[会 報 誌]

The Bloom 2016
翠会からのお知らせ
2016 年 翠会総会開催
と き／平成28年 8月7日
（日）

12：45 ～ 総会 14：00 ～ 講演会

ところ／金沢東急ホテル

（金沢市香林坊 2-1-1 TEL 076-231-2411）

第16回記念講演
講師
演

吉川美代子氏

題

「アナウンサーが教える
愛される話し方」
翠会総会 ･ 懇親会報告
第 15 回記念講演

「競技人生でつかんだもの」
講師 田中 雅美氏

総会参加者のご意見 ･ ご感想

翠会 会長あいさつ

「第１期

下置（旧姓 宇野）宏子」

翠会会長あいさつ

新幹線効果でしょうか、大学の広がりを改めて感じ
翠会会長
第１期

下置（旧姓 宇野）宏子

ています。
さて、今年は学園創立 70 周年を迎えます。昭和

翠会会員の皆様、お元気で

21 年の女子専門学園設立から地域の女子教育の一

お過ごしでしょうか？？４月の

躍を担い、現在では男女共学になり多方面に活躍で

熊本地震において被害に合わ

きる人材と地域に貢献できる人間を育成しています。

れた方にお見舞いを申し上げます。

70 周年記念事業として、女子寮の新設とサッカー場

北陸新幹線開業から一年あまりが経ちましたが、ま

等の整備が計画されております。どうか、皆さんのお

だまだ金沢や石川の人気は衰えず、たくさんの観光

気持ちを寄付していただいて、大学を応援していた

客が訪れています。また、今年度から人間健康学部

だけたらと考えております。ＨＰからも簡単に寄付の

健康栄養学科が新設され、石川県内初の管理栄養士

手続きができますので、たくさんのご協力をお待ちし

養成課程がスタートしました。石川県はもとより、県

ております。

内外からたくさんの学生が入学し勉学に励んでいま
す。今年の新入生は長野県や北関東の出身者が増え、

平成 27 年月８月２日（日）
、第 15 回翠会総会が
金沢東急ホテルにて開催されました。
平成 26 年度の事業報告、収支決算承認、平成 27
年度の事業計画案、会則の一部変更について等の議
案がありました。また、任期満了に伴う役員改選と
学園創立 70 周年に向けての寄付金について、あとの
ページで別記しておりますのでご確認ください。
講演につづき懇親会では、例年以上にフレッシュ
な顔ぶれの同窓生が多く集まりました。学部や先輩
後輩の壁を越え、談笑しました。講演会の感想や近
況報告、意見交換など話の尽きない宴席でした。

