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７月６日 於 銀座東武ホテル　福原紀彦前学長、日本私立学校振興・共済事業団理事長就任による例会訪問

８月６日 於  中央大学多摩キャンパス（Forest Gateway Chuo）　東京白門ライオンズクラブ白獅子会支部結成式
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第19期  会長就任のご挨拶
新会長　松田　啓

ご挨拶

　第 19 期、東京白門ライオンズクラブの会長を仰せつかった松
田啓です。
　会長就任にあたり、一言ご挨拶申し上げます。
　これまでの 2 年は、世の中コロナで会合等が思うように開くこ
とができませんでした。当会においても、一時期は例会を開催
できなかった時期もありましたが、歳忘れ・お花見の例会は、コ
ロナ対策を行った上で開催し、通常の例会も積極的に可能な限
り行ってきました。
　それも、横井弘明前々会長、河野信之前会長をはじめとする
執行部のご尽力のおかげだったと思います。
　そのような大変な時期を乗り越え、ようやく通常の活動を再開で
きそうですが、今期は第 19 期ということで、20 周年チャーターナ
イトに向けて、“ ホップ・ステップ・ジャンプ ” の “ ホップ ” にあたる
年となり、再開するだけでなく勢いをつけなければならない年です。
　そのためには何よりも、例会を盛り上げ、楽しいクラブ活動を
行っていきたいと思います。

　積極的に例会にゲストをお招きし、楽しい例会を行えば入会者
も増え、会員増強となり、来たるべきチャーターナイトを盛り上
げる準備となると思います。
　次に新アクティビティです。これは、河野前会長、竹内敬雄前
幹事長のコンビからの発案であり、これまでにない画期的な試
みです。
　学生支部の結成については、中央大学副学長の佐藤信行 L の
ご協力もあり実現できました。懸案として残っているのは、養護
施設から中央大学に入学する学生さんたちに奨学金を送る試み
です。これについては、持続可能なシステム設計、資金面の問題
等、簡単にできる話ではありませんが、引き続き河野前会長に
新アクティビティ委員会の委員長になっていただき、創意工夫し、
可能な範囲で実現を目指していきたいと考えております。
　私では力不足の点が多々あると思いますので、皆様のご協力を
得て、東京白門ライオンズクラブの発展、ひいては中央大学の発
展に寄与したいと思います。

終身名誉会長・元会長
終身理事長
会長
前会長
第一副会長
第二副会長
第三副会長
幹事長
副幹事長
会計
副会計
副会計

Ｌ 中山正暉
Ｌ 鈴木　誠
Ｌ 松田　啓
Ｌ 河野信之
Ｌ 根岸清一
Ｌ 石村博義
Ｌ 程塚良男
Ｌ 根岸清一
Ｌ 櫻井俊宏
Ｌ 竹内敬雄
Ｌ 深澤英雄
Ｌ 宍倉徳子

2022年度（第19期）委員会編成表　
一年理事
一年理事

大学支援特別理事
Ｌ 鈴木誠、Ｌ 星野紘紀、Ｌ 岩瀬順郊
Ｌ 榎秀郎、Ｌ 水津正臣、Ｌ 境捷彦
Ｌ 廣澤洋二、Ｌ 田口彰紀、Ｌ 中西美子
Ｌ 横井弘明、Ｌ 河野信之

会計監査
Ｌ 星野紘紀、Ｌ 田口彰紀

テーマー
副テーマー
副テーマー
副テーマー
テールツイスター
副テールツイスター
副テールツイスター
副テールツイスター
二年理事
二年理事
二年理事
一年理事

Ｌ 増渕秀一
Ｌ 宮崎亜巳
Ｌ 岩佐義純
Ｌ 倉本美香
Ｌ 大久保英彦
Ｌ 安藤秀樹
Ｌ 増尾知恵
Ｌ 赤池三男
Ｌ 岡田孝子
Ｌ 小平康代
Ｌ 茂岡幹弥
Ｌ 大越武雄

Ｌ 木村具成
Ｌ 西　　肇

委員会 委員長 副委員長 委員

総務・広報 Ｌ 大越武雄 Ｌ 木村具成、Ｌ 赤池三男 Ｌ 中川順一、Ｌ 土屋　準

会員親睦・大会・企画 Ｌ 茂岡幹弥 Ｌ 安藤秀樹、Ｌ 岩佐義純、Ｌ 佐藤　信、
Ｌ 宮崎亜巳、Ｌ 西　肇

Ｌ 及川陽子、Ｌ 陳　軼凡、Ｌ 徳永理恵、
Ｌ 倉本美香

会員増強 Ｌ 榎　秀郎 Ｌ 佐藤信行、Ｌ 小平康代、Ｌ 白土　純 全会員

大学支援（社会奉仕） Ｌ 岡田孝子 Ｌ 水津正臣、Ｌ 増尾知恵 全会員

20周年準備実行委員会 Ｌ 鈴木　誠 Ｌ 榎　秀郎 全会員

新アクティビティ Ｌ 河野信之 Ｌ 岡田孝子、Ｌ 竹内敬雄 全会員
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第18期  会長退任挨拶
前会長　河野　信之

ご挨拶

　昨年７月に東京白門ライオンズクラブ第 18 期会長に就任させ
ていただき、はや１年が過ぎました。過ぎ去った月日は早く感じ、
私も今年６月末を持ちまして、会長の任期を終え、次期松田新会
長にバトンを渡します。
　就任時に掲げた「大学の発展に寄与する」こと、及び「会員相
互の親睦をはかる」ことを目標に、会員の皆様の力を借りながら、
コロナ禍ではありましたが、１年間充実したクラブ活動を過ごさ
せていただきました。我がクラブは「大学の発展に寄与する」ため、
諸々のアクティビティを行っていますが、私たちができる最大のア
クティビティは、中井正力ガバナーが仰います “ 会員増強 ” です。
　中井ガバナーは「会員増強はアクティビティの『一丁目一番地』」
と常々仰っていますが、全くその通りだと思います。前期、第４
リジョンのゾーンチェアパーソンに就任したご多忙の榎秀郎元会
長に会員増強委員長をお願いし、母校の優秀なＯＢ・ＯＧに東
京白門ライオンズクラブのＰＲ作戦を展開。コロナ禍にもかかわ
らず、根岸清一第二副会長の事務所に実行委員として何度も集ま
り、緻密？ な打ち合わせをして作戦実行。その後、行きつけの「た
くみ」で一杯。楽しい思い出です。
　お陰様でＰＲ作戦は見事に成功。２桁以上の優秀なＯＢ・ＯＧ
に入会していただくことが出来ました。ありがとうございます。
　また、中井ガバナーから、会員増強の意味で今期中に学生支
部を作ってもらいたいとの依頼があり、こちらにも取り組みまし
た。学生支部結成は、正直容易ではないと思いましたが、特別
会員の佐藤信行副学長がトントントンと道を付けてくれ、応援団
監督の佐藤信Ｌのお骨折りで、応援部の学生さんが 30 名、学
生支部に入会してくれました。
　名前は「東京白門ライオンズクラブ白獅子会支部」。副学長の
奥様が名付け親です。中井ガバナーには大変お喜びいただきま
した。お二方には心より感謝いたします。
　新アクティビティとして、児童養護施設の出身者から中央大学
の卒業生を輩出するスキームの検討を始めました。このスキーム

が完成すれば大学の評価が上がることは間違いないのですが、
予算との兼ね合いもあり、引き続き新アクティビティ実行委員会
にて検討をして参ります。
　「会員相互の親睦をはかる」ため、１年間の行事予定はコロナ
禍にも拘わらず、通常例会、納涼例会、ガバナー公式訪問の振
り替え例会、年忘れホームパーティー、お花見例会、ゴルフ会、
全て行うつもりで取り組みました。対面の集まりでなければ親睦
ははかれないと感じていたからです。しかし、残念ながら納涼例
会だけは、東武ホテル、シーボニアとも緊急事態宣言下で営業自
粛、開催を中止せざるを得ませんでした。
　銀座東武ホテル、シーボニアメンズクラブの例会場がＯＫであ
れば、たとえ人数が少なくても例会は開催。定期的に例会場を
開けてくれている両会場が「最大限の対策を取っていますので大
丈夫です」と言っているにもかかわらず、こちらが開催するかし
ないかをその都度決められることに違和感がありました。会場側
も腹を据えてやってくれているのです。“人生意気に感ず ” が大
切だと思います。コロナ禍で例会を中止しているクラブが多い中、

