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孫会長からのご挨拶

CALENDAR OF EVENTS

孫 恵美
昭和43年史学科卒

総会
Date：３月２２日（土曜日）１１：３０－２：３０
Place: Mandarin Restaurant
18420 Brookhurst St.,
Fountain Valley, CA 92708
Ｔｅｌ． (714) 962-5789

新年明けましておめでとうございます。
08年が皆様にとって健康で平安、また飛躍の年となります
ようお祈り申し上げます。
役員の方々のお力を頂いてLA立教会をより身近な会にす
べく努力をいたしております。今年は老若男女を問わず会
員の皆様が気軽に参加出来る行事をいくつか計画いたしま
した。07年は企画していたにも関わらず実現できなかった行
事もあり、会員の皆様に大変ご迷惑をお掛けいたしました。
お詫び申し上げます。この経験を生かし、今年の行事はす
でに日にちを決定いたしております。期日近くなりましたら再
度ご案内いたしますが予定に組み入れられて、どうぞふ
るってご参加ください。
会員の野中さん、目さん、宮野さんの三名が帰国されました。
土屋（敬）さんもこの4月中旬に帰国されます。日本でのご活
躍を願っております。

アウトリガーの会
Date:5月17日(土曜日）
Place: Newport Aquatic Center,
1 White Cliff Dr.
Newport Beach, CA 92660
Tel. (949) 646-7725
Joshua Tree ハイキング・ピクニック
Date: 10月4日(土曜日）
Place: Joshua Tree National Park, CA
ファブリックリースの作成およびきもの着付け教室
Date: １１月16日(日曜日）

Lighthouse 8月1日号の’るいとも－その8’でLA立教会のご
紹介をしていただきました。その結果新たな同窓生から会に
ついてご質問ご連絡をうけました。
11月18日に上映されました映画‘筆子その愛－天使のピア
11月18日に上映されました映画‘筆子その愛
天使のピア
ノ’には皆様のご協力で 22枚の切符を捌く事が出来ました。
お礼を申し上げます。校友であり障害児のために生涯をさ
さげられた石井亮一先生の妻筆子夫人の生涯をえがいた
もので、立教のキリスト教精神が顕現されており、大変感銘
深いものでした。
11月１9日にはクリスマスセンターピース作りと田口氏による
ピアノのコンサートがTown & Gown主催により行われました。
センターピース作りに10名、ピアノコンサートとお食事の会
には21名の参加となり賑やかで楽しいひと時を過ごす事が
は 名 参加となり賑やか 楽し
と時を過ごす事が
できました。新会員・坂本さん、武田さん(女学院)の2名も参
加されました。
LA立教会が会員同士の親睦だけでなく、母校と地域社会に
も貢献できる会にしていけたらと思っております。
本年もどうぞ宜しくご指導ください。
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NEWSLETTER 1

１９８７年の大会では佐藤さん以下８名が参加され、初
志貫徹がかないました。そして翌年、１９８８年の第４回大
会、幹事校は慶応大学で場所はPALM SPRINGSのPGA
WEST JACK NIKLAUS RESORTで行われた大会で、岡
本会長のご好意で別荘を拝借し 全員ではなかったのです
本会長のご好意で別荘を拝借し、全員ではなかったのです
が８名のうち５名が寝袋持参で集まり、一杯やりながら翌日
の作戦会議をしたことが、今更ながら思い出されます。