では、同窓生の皆様の今後益々のご発展とご健康
をお祈りいたしております。

懇

親

会

2015 年３月に卒業したばかり
のフレッシュな同窓生も含め、こ
の同窓会に初参加の方がたくさん
いました。その中の５名の方に、
同窓会の感想を伺いました。

山城卓也さん

（文学部日本文学科

第 21 期

石川県金沢市）

同窓生に誘われて参加しました。講演の「夢は報われる」と

いうことが心に残っています。田中雅美さんの経験や仲間に対

する思いを聴いて、自分の経験や仲間について振り返るいい機

会になりました。懇親会では先生ともお会いできてよかったで

す。

猪俣俊大さん

（文学部日本文学科

第 21 期

石川県金沢市）

同窓生に誘われて来たのですが、来てよかったです。

講演では、仕事でも参考になることが聴けました。社会人５

年目ですが、仕事の上でも走り続けること、今やっていること

を立ち止まらずにやって行こうと思いました。

岸彩乃さん

（スポーツ健康学部スポーツ健康学科

第 24 期

石川県金沢市）

同窓会に参加して、先輩たちが頑張っているということを知

ることができてよかったです。それがわたしの力になります。
講演ではアスリートとして共感できる部分がありました。田中

雅美さんが引退を決めたときのように、わたしも引退するとき

にはやり切ったと思えるように過ごしたいと改めて感じました。

須貝友貴さん

（文学部日本文学科

第 24 期

石川県金沢市）

今日は懇親会から参加しました。参加者が少ないと思います。

もっと増えたらいいと思います。学生の時は気になっていた年
齢を今日は気にせず先輩とも話せて、とても楽しかったです。

西村光太郎さん

（文学部日本文学科

第 24 期

石川県金沢市より初参加）

同窓会は楽しそうだな、と思って来てみたら楽しい雰囲気

でよかったです。みんなとも話しやすいです。先生方がいらっ

しゃって、懐かしいです。これからもがんばろうという気にな

りました。

翠会総会 第15回記念公演

「競技人生でつかんだもの」
講 師：田 中

雅美氏

（スポーツコメンテーター・シドニーオリンピック銅メダリスト）

2015 年世界水泳の前日というハードスケジュールの中、現在スポーツコメンテーターとしてご活躍
で、シドニー五輪銅メダリストの田中雅美氏に「競技人生でつかんだもの」と題して、講演していただ
きました。金沢にはご友人がいて、金沢は好き、と兼六園や近江町市場の話にはじまり、田中氏が競技
生活で感じた喜びと辛さ、そして、仲間や家族に支えられたことについて、観客一同聞き入りました。

銅メダルを獲得したとき、１人では獲れなかったけ

「自分の目標は自分で決めること、目標をあきらめな

どみんなで獲れたことに喜びを感じ、また、スタート

いこと。そのことによって、夢は叶うとは言わないけ

するまでに関わってくれた人や仲間の存在を強く感じ

ど、努力は報われる」と体感したそうです。その言葉

られたそうです。

にたくさんの人がうなずいていました。

その一方で、メダルを獲ることの難しさ、ゴーグ

来場者で水泳を学んでいる方から、水泳が上達す

ルに涙が溜まるほどの辛さ、やってもダメかもしれ

る方法について質問が出ました。それに対して田中氏

ないという不安も多く味わったそうです。そのとき田

は「具体的な目標を立てること、足を止めず毎日努

中氏を救ってくれたのは、仲間や家族の支えでした。

力・練習すること」とお答えになりました。これは水

そして、
「自分で決めたことは最後まであきらめずに
やりなさい」という母の言葉を胸に、
最後までやり切っ
て引退を決めたということです。100 分の５秒という、
約 2cm の差がメダルとの差だったけど、あれをすれ
ば勝てるということはない、悔しいけど後悔はない、
という気持ちで競技人生を終えたそうです。
競技人生でつかんだものは、仲間や家族という心
の支え、そして、努力は報われるという信念でした。

プロフィール

田中

雅美 たなか・まさみ

■生年月日

1979 年１月５日北海道生まれ

■学

歴

中央大学法学部卒業

■趣

味

料理、ネイル、ゴルフ（ベストスコア 100）

■経歴・主な記録
７歳で本格的に水泳を始める

泳に限らずどの分野のことにも当てはまるのでたいへ

1994 年

「日本選手権」100m・200m 平泳ぎ二冠

1995 年

「日本選手権」100m

平泳ぎで、日本記録
を 11 年ぶりに更新。以後、14 年間日本記

ん参考になった、という聴衆の声が聞かれました。ま
た、姿勢が美しくなる体操もレクチャーしてください
ました。終始興味深く、また田中氏のお人柄にも魅か
れながら聞き入った今回の講演会でした。