「え！ほんとにやるの？」という声もありましたが、頑張って開催
しました。
　水津正臣元会長が、「マンボウ下、今日の例会は当然中止かと
思っていたら、開催しているというので急いでシーボニア来まし
た。この状況で例会をやるのであれば、これからはずっと出席し
ます。」と仰ってくれたときは嬉しかったです。
　銀座東武ホテル、シーボニアメンズクラブ、及び、そのスタッ
フの皆様、会員の皆様には感謝しかございません。
　任期中の前半はエンゼルス・大谷翔平選手の活躍に励まされ、
後半はロシアのウクライナ侵攻に心を痛めました。来期は松田啓
新会長のもと、メンバーの一人として微力ではありますが会の運
営にお役に立たせていただきたいと思います。
　松田新会長へ心よりエールを送り退任の挨拶とさせていただ
きます。１年間本当にありがとうございました。

2022年度（第19期）前期スケジュール
第一例会 第二例会 備考

９月
７日（水） 於 銀座東武ホテル（芙蓉の間）

理事会17：15〜／例会18：00〜19：30
21日（水） 於 シーボニア

理事会11：30〜／例会12：00〜13：30
22日（木） 於 東武ホテルレバント東京

ガバナー公式訪問

10月
5日（水） 於 銀座東武ホテル（芙蓉の間）
理事会17：15〜／例会18：00〜19：30

19日（水） 於 シーボニア
理事会11：30〜／例会12：00〜13：30

11月
２日（水） 於 銀座東武ホテル（芙蓉の間）

理事会17：15〜／例会18：00〜19：30
16日（水） 於 シーボニア

理事会11：30〜／例会12：00〜13：30

11月27日（日）〜30日（水）
第59回OSEALフォーラム

於 韓国・済州島

12月
10日（土） 於 銀座東武ホテル（桜の間）

歳忘れホームパーティー
21日（水） 於 シーボニア

理事会11：30〜／例会12：00〜13：30



4

Quarterly of Lions／ No.26

2022年５月11日（水）

東京新宿ライオンズクラブ結成62周年記念式典　於 京王プラザ

2022年５月18日（水）

５月第二例会　於 シーボニアメンズクラブ

橋本聖子参議院議員のご挨拶

新宿 62 周年でご挨拶の小池百合子都知事

　北風が止み、そこに櫻が咲き、小鳥たちの囀りで目覚める朝。
それが春を教えてくれます。
　夏には爽やかな風を受けながら散策を楽しむ人たち。
　秋には澄み渡る月を肴にあー酒が旨い !!
　また梅が咲き、正月を知らせてくれます。
　まさに四季折々の移ろいを経て……新宿ライオンズクラブは志
を同じくする人たちが相集い、渋谷ライオンズクラブを親クラブ
に、昭和 35 年５月 19 日銀座ライオンズクラブと兄弟クラブとし
て産声をあげました。
　ただ、その半世紀以上の歴史は平坦な道ばかりではありません
でした。雨の日も風の日もありました。
　日本オリンピック委員会会長であった新宿のシンボル、八木祐
四郎Ｌの突然の逝去は最も悲しい出来事でした。新宿ライオン
ズクラブに暗い雲がメンバーの心を塞いでいました。
　しかし春の陽ざしと共に雲間から明るさを見出しました。誰彼
とは無しに「そうだ、うちには山浦がいる」。山浦晟暉Ｌを中心
にクラブの心が一つになりました。
　そして 2005 年、悲しみを乗り越え新宿の悲願だった山浦ガ
バナーが誕生 !!