ＬＡ立教会と私
武井 誠之
昭和４４年経済学部卒

まず最初に前会長の水谷さんが２００４年６月２５日の
JAPAN JOURNAL誌に寄稿された記事によりますと、LA立
教会が成立しましたのは、１９６１年３月２５日となっていま
す。 当時LAに在住していた１６人の同窓生によって発足さ
れましたとあります。実にいまから約半世紀近く前になるの
です。
さて、私が立教会に加入したのは確か１９８６年５月初
めだったと記憶しております。高校からの同期で大学でも同
じクラブに所属していた長澤正博君が LOSにも立教大学
じクラブに所属していた長澤正博君が、LOSにも立教大学
の同窓会があるということを、校友課にいたクラブの先輩か
ら聞いて、私に連絡し入会を勧めてくれました。 その後７
月に長澤君がATLANTAからLOSに赴任してきました。
先に入会した私は、５月末に「大学同窓会対抗GOLF
大会」があるので出場してみてはと勧められ、参加したので
すが、何と前会長の山越さんと私の二人だけだったのです。
山越さんにGOLFをする人は他にはいないのですかとお聞
きした所、GOLFをする人が少なくて、しかも大きな大会は、
尻込みをして参加しないのですと答えられました。何しろこ
の大会は、６名以上を確保しないと団体戦としてQUALIFYし
ないという規則（現在は５名）になっており、５名以下では個
人参加とみなされてしまうのです。
そこで私は発奮し、来年こそは６名以上集めて是非と
もQUALIFYしてみせるぞと自分自身に言い聞かせ、他校の
幹事の方々にも立教出身者を紹介してくれる様に頼みまし
た。私は保険のAGENTという仕事柄、人にお会いして保険
の加入を勧めるのが本業です。米国に来てまなく、友達も
殆どいない状態で、唯一のより所は立教大学のOB会の組
織でもあったわけです。まず大角さんのOFFICEを訪ね、自
らすすんで幹事をやらせて下さいと頼み込みました。当時
すす
幹事をや
下さ
頼み込みま
。当時
会長は岡本さん、副会長兼会計大角さんでした。
仕事のかたわらGOLFにも夢中になり、次第にのめり
込んでいくのですが、その年の９月頃だったと思いますが、
成城大学の幹事の方からGARDENAに佐藤さんという立教
出身らしいGOLFの上手い人がいるとの情報を頂き、
「MASTERS」というGOLF SHOPに行けば更に詳しいことが
判るかもしれないと教えてくれました。すぐさま MASTERS
へ行き佐藤さんのことを聞いた所、多分その人なら夕方４
時頃店に来るかもしれないと言われ、改めて出直して、３時
３０分頃から待っていると、４時過ぎに佐藤さんが現れて、
立教大学
立教大学のOBですかと尋ねたところ、昭和４１年経済卒で
すかと尋ねたと ろ 昭和 年経済卒
すと言われ、思わず佐藤さんに抱きついてしまいました。ち
なみに佐藤先輩はRIVIERA COUNTRY CLUBのメンバー
で、腕前はSINGLEです。
大学同窓会対抗GOLF大会の最大の妙味は、普段は
会社の同僚または仲間としてあるいは取引先のお客様とし
て、GOLFをしている間柄が、このトーナメントの時は互いに
ライバルとして、母校の名誉のために大いに愛校心を発揮
して競い合うことに集約されることです。同じ学校を卒業し
た先輩と後輩が一丸となってGOLFに夢中になれる１日な
のです。
のです

その甲斐あってか参加校１０校の中で、明治大学に次
いで ２位 に入り、他校の参加者から「エー」とか「マサカ」
といった声が聞かれました。もちろん我々のメンバーも「ア
ツと驚き、信じられない」と口々に発し、次いで思わず万歳
をしてしまいました。
ちなみにその当時のQUALIFYした６名は次の通りです。
佐藤史直（昭４１年経済） 渡邊将男（昭４２年経済） 小西
佐藤史直（昭４１年経済）、渡邊将男（昭４２年経済）、小西
清一（昭４５年経済）、佐野 進（昭４８年法学）、中島久夫
（昭５０年経済）、三海光雄（昭５０年社会）、その他に八巻さ
ん、武井の計８名での参加でした。そして個人戦でも中島さ
んが２位、佐藤さんが３位と入賞し、「立教大学強し」と大い
に面目躍如した年でした。
翌年１９８９年は幹事校として、 RIVERSIDEの東に位置
するOPEN間もない MORENO VALLEY G.C. にて開催さ
れ、何と17名の会員が参加してくださり、しかも団体戦３位
に入賞して、昨年度がまぐれではないことを証明すると共に、
幹事校としての責務をまっとうすることができました
幹事校としての責務をまっとうすることができました。
私は幹事冥利につきまして、３年前の二人しか参加して
なかったことが嘘の様な気がして、深い満足間に酔いしれ
たものです。

「閑話休題」
２００７年の３月でLA立教大学校友会の幹事を辞めるま
での２１年の間に岡本、山越、大角、水谷と４代の会長の補
での２１年の間に岡本
山越 大角 水谷と４代の会長の補
佐役兼会計としてやって参りました。
日本のバブル景気がはじけた１９９２年～１９９８年とい
うものは、立教会の会員だけでなく私のGOLF仲間も続々と
日本へ帰国してしまい、私自身のGOLