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　楓雅会会員の皆様、ごきげんよう！ 皆様、それぞれの場所でご活躍のことと存じます。

　このたび4年間楓雅会会長としてご尽力くださった清水有香さんに代わり、新しく会長を務めさせていただくことになりました。国際 

教養科を卒業して20数年、仕事や子育てに日々奮闘し、東洋英和を懐かしむことも薄らいでいた頃、楓雅会役員のお話をいただきました。 

短大に2年間通っただけの私には、同窓会？楓雅会？役員って何をすればいいの？そのような思いのほうが強かった気がします。ただ、同級生 

3人で役員ができるのならば、役員会で月一回会えることも楽しいかしら…最初はそんな思いではじめました。

　副会長としての4年携わっていく中で、東洋英和の歴史の深さ、この楓雅会を作り、守ってきてくださった諸先輩方の想い、他部会の 

皆様の活動や同窓会への想いを知り、楓雅会の創立以来見守っていてくださる顧問の山岡先生をはじめ先生方のお考えに触れることで 

母校への気持ちを深めることができました。また、昨年から開催しております、楓雅会主催の

学年別同窓会にお集まりくださった皆様とお話をしていく中で、楓雅会を続けていく意味のよ

うなものを見つけられたのかと感じております。

　今年度から新しく副会長に岩崎さんがお力添えくださいます。大きなことは出来ません

が、会員の皆様が母校を思い出したときに集える場所を残し、続けていくことができる 

よう同級生役員3人で努めてまいります。皆様の更なるご理解とご協力をお願い申し上げます。

会長　鈴木美由紀（ ’91年卒）

ごあいさつ

新副会長　岩崎美弥（’91年卒）
　今年度より楓雅会副会長を務めさせていただいております、91年度卒の岩﨑美弥と申します。昨年の学年別の同窓

会に参加したことがきっかけで、副会長のお役をお声がけいただきました。実のところ活動については、会報に目を通

していたのみで、全くの無知でした（苦笑）。現在一から学ばせていただいております。副会長になり初めて鳥居坂の

学院に足を運びました。このような機会がなければ訪れることはなかったでしょう。はじめて130年以上の英和の歴

史を噛みしめることができています。楓雅会は11期の短い歴史の国際教養科同窓会ですが、限られた人数だからこその可能性を感じます。 

皆様からのご意見やご支援をいただきながら、微力ながら会を盛り立ててまいる所存です。より一層のご協力をお願い申し上げます。クリスマス 

礼拝やその他会合へのご出席は、皆様お誘い合わせの上お出かけくださいませ。お会い出来ますことを心よりお待ちしております。

新役員	ごあいさつ

　
総会のご報告

　6月2日（土）六本木校地にて楓雅会総会が執り行われました。楓雅会顧問の山岡先生をはじめ、 

94年卒業生2名の方にもご出席いただき、新旧役員揃う中、活動報告、決算報告、来年度予算、新役

員についても承認いただき、滞りなくすべての議事を進めることができました。その後、昼食をいた

だきながら、会の現状をはじめ、今後の会運営についてもお話をいたしました。ご出席の皆様からは

貴重なご意見や感想もいただきましたので、今後に役立ててまいりたいと思っております。学年別同

窓会の開催により、会員の皆様の中で楓雅会への認識を新たにされる方も多く、「今度は総会やク

リスマス礼拝にも行きますね！」とおっしゃってくださり、心強く感じております。

　クリスマス礼拝　2018年 12月 1日（土）    2019年度総会　 2019年  6月1日（土）です。クリスマス礼拝や総会の後にはお茶の会もござい

ます。英和のご友人もお誘いあわせの上お越しくださいませ。皆様のご出席をお待ちいたしております。

その他の行事、活動の様子はhttp://www.toyoeiwa.ac.jp/dousoukai から楓雅会のページをご覧ください
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'92年卒業生2017.11.11

'94年卒業生2018.7.7

'93年卒業生2018.6.24

学年同窓会
2017年7月から開催しております、楓雅会主催「学年同窓会」。引き続き、2017年11月には92年卒業の皆様、2018年6月には93年卒業、7月には
88年と94年卒業の同窓生の皆様が赤坂のザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町36階の「オアシスガーデン」にお集まりくださいました。九州、大阪	
や名古屋など遠方からも、海外からはなんとスイスから！と現在は日本を離れていらっしゃる方まで、「お友達に聞いて！」と駆けつけてください	
ました。懐かしい話に花が咲き、笑顔あふれる時間となりました。ご出席の皆様からのメッセージと共に同窓会の様子をご紹介いたします！