　Ｌ榎が 2004 年春、山浦晟暉元ガバナーから白門ライオンズ
クラブ結成を要請されて早や 18 年 !!
　Ｌ榎が新宿ライオンズクラブから「旅立ちと引き換えに誰方か
有望な人を新宿ライオンズクラブに」と口説いたのが、今、新宿
の雄というより鳴く子も黙るくらいの中井正力ガバナーである。
　「当初ライオンズですか？　あまり興味ないなあ。私なんかよ
り、他にもっと好い人いるでしょう？」永い遣り取りの末、納得し
て入会してくれた思い出があります。
　彼は新宿ライオンズクラブと謂うより東京 330 の星であり、ガ

　今、渋谷ハチ公と並ぶ新宿の名物「ライオン像」。当時の新宿
駅長と何回も交渉の末、山浦Ｌの提唱で実現しました。
　ワンコインを口に入れると「ウォー !!」。このライオン、聖徳太
子が大好きで「ウォーウォーウォー !!」と３回鳴くとか。かの東
日本大震災時には多くの人から浄財を集め大活躍したライオン
です。
　山浦Ｌは “ 行動するガバナー ” として障害を持った方とそのご
家族・関係者合わせて 500 名をディズニーランドへご招待 !!　そ
して 2009 年には国際理事に当選 !!　オリンピック・パラリンピッ
ク支援本部長、薬物乱用防止の提唱者として国際協力国連大使、
その他、数えきれない大役のなか、国際アカデミー最優秀賞を
授賞 !!　日本ライオンズの名声を欲しいままにしました。
　山浦Ｌは生まれ変わってもやっぱりライオン !!　いつまでも世
界の人々の幸せを求めて涯てしない旅を続けます。
　ただ今、新宿ライオンズクラブでは中井正力ガバナーという新
しいスターが生まれました。
　そろそろ「世の中の重荷おろして昼寝かな（正岡子規）」と思
いますが、休むことを知らない山浦Ｌ。いつまでもお元気でご活
躍ください。50 年間、本当にお疲れ様でした。

バナーの中でもこの一年の実績は全国にも誇れるガバナーの一人
であると確信しています。
　それをガバナーとして育てたのが山浦元ガバナーであります。
　この日の新宿ライオンズクラブ 62 周年の式典は 330-A 地区の
中でも 508 人参加という驚異的な人数でした。私たち子クラブ
の白門ライオンズクラブは 24 名の参加で多少の花を添えました。
　そこで白門ライオンズクラブ生みの親・山浦Ｌを讃える語りを
依頼されたＬ榎の原稿を掲載させていただきました。
 （Ｌ榎秀郎・記）

山浦元ガバナー（元国際理事）お疲れさま　　　 Ｌ榎 秀郎
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2022年６月１日（水）

2022年６月15日（水）

６月第一例会　於 銀座東武ホテル（芙蓉の間）

６月第二例会　於 シーボニアメンズクラブ

お誕生日祝いご挨拶の岡田Ｌ

このたび入会された宮崎亜巳Ｌ、赤池三男Ｌ。左からスポンサーの榎Ｌ、大越Ｌ、河野会長

お誕生日祝いをもらい「ウォー !!」岡田Ｌ、石村Ｌ ご結婚祝いを授与された倉本Ｌ。末長くお幸せに!!

中央大学駅伝部
出雲駅伝大会＆全日本大学駅伝大会出場!!

お知らせ

　本学駅伝部が出雲駅伝大会と全日本大学駅伝大会に出場いた
します。
　まず、第 34 回出雲全日本大学選抜駅伝競走は 10 月 10 日（月・
祝）スポーツの日に開催。コースは出雲大社正面鳥居前〜出雲
ドーム前（45.1km ／６区間）、20 校が出場します。
　日本三大駅伝大会のなかで出雲駅伝が一番新しく、各区間の
距離が短いことから “ スピード駅伝 ” と呼ばれています。
　箱根駅伝の成績（シード権獲得校 10 校）が出場できるという
こともあり、2013 年以来の出場となります。
　今回、ベストメンバーが組んで出場するということよりも、本
学では “ 経験を積む ” という視点で出場しますが、それでも７位
以内を目指します。
　また、11 月６日（日）には第 24 回秩父宮賜杯全日本大学駅
伝対校選手権大会が開催されます。コースは名古屋市熱田神宮
〜三重県伊勢市伊勢神宮（106km ／８区間）、25 校及び日本学
連選抜チームと東海学連選抜チームの計27チームが出場します。
　本大会は選考会（予選会）なしで出場できるシード権（８位以
内）争いがありますが、本学の昨年の本大会結果が８位である
ことから、シード校として出場します（シード校以外の関東枠は、