録を保持し続けた。
1996 年

200m 平泳ぎ・５位
2000 年

立っているかを伝えたい」という田中氏のスポーツコ

「
 シ ド ニ ー 五 輪 」100m 平 泳 ぎ・ ６ 位、
200m 平 泳 ぎ・ ７ 位、400m メ ド レ ー リ

「結果は大事だけど、それだけではない。選手がど
んな努力をしているか、どんな思いでスタート台に

「アトランタ五輪」100m

平泳ぎ・13 位、

レー・銅メダル
2004 年
2005 年

「アテネ五輪」200m 平泳ぎ・４位
現役引退

メンテーターとしてのご活躍にも関心を持った人が

■出演番組

多かったようです。聴衆からは、来てよかった、楽し

グッド！モーニング（テレビ朝日）

かったという感想をたくさんいただきました。

スポーツコメンテーター 水曜日   6:00 － 8:00
D-sports SHIZUOKA（静岡第一テレビ）
メインキャスター 土曜日 23:30 － 23:55
みんなのテレビ（北海道文化放送）
コメンテーター    金曜日 15:50 － 18:52
■水泳教室
ミズノが主催する「ヴィクトリー・クリニック」において、教
室を開催。子どもからマスターズまで、幅広い世代に、水
泳の楽しさを伝えている。
■活

動

ミズノ・スイムアンバサダー
鎌倉女子大学スポーツアドバイザー
JICA なんとかしなきゃ！プロジェクトメンバー
日本体育協会 Sports Japan 編集部会部会員
■契

約

ミズノ株式会社

■講演演題 「オリンピックと私」「競技人生でつかんだ
もの」
「メダリストの言葉からスポーツと健
康を科学する」等
■著

書

BODY+REMAKE（ワニブックス）
、きれい
に速く泳げる田中雅美のスイミング（宝島社）

28年度総会のお知らせ
今年も恒例の翠会総会が８月に行われます。金沢を離れてしまった方も北陸新幹線に乗って
久々に金沢に来ませんか？もちろんお近くの方も是非。この機会に、懐かしい仲間や先生方、
学年を越えた同窓生との親睦を深めましょう！会費は無料です。

日

時：平成 28 年 8 月 7 日（日）

場

所：金沢東急ホテル

５階

（金沢市香林坊２－１－１

参加費：会員は無料

TEL ０７６・２３１・２４１１）

中学生以上の会員のご家族はお１人につき 1,000 円を
当日受付にて現金でいただきます

●総 会

● 講演会

12：45 ～ 13：30（受付 12：30 ～）

14：00 ～ 15：30（受付 13：30 ～）

会 場 フォレストルーム

会 場 ボールルーム A

議 題

講 師

（1）27 年度事業報告・会計報告
（2）平成 28 年度事業計画（案）
・会計予算（案）
（3）奨学金制度について
（4）その他

吉川 美代子氏
演 題 「アナウンサーが教える
愛される話し方」

● 懇親会

15：45 ～ 17：15
会 場 エクセレントルーム

講演会
講師紹介

吉川 美代子氏
よしかわ・みよこ

生年月日 1954 年５月８日生まれ
出 身 地 神奈川県横浜市
最終学歴 早稲田大学教育学部
趣
味 ジャズを歌うこと
経
歴
1977 年４月 TBS 入社、以後 37 年間、アナウンサー、
キャスターとして活躍。
また TBS アナウンススクール校長を 12 年間務め
た。2014 年５月に定年退職。

出演番組
テレビ
1983 年 「JNN

おはようニュース＆スポーツ」キャス
ター（TBS 初の女性キャスター）
1984 年 「JNN

ニュースコープ」キャスター
1990 年 「JNN

ニュースの森」（土、日）キャスター
2000 年 「CBS

ドキュメント」キャスター「ウォッチ！」
「ピンポン！」などでコメンテーターを務め
2005 年 「みのもんたの朝ズバッ！」コメンテーター

・フジテレビ「みんなのニュース」
・TBS「いっぷく！」
・日本テレビ「行列のできる法律相談所」
「人生が変わる一分間の深イイ話」
「メレンゲの気持ち」
・TBS「櫻井有吉アブナイ夜会」