◆とても楽しい時間を過ごす
ことができました。これを機
にまた皆で集まりたいと思い
ます。お土産のどら焼き美味
しかったです！

◆英和時代の懐かしい思い
出を共に語れる仲間に会う
機会を作っていただき、心か
ら感謝しています。次回はさ
らにたくさんの友人に会いた
いです。93卒、たくさんたく
さん集まれー！

◆素敵なレストランで皆さん
と和気あいあいと昔を懐か
しみながら過ごせました。
山岡先生にもお会いできて
嬉しかったです。また、新た
なリレーションで英和とつ
ながっていきたいと思いま
した。

◆本当に久々にこのような機会で
懐かしい皆様と再会できて、忘れ
ていた学生時代のことがよみがえ
ってきました。それぞれ卒業後も
活躍されていて、パワーを頂けま
した。また何年後かにも是非集ま
りたいです。

◆受付で懐かしい友人の顔をみて、あっという間にあの頃
に戻ってしまいました。ホテルからの景色にも感動で、とて
も素敵な時間でした。ありがとうございました。

◆とても楽しい時間となりました。皆さんのお話を聞いて刺激
を受けましたし、色 と々考えることができました。おばあちゃん
になったときまで、同窓会が続くようにと思います。

◆久しぶりに英和の皆さんにお会いできて嬉しかったです。英和
の子達（もう子ではないのですが…）に会うといつも元気づけら
れます。またぜひ参加させていただきたいです。

◆卒業以来の方もいらっしゃって、とても楽しく過ごすことができまし
た。今、自分の子供が大学生になり、自分のキラキラ輝いていた大学の
頃を思いおこしています。そんな大学生活をできたことは幸せだったな
ぁ。これからも大切にしていきたいと思います。
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'88年卒業生2018.7.1

皆様にマイクがまわり、近況を話していただきました。英和を卒業してからのこと…それぞれの場所でご活躍されている様子…お子様のこと…	
最近旅をしたこと…など、皆様のお話はみなキラキラしていて、刺激をうけるものばかりでした。また、先生方には毎回お忙しい中ご出席いただき、
あの頃と変わらず一人一人の話に耳を傾け、応援や励ましのお言葉をくださることに安らいだ時間を過ごすことができました。88年卒業の1期生の
皆様には、この国際教養科の同窓会「楓雅会」の設立から30年間のお話もお伺いすることができ、今後も大切に守り続けていきたいと改めて強く
感じることができました。この学年同窓会がきっかけで、楓雅会のこと、英和全体の同窓会のことにもご興味を持ってくださり、お手伝いくださる
方も増え、役員一同、会の今後への期待と共に活動への力を頂いております。

今年の11月には、すでに招待状が届いていることと思いますが、95年卒業（学籍番号９３K〇〇〇）の皆様
来年6月には96年、7月には97年卒業の皆様にお集まりいただく準備をしております。住所不明でお便りが届いていらっしゃらない方もおります
ので、お近くにそのような方がいらっしゃいましたら是非、ご友人もお誘いあわせの上ご出席くださいませ。お待ちいたしております。

学年別同窓会窓口　ガーネットハウス横浜（開館日時：月・木　10：00～16：00）　　　　　　
電話：045－922-9797　メール：dousoukai@toyoeiwa.ac.jp　　　　　　　　

◆懐かしい皆さん、先生方と楽し
い時間が共有できてとてもリラッ
クスしました。どうもありがとうご
ざいました。このつながりを大切
にしていきたいと思います。

◆30年ぶりの同窓会に感慨深い思いで
おります。懐かし面々を見ると、色 と々
思い出され、2年間で学んだことが今の
私を作っていて、生涯の友人ができたの
も英和にいたからこそ。またこのような
機会にお会いできることを楽しみにして
います。

◆どきどきしながら参加しました
が、皆さんのお話がとても楽しくてほ
っとしています。皆さんお変わりがな
くてびっくりしています。また健康に
過ごし再会できますように、一年一年
を大切に過ごしていきたいと改めて
思いました。