６月の選考会〈予選会〉から上位７校が出場）。
　箱根駅伝の前哨戦という位置付けにおいて本大会は５位以内
を目標、最低でもシード権確保を目指します。
　出雲駅伝大会はフジテレビ、全日本大学駅伝大会はテレビ朝
日にて放送予定です。テレビの前で応援しましょう！

（Ｌ佐藤信、Ｌ木村実牙男・記）

◀︎出雲駅伝大会ホームページ
　https://www.izumo-ekiden.jp

全日本大学駅伝大会ホームページ▶
https://daigaku-ekiden.com　

全日本大学駅伝大会 HP のトップページ
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2022年７月６日（水）

2022年７月20日（水）

７月第一例会　於 銀座東武ホテル（芙蓉の間）

７月第二例会　於 シーボニアメンズクラブ

新旧会長交替認証状伝達式

お誕生日祝い  左から宮崎Ｌ、櫻井Ｌ、井上Ｌ、茂岡Ｌ、竹内Ｌ

新入会員・佐野友映Ｌ入会式

和気藹々の例会風景

久々にお見えの井上彰Ｌのご挨拶

新三役！  左から会計・竹内Ｌ、会長・松田Ｌ、幹事長・根岸Ｌ
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2022年８月６日（土）

学生支部『白獅子会』結成会　於 中央大学（Forest Gateway Chuo ホール）

白獅子会支部旗を河合久学長より授与

井原光希Ｌ

小林良輔Ｌ

宮㟢心花Ｌ

奥津ひなたＬ

永川凛Ｌ

相川千尋Ｌ

大石優花Ｌ

久野なつみＬ

梅沢伸Ｌ

久野未菜歩Ｌ

五十畑優香Ｌ

石渡樹来Ｌ

安蒜和樹Ｌ

大橋杜和子Ｌ

牛込幸大Ｌ

佐藤真歩Ｌ

岡本有紗Ｌ

芳村舞Ｌ 櫻田幹人Ｌ

赤井希美佳Ｌ

中村千夏Ｌ

佐藤信行副学長による
支部誕生の経過報告

330-A 地区からご来賓の
小川晶子Ｌのご挨拶松田新会長から白獅子支部への認証状授与

司会　会員増強委員長 Ｌ榎　秀郎（元会長）
１. 開会宣言 …………………………………………………………… 第一副会長・幹事長 Ｌ根岸清一
２. ご来賓紹介 ………………………………………………………… 第一副会長・幹事長 Ｌ根岸清一
３. 東京白門白獅子会支部結成までの経過報告 … 会員増強副委員長Ｌ佐藤信行（中央大学副学長）
４. 中央大学学長挨拶 …………… 中央大学学長・東京白門ライオンズクラブ名誉会員  Ｌ河合　久
５.330-A 地区代表挨拶 ……………………………………………………………………………………    

GAT エリアリーダー・FWT 及び MD330 ／ 331 担当 GMT 地区コーディネーター Ｌ小川晶子
６. スポンサークラブ会長挨拶 ………………………………………………………… 会長 Ｌ松田　啓
７. 支部編成証書贈呈 …………… 中央大学学長・東京白門ライオンズクラブ名誉会員  Ｌ河合　久
８. 支部旗贈呈 ……………………………………………………………………………会長  Ｌ松田　啓
９. 白獅子会支部会長挨拶 …………… 白獅子会支部会長  Ｌ大石優花（中央大学法学部政治学科）
10，白獅子会支部会員紹介・支部会員スピーチ…………………………………………………………