「マツコの知らない世界」
・フジテレビ「ニュースな晩餐会」
「ごきげんよう」
・テレビ朝日「徹子の部屋」
・テレビ東京「たけしのニッポンのミカタ！」
ラジオ
・
「こども音楽コンクール」
・
「久米宏の土曜ワイドラジオ TOKYO」
・
「大沢悠里ののんびりワイド」
・
「ラジオ・パープル」
・
「Dr. 松永の聞こえるクリニック」
・TBS ラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」ほか
著書
・
「ラッコのいる海」
（立風書房）
・
「アナウンサーが教える 愛される話し方」
（朝日新書）

金沢学院大学 学園創立 70 周年記念事業募金について
金沢学院大学では創立70周年記念事業実施に要する資
金調達のため募金を行っております。用途として
・新たな女子学生寮の建設（総額８億円のうち募金で
１億円）
・構内グランドの人工芝化（総額５億円のうち募金で
１億円）
を予定しております。
なお、寄付金に対する減免措置の認定を受けておりま
すので、募金される方の収入にもよりますが、ふるさ
と納税のように募金から2000円を差し引いた分が所得
税から控除されます。
なお、ふるさと納税は住民税から控除されますので、
本募金と併用可です。
また、金額に応じて記念品や感謝状等が進呈されま
す。
＜個人＞
１．全 寄付者のご芳名を「Web 芳名録」「清鐘台通
信」に掲載いたします。
２．3万円以上の寄付をしていただいた方には、記念品
を贈呈いたします。
３．10万円以上の寄付をしていただいた方のご芳名を
金沢学院大学１ 号館入口に設置予定の寄付銘板に
記し、末永く顕彰いたします。
４．20万円以上の寄付をしていただいた方には、感謝
状を贈呈いたします。
５．50万円以上の寄付をしていただいた方には、別途
顕彰させていただきます。
＜法人･団体＞
１．全 寄付者のご芳名を「Web 芳名録」「清鐘台通
信」に掲載いたします。
２．50万円以上の寄付をしていただいた法人・団体の
ご芳名を金沢学院大学１ 号館入口に設置予定の寄
付銘板に記し、末永く顕彰いたします。
３．100万円以上の寄付をしていただいた法人・団体に
は、感謝状を贈呈いたします。
４．300万円以上の寄付をしていただいた法人・団体に
は、別途顕彰させていただきます。
※ 個人･法人･団体とも、ご希望があればご芳名を掲載
いたしません。

【遺贈】
遺言により、財産の一部を本学の教育・研究活動に寄
付される場合は、お問い合わせください。 遺贈した財
産には原則として相続税が加算されません。
【募集期間】
平成27年７月25日～平成29年５月15日まで
【申込方法・払込方法】
①すでに大学より郵送させていただきました「寄付金
申込書」をご利用の場合、同封の「寄付金申込書」
に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒を用いてご
郵送ください。（ 払込方法：銀行振込ないし郵便振
込）
※ 下記金融機関の本支店ご利用のときは、振込手数料
は無料扱いとなります。
北國銀行・北陸銀行・金沢信用金庫・のと共栄信用金
庫・福井銀行・みずほ銀行の本支店
②クレジットカード払い、コンビニ払い、ネットバン
キング払いは、募金申込から決済まで、インター
ネットからお手続きいただけます。
詳細はこちらまで
https://www.kanazawa-gu.ac.jp/70th/support/about.
html#merit
【寄付金に対する減免措置】
本法人は、文部科学省から寄付金募集について、「特
定公益増進法人証明書」及び、「税額控除に係る証明
書」の交付を受けております。ご寄付いただきました
金額は、以下の基準により、個人 または法人の所得か
ら控除され、税法上の優遇措置を受けることができま
す。
寄付金控除の手続きは、寄付された翌年の確定申告
に、本学発行の「寄付金受領書」及び、文科省発行の
「特定公益増進法人証明書」（①所得控除制度を選択
した場合）、または「税額控除に係る証明書」（②税
額控除制度を選択した場合）の２点を添えて、所轄の
税務署に申告してください。
所得税 寄付金（但しその年に支出した寄付金の総額
が、年間総所得額の40%を上限とする）が２千円を超
える場合には、寄付者が確定申告時に、次のどちらか
一方の制度を選択することができます。