会長候補者 推薦要項  :  「会長就任時満25歳以上70歳までの本学院卒業者で適任と思われる方」（就任  2020年6月）
・ 資　　格   : キリスト教信者
・ 公募締切   : 2018年12月31日
・ 記載内容  : 会長候補者（氏名 ・ 住所 ・ 所属教会 ・ 所属同窓会名 ・ 卒業年度）
　　　　　  : 推薦人 2 名（氏名 ・ 住所 ・ 所属同窓会名 ・ 卒業年度）
　　　　   : 推薦理由
・ 推薦用紙  : ガーネットハウス鳥居坂にて配布 （同窓会ホームページからもダウンロード可）
 封書 （厳封） にて下記送付先までお送りください。
・ 送  付  先  : 〒106-8507　港区六本木5-14-40　東洋英和女学院内　
 ガーネットハウス鳥居坂　次期会長選考委員会　宛   （TEL : 03-3583-0772）
附記  会則  第13条  :  会長の任期は、1期目は4年とし、再選後は （2期目以降）
 　　    1期2年とし通算8年を超えることは出来ない。

次期東洋英和女学院同窓会会長　推薦のお知らせ
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会費納入のお願い
卒業生の皆さまへ

　日頃より楓雅会の活動にご理解・ご賛同を賜りありがとうござい

ます。楓雅会は皆さまの会費によって運営されております。こちらの

会報の発行をはじめ、総会、追悼記念日礼拝、クリスマス礼拝などの

行事や昨年から始まりました楓雅会主催の学年同窓会の会費の一部

も楓雅会よりご負担させていただいております。同窓会運営を少し

でも長く続けていきたいと考えておりますので、一人でも多くの方

にご理解いただき、会費納入にご協力をお願いいたします。

○会費は年間 1,000円です。

（複数年分まとめてお振込みいただいても結構です）

振込用紙の記入説明

①〒226-0015
	 横浜市緑区三保町32

②東洋	楓雅	様 ③F1990150
④2004年度までお支払い済みです。

①住所		②氏名		③同窓会会員番号		④お支払い済み年度が明記されております
※卒業時に10年会費を皆様より頂戴しております

編集後記
　楓雅会の皆さま最後までお読みいただきありがとうございました。今号は昨年から開催しております学年同窓会の様子をご覧い

ただきました。数十年ぶりの再会に盛り上がり、思い出話が尽きない皆様のご様子は素敵な光景でした。この会報が、楓雅会の活動を 

知っていただくきっかけになり、会も細く長く続いていけたらと願っております。

　最後に、楓雅会会報にご協力いただきましたすべての方に心より感謝と御礼を申し上げます。　　　　　　 　楓雅会　鈴木美由紀

収入の部 支出の部
適　　用 実　　績  18’予算（案） 適　　用 実　　績  18’予算（案）

2017年度会費 244,000 200,000 同窓会分担金 60,000 60,000
寄付 0 GHY 維持費 122,800 122,100

GHY 積立金 0 0
雑収入 8,596 10,000 通信費 345,395 400,000
預金利息 1,111 0 雑費（銀行手数料含む） 3,126 10,000

交通費 28,180 30,000
予備費（会計監査費含む） 20,000 30,000
楓雅会主催同窓会開催費 277,237 600,000

小計 253.707 210,000 支出合計 856,738 1,252,100
前年度繰越金 11,913,229 次年度繰越金 11,310,198

合　計 12,166,936 合　計 12,166,936

注1：GHY ｢ガーネットハウス横浜」の略 2017年度は1,221 名（2018.4/1現在）

2017年度　小口会計（楓雅会）2017年4月1日～2018年3月31日

会計報告

（単位、円）

楓雅会サポートメンバー
楓雅会の運営にご理解とご協力をくださっているサポートメンバーの皆さまです。楓雅会は現在3名の役員で運営をしておりますが、行

事の際など人手が足りない時にはお手伝いをお願いしております。（例えば…総会やクリスマス礼拝の際の受付や、クリスマス礼拝お

茶の会でふるまわれます伝統のフルーツケーキ製作、お茶の会のお手伝いなど。）このサポートシステムにご協力いただけます方がいら

っしゃいましたら、ぜひガーネットハウス横浜までメールまたはお電話でご連絡くださいませ。

現在のサポートメンバー
88年卒	 和泉礼子　伊藤亜紀子　上田由紀子　杉浦智恵　関本典子
	 七久保佳寿子　並木陽子　安永正子　吉田香織
89年卒	 鈴木薫　橋本千織
90年卒	 川端ジュン
91年卒	 茨木千晶　佐藤玉恵　清水有香　鈴木まゆみ　松元聖子

92年卒	 稲葉かおり　岩名恵美　木村由香　佐伯薫
	 竹中惠子　藤井加容子　宮本聖　森田敦子
	 田中由紀子
93年卒	 吉田真弓
94年卒	 大堀エリ　小林美穂
96年卒	 北澤淳子