前幹事長  Ｌ竹内敬雄、白獅子会支部会員参加者全員
11. 閉会宣言 ……………………………………………………………………………前会長  Ｌ河野信之

　2022 年８月６日、中央大学多摩キャンパスにて、当クラブ
の学生支部『白獅子会』の結成式が挙行されました。会場は、
2021 年４月に共用開始されたばかりの新施設 Forest Gateway 
Chuo のホール、17 色に色分けされた座席に座ると、自然と１〜
２m のソーシャルディスタンスが確保できるとしてニュースにも
なった巨大空間でした。
　当日は、白獅子会会長の大石優花Ｌ（法学部政治学科３年在
学中）に対して、当会会長である松田啓Ｌから支部編成証書が
授与され、正式に学生支部が発足しました。また、結成式後に
は納涼例会があったことから、多くの親クラブ会員に加え、特別
来賓として、河合久中央大学学長（当クラブ名誉会員）と SCP ／
FWT 全日本・MD330MD331GAT エリアリーダー兼 330-A 地区
GMT 地区コーディネーターの小川晶子Ｌにお越しいただきまし
た。ご両名には、改めて御礼申し上げます。
　ところで、白獅子会の創設時会員数は 32 名、うち 30 名が中
央大学応援団員、２名が親クラブメンバーの家族の新入生です。
このように、多くの会員が応援団員であるのには、次のような経
緯があります。そもそも、当学生支部結成は、前会長であった河
野信之Ｌほかに対して、中井正力・前 330-A 地区ガバナーから、
大学を母体とするクラブに学生支部を作っては、との提案があっ
たことを契機としています。ご承知の方も多いかと思いますが、
中央大学にはすでに多くのボランティア・サークルがあり、大学
としてもボランティア・センターを核として、学生による社会奉仕
活動を積極的に支援しています。そこで、新たにライオンズクラ

ブ学生支部を設置することは難しいとも思われたのですが、本学
教員である佐藤信Ｌが部会長である応援団３部（リーダー部、チ
アリーディング部及びブラスコア部）では、日頃よりスポーツ応
援等を通じた社会連携活動を展開していることから、その活動と
連動した社会奉仕・貢献を行うことができるかもしれないとの考
えの下、団員に呼びかけを行ったところ、30 名ものメンバーが賛
同してくれたものです。
　現在はコロナ禍のため応援団員と感染者の接触を制限されて
いますが、その介助に伴って、少しずつ社会奉仕活動を組み込ん
でいくことを予定しています。また、応援団員以外にもすでに２
名のメンバーが加わってくれていますが、今後、その輪をさらに
広げることも計画されています。親クラブの皆様には、白獅子会
への応援をいただければ、誠にありがたく存じます。
 （Ｌ佐藤信行・記）
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2022年８月６日（土）

納涼例会　於 うかい鳥山

白獅子会員（学生支部）を交え、和やかな納涼例会風景

　15 時 20 分より中央大学多摩 校舎の Forest Gateway Chuo
ホールにて白獅子会支部（学生支部）の結成式が開催されたあと、
バスにて、各自にて開催場所のうかい鳥山に集合。
　１７時３０分から納涼例会・第一例会が開催されました。
　司会は副テーマー宮崎亜巳Ｌ。「結成式で挨拶された方は違う
話をお願いします」という注文があり、それぞれ上手にお話しさ
れました。
　また、白獅子会支部からは６名に参加いただきまして、同窓、
同クラブのご縁を確かなものにすべく笑顔にて会食させていただ
きました。会場の設定上の都合もありまして、同テーブルとなっ
た某２名は終始笑顔爆発でありました事をご報告いたします。ど
ちらかと言えば白獅子会支部に入りたいとも妄言されておりまし
た事も謹んでご報告いたします。（できることなら私も入りたいで
す !(^^)!）
 　誕生日会も開催されました。皆様おめでとうございます。
　前会長の河野 L のウィ・サーブで宴会が開始されました。
　結成式でお話していただく機会の無かった現役の応援団監督

の佐藤信 L から支部結成の経緯などをお聞きすることができまし
た。ありがとうございます。
　白獅子会支部幹事長の久野未菜歩Ｌから、幹部の紹介など
和やかにリラックスしてしていただきました。宮崎Ｌのヒアリン
グによりますと久野の呼び方は「ひさの」でなく「くの」だそう
です。ほっとした方も多いのではないでしょうか？
　そしてテールツイスターの大久保Ｌからいっぱいのドネーショ
ンの文言がありました。ドネーション額は何と25 万1千円でした。
これには佐藤信行Ｌの 15 万円のドネーションが含まれています。
恐縮です。誠にありがとうございました。榎 L のご挨拶で閉会と
なりました。このあとホタル観賞の夕べを楽しみつつ、新宿まで
の貸切バスとお店からのバス待ちに分かれて納涼のしばし涼みと
風流な時間を楽しみながら帰途に着くのでした。
　結成式の段取りからバスの手配、当日の人数確認納涼会まで
諸々仕切っていただきました松田会長、根岸幹事長ありがとうご
ざいました。お疲れ様でした。 （Ｌ竹内敬雄・記）
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日本私立学校振興・共済事業団
理事長就任のご挨拶

