしているメンバーを含む役員
9名の献身的な活動に支えられ、またJASH（日本聖心同窓会）や、海外在住同窓生の
ご支援、そして、多くの先輩や同窓生の温かい励ましのおかげで2年間の任期を無事に
終え、次に引き継ぐことができます。シスター田口、阿部校長先生をはじめ本当に多くの方々のご協力に心より
感謝申し上げ、茂仁香会の今後ますますの発展を祈念し、退任のご挨拶といたします。

2019年度
• 中学・高校合同入学式
• 2019年度茂仁香会総会・親睦会
• 社会福祉活動（寄付）
• 友愛セール合同説明会
• ニュースレター発行
• 友愛セール参加
• 追悼ミサ出席
• 札幌聖心クリスマスコンサート出席
• 茂仁香会新会員歓迎会
• 高等学校卒業式
• 中学校卒業式
• JASHの日出席

茂仁香会

4月9日
（火）
4 月13日
（土）
5月
6 月22日
（土）
8月
9月1日
（日）
11月 1 日
（金）
12月21日
（土）
2月
2月8日
（土）
3 月12日
（木）
3月

2019年度

活動予定

■茂仁香会2019年度がスタート

4月13日、2019年度総会が札幌聖心女子学院で開催
され、62名が参加し、新年度がスタートしました。総
会には、阿部校長先生（名誉会長）、チャプレン シスター
田口保子、倉秀彦先生にご参加いただいたほか、50周
年記念実行委員長の千徳雅子様から記念祝賀同窓会の報
告、また東京支部長の佐々木裕美子様から東京の活動に
ついてご説明いただきました。
懇親会では、梅原教頭先生はじめ、諸先生が最近の母
校の様子をご披露くださり、和気あいあいと楽しいひと
ときを過ごしました。

茂仁香会東京支部

活動予定

• 2018年度支部総会・同窓会 5 月18日
（土）

• 宮代祭バザー出店

9月7日
（土）

• 三光祭バザー出店

• JASHの日ミニバザー出店

3月

6月1日
（土）

支部総会・同窓会は、5月18日に聖心女子大学で開
催されました。ご来賓、シスタース、先生、会員を含め
80名のご参加をいただきました。
総会は、式次第にそって粛々と行われ、続いての同窓
会では、懐かしいシスタース・先生方からのメッセージ
DVD、会員による旅行記の発表、シスタースからのお
話を大変楽しく伺いました。気持ちが和むひとときを過
ごし、最後に校歌の合唱で幕を閉じました。
本当に心温まる会で、シスタースをはじめ、皆様方か
ら活力をいただき、とても充実した気持ちで、帰路に就
くことが出来ました。
皆様方との再会に感謝申し上げます。

新会員歓迎

この度、茂仁香会51回生幹事を務めさせていただきます、聖心女子大学1年の須藤あまねです。私は、札
幌聖心での3年間「共生とSDGs」について勉強していました。SDGsとは国連加盟国すべてが合意した持続
可能な社会をつくるための世界共通の17の行動目標です。私は高校1年生の総合学習の勉強でこの目標に出
会い、以来勉強や体験学習、事後学習を行わせていただき現在は北海道、東京でSDGsの普及啓発活動を行っ
ています。そして大学では「持続可能性」について勉強しています。私にとって札幌聖心での3年間は、
「私」
という在り方を考える時間だったと感じています。宗教の授業やSADEでの内省・振り返りそして他者の為に
祈り、想い合うことの大切さを学びました。そしてこの学びは、
現在の大学生活や人との関わり合いの中で日々
深まっております。幹事を務めさせていただくことになり、大学1年生で学業の両立と個人の活動のバランス
が未だに掴めておらず、至らない点も多々あるかと思いますがご教示頂けますと幸いです。どうぞよろしくお
願い致します。

51回生幹事

須藤 あまね

友 愛セールのお知らせ
9月1日（日）札幌聖心にて友愛セールが行われます。
皆様の参加・ご協力を心よりお願い申し上げます。
学年幹事は、必ず少なくとも【①と②】【①と③】のどれかにご出席ください。
出席できない幹事は、必ず代理をたてていただきますようお願い申し上げます。また、会員さまでお手伝いいただける方
がいらっしゃいましたらぜひご連絡ください。
注・昼食はご自身でご用意ください。
8月31日
（土）
物品搬入、値段付け、カフェ設営
・ご参加時、必ず出席確認をしてください。
10：00～15：00
・
当 日は、名札とエプロン等の受け取りを
当日カフェ（一階教室）9月1日
（日）
②
事前準備、カフェ運営、売店での販売
売店（体育館）
9：00～12：00
お願いいたします。
・分担表等は、8月31日（土）の前日準備の
当日カフェ（一階教室）9月1日
（日）
③
カフェ運営、売店での販売後片付け
売店（体育館）
12：00～15：30
説明会時にお知らせいたします。

① 前日準備（昼食持参）

友愛セールのご寄付について
皆様からのご寄付は、母校への支援及び茂仁香会の福祉活動などに充てられます。
ご協力をよろしくお願いいたします。

【物品寄付について】（担当 藤原郁子 岡本里絵子）
・ご家庭に眠っている不要品（タオル・食器・アクセサリーなど）は新品で未開封のもの
・食品・酒類は賞味期限が友愛セール当日より2週間以上あとのもの
・物品には、市価をお書きいただけると助かります。
各学年の幹事にお渡しくださるか、学校にお送りください。
学校にお送りされる場合は、8月28日
（水）
・8月29日（木）午前指定厳守で以下のとおり記載をお願いします。

（送り主）茂仁香会バザー用、氏名、回生と明記
（あて先）〒064-8540 札幌市中央区宮の森2条16丁目10－1
札幌聖心女子学院

母の会バザー

茂仁香会

○回生

宛

【現金寄付について】（担当：会計 加世田麻衣子 山下敦子）
1口2,000円より、何口でも結構です。現金寄付は友愛セール当日も受け付けておりますので、直接お持ちください。

（振込先） 郵便局口座

記号

19050

番号

16069201

名義

茂仁香会

※記帳の文字数に制限があるため、ご依頼人名と回生の数字のみを記入してください。
（記入例） 荻

麻里子

◎

11

ホームページをご活用ください ◎

茂仁香会のホームページでは、活動の様子や、会計予算案・報告、東京支部の活動などがご覧いただけます。
幹事の皆さまへの連絡事項もトップページに更新日をわかりやすく記載しておりますので、定期的にホーム
ページをご確認ください。
住所変更などの連絡事項があるときにはホームページ内の「お問い合わせフォーム」よりご連絡をお願いい
たします。

ホームページURL：https://www.sapporo-monica.org
なお、会計予算・報告など、会員だけが閲覧できるページには、IDとパスワードが必要です。

ID・パスワードは茂仁香会にお問い合わせください