所得控除

税額控除

優遇措置の内容 課税前の所得から以下の計算式による金額を控除
控除金額

寄付金額－２千円（注１）

（注１） 寄付金額は総所得金額の40% が限度

所得税額から以下の計算式による金額を控除
（寄付金額－２千円）× 40%（注２）

（注２） 寄付金額は所得税額の25% が限度

本学で学ぶ後輩のためにもぜひともご協力お願い致します。
詳細は「学園創立70周年記念募金」特設ページまで。
https://www.kanazawa-gu.ac.jp/70th/support/index.html

大学・短大合同ホーム・カミングデイ開催予定！
10 月に実施される学園祭『清鐘祭』にあわせて、OB・OG の皆さんに集っていただき、交流を深める企画を
準備中です。久しぶりに母校に遊びに来ませんか？友人を誘いあって、たくさんの参加をお待ちしています。
詳細は、決まり次第、本学 HP に掲載する予定です。

翠会役員紹介
下記のとおり、2015 年 8 月の総会にて翠会役員が改選 ･ 承認されました。

会

長

下置

宏子

文学部（旧姓

副会長

小材

秀明

経営情報学部

理

青柳

貴子

文学部（旧姓

上原佳寿美
吉田

監

事

事

宇野）

第１期

第９期

星野

寛

文学部
（旧姓

小林） 第９期

浅野）

第１期

松本

邦子

文学部
（旧姓

本田） 第１期

文学部（旧姓

毛利）

第５期

倉

薫

文学部
（旧姓

助実） 第５期

千里

文学部（旧姓

岡田）

第６期

大内

栄映

文学部
（旧姓

大澤） 第７期

福井

尋一

経営情報学部

第９期

山﨑

貴文

経営情報学部

第10期

奥井

伸吾

文学部

第12期

池田

勇輝

経営情報学部

第12期

山﨑沙織里

文学部

第13期

内山

丈史

文学部
（旧姓

加藤

美術文化学部（旧姓

野中） 第15期

松谷

明奈

文学部

彩

濱中いづみ

美術文化学部

西出可奈子

文学部（旧姓

山﨑

美保

文学部

麻理

文学部（旧姓

第23期
（新任）

加藤）

新

任

村上） 第15期
第21期
（新任）

理

事

第６期
第６期

奨学金選考委員
委員長
委

員

奥田

愛山つかさ

文学部（旧姓

丹羽）
佐々木）

第１期

松谷

第６期

濱中いづみ

明奈

文学部

第21期

美術文化学部

第23期

編集後記
みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
昨年度は通常会報に加え、会報別冊「卒業生それぞれの今」を合併号として発行
させていただきました。お陰様で非常に評判も良く、大好評でした。ご協力いただ
いた皆様ありがとうございました。
さて、今年はリオデジャネイロオリンピック 2016 が行われます。この原稿を書
いている 6 月初旬の時点では、まだ学院大アスリート出場の情報はありませんが、
皆さまが会報をお手に取られている頃には、もしかしたら「学院大アスリートオリ
ンピック出場！！」のニュースで盛り上がっている頃かもしれませんね。
そんな話題も大歓迎な今年の翠会総会は８月７日（日）に行われます。また、記
念公演には TV でおなじみの吉川美代子さんをお呼びし、「アナウンサーが教える
愛される話し方」をテーマにご講演いただきます、皆様お楽しみに。
最後になりましたが、発行するにあたり、たくさんの方々にご協力いただきまし
たことをこの場をお借りしてお礼申し上げます。

●ご意見、ご感想はこちらまで。
■発 行 日
■編
集

mid o ri@ u c a t v.n e.j p

■発
行 「翠会」 〒920ｰ1392
2016年６月
倉 薫（第５期卒：文学部）、池田 勇輝（第12期卒：経営情報学部）
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