中央大学前学長　福原　紀彦

ご報告

　このたび、清家篤先生の後任として、７月１日付にて日本私立
学校振興・共済事業団の理事長職を拝命いたしました。どうぞよ
ろしくご指導ご鞭撻のほど、お願い申し上げます。
　私たちが生きる日本の現代社会は、少子高齢化が進行するなか
で、資本化とグローバル化が電子（デジタル）情報の利活用によっ
て高度に発展し、ＤＸの名のもとで生活や活動の新しい様式（New 
Normal）が開発され普及し、各種組織や社会構造全体が大きな
変革期を迎えています。また、新型コロナウイルス感染症の蔓延
が繰り返され、気候変動や国際紛争等により、人類が大きな危
機に面しています。
　こうした時代にあって、私たちは、人類の持続的可能性を担保
する礎として、将来の社会を担う人材の育成と諸科学の振興を止
めず、それらに携わる人々の安全と生活を確保することの大切さ
を、今一度しっかりと認識しなければなりません。そして、そこ
では、わが国の公教育を支える私立学校の存在意識は、ますま
す重要になっていると言えることができます。それは、私立学校
が、社会の様々なリソースを活用して、歴史と伝統に支えられた
建学の精神のもとに個性と多様性を発揮し、教育と研究を継続
発展させているからにほかなりません。
　日本私立学校振興・共済事業団は、私立学校の教育の拡充・
向上及び、その経営の安定並びに私立学校教職員の福利厚生を
図るため、補助金の交付、資金の貸付けその他私立学校教育に
対する援助に必要な業務を総合的かつ効率的に行うとともに、
私立学校教職員共済法（昭和 28 年法律第 245 号）の規定によ
る共済制度を運営し、もって私立学校教育の振興に資する機関
です。助成業務を拡充するため、事業団は政府の全額出資を受
けており、令和４年３月末現在の資本金 1,086 億 7,786 万 3,000
円となっています。

　日本私立学校振興・共済事業団は、社会の負託に応えて私立
学校の果たす機能の充実を図ることを責務として、私立学校の
活動に対する「助成業務」と、私立学校に働く教職員の福利厚
生の向上のための「共済業務」とを遂行しています。「助成業務」
では、①補助事業、②貸付事業、③助成事業、④寄付金事業（受
配者指定寄付金、若手・女性研究者奨励金、学術研究振興基金）、
⑤減免資金交付事業、⑥経営支援・情報提供事業により、私立
学校教育を支えるために必要な支援を総合的かつ効率的に行っ
ています。「共済業務」では、①短期給付（健康保険）事業、②
年金等給付事業、③福祉事業（保健・医療・宿泊・貯金・貸付け等）
を運営しています。現下の厳しい社会情勢のもとにあっても、効
果的な補助金の配分、長期・低利融資の実施、寄付金募集活動
の支援、経営支援・相談、授業料減免に対する支援などの充実・
強化に努め、私学共済の加入者・被扶養者・年金受給者の方々
の福利厚生の向上に努めて参ります。
　未来を拓く人を育むこと、それに従事する人々を支えることが
大切であるとの価値観を共有する皆様のご理解とご協力を得て、
私立学校の振興と私立学校教職員の福利厚生向上に努めて参り
ます。引き続き、日本私立学校振興・共済事業団の事業活動に
対しまして、温かく力強いご理解とご協力を賜りますよう、心か
らお願い申し上げます。

産経新聞（2022 年７月連載記事）

理事長就任の福原前学長へ、佐藤信Ｌ、櫻井俊弘Ｌからの熱いエール
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社会とともに「開かれた中央大学」へ
中央大学学長　河合　久

寄稿

　学問や研究は時代とともにあり、社会の変化に適合するよう進
化します。この考えは、本学の建学の精神「実地応用の素を養う」
にも表れています。つまり、「素」とは社会に応用できる力の素
地であり、「素を養う」とは、知識はもとより、経験や人との交
流で培われるコミュニケーション力や議論する力、的確な判断力、
そして学び続ける力の養成を含みます。本学では、この “ 実学精
神 ” を 137 年にわたり受け継ぎ、いつの時代にも、社会を支え、
未来を拓く人材を数多く送り出してきました。
　持続可能な社会基盤の構築にとって、今後の大学は、学問領
域をますます複眼的にとらえ、他分野の融合を軸とする学際的
研究教育の拡充、とくに科学技術（自然科学系分野）と人間行動・
社会行動（人文社会科学系分野）の相互関係性に眼目を置いた
文理融合型の研究教育が求められています。
　さらには、学生が心身健やかに、そして主体的に学生生活を

送れるような学修環境・教育プログラムの整備やスポーツ振興の
強化が不可欠です。本学は近年、そのような社会からの負託に
応えるために「ダイバーシティ宣言」と「SDGs 宣言」を発出し、
ダイバーシティセンターや AI・データサイエンスセンター、教育
力研究開発機構を開設しました。
　2023 年度には法学部・法学研究科の茗荷谷キャンパスへの
移転、ロースクールとビジネススクールの駿河台キャンパスの移
転、小石川キャンパスの開設を控えています。
　学生の頃から社会とともに学び、相互に成長しながら知性を社
会に応用する力を養ってほしいという願いから、本学の豊富な資
源を地域の人々や様々なコミュニティーに開放・活用し、社会と
との交流も積極的に行います。確かな未来につながる学びの実
現に向け、私たちはさらなる「開かれた中央大学」を目指します。

（日本経済新聞より）

朝日新聞（2022 年５月16 日刊行）
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新入会員紹介

宍倉  徳子
特別会員（スポンサー榎 秀郎Ｌ）
昭和30年10月12日生
昭和53年経済学部卒
宍倉徳子税理士事務所 所長

西  肇
正会員（スポンサー小平康代Ｌ）
昭和28年７月１日生
昭和52年法学部卒
株式会社法学館 代表取締役 社長
南甲倶楽部理事

佐藤  勝彦
特別会員（スポンサー河野信之Ｌ）
昭和41年６月９日生
平成30年戦略経営研究科卒
株式会社フロンティアハウス
代表取締役ＣＥＯ
南甲倶楽部会員・会員交流委員

江守  秀次
特別会員（スポンサー榎 秀郎Ｌ）
昭和31年４月29日生
昭和54年法学部卒
株式会社ケット科学研究所 代表取締役 副社長
南甲倶楽部理事／学員会幹事／東京大田区支部
支部長／中央大学スケート部OB会会長

佐野  友映
正会員（スポンサー河野信之Ｌ）
昭和44年３月12日生
平成３年商学部卒
日本レジリエンス株式会社
取締役会長兼ＣＲＯ
南甲倶楽部理事・会員交流委員

諸見里  清
支援会員（スポンサー榎 秀郎Ｌ）
昭和28年５月11日生
昭和50年商学部卒
株式会社日東不動産 代表取締役
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　この度、今期より総務・広報の委員長に任命されました。まず委員長就任のご挨拶をさせていただきます。
　はじめに白門ライオンズの「会報（クオータリー）」の歴史を紐解けば、最初はイベント・特別な会合等があればその都度、
例会案内と一緒に写真データをコピーして榎Ｌの事務所から発送しておりました。私もよく手伝いをさせられていたのを覚えて
います。
　第11代会長の水津Ｌが今の前身の会報擬きを作成し、毎月例会内容とメンバースピーチを掲載された小冊子が会報の始ま
りかと思います。そして翌年に、第12代会長の境Ｌがノラ・コミュニケーションズに編集を依頼して、今現在、好評の会報として
引き継がれております。
　小生は最初、写真のみ提供しておりましたが、第９号より多少お手伝い、そして現在に至っております。最初は100部ほどの
印刷から、現在は400部作成と年々増えております。
　今後も更に充実した会報創りに委員Ｌと共に力を注ぎますので、皆様のご協力をお願いいたします。 【Ｌ大越武雄・記】

編集後記
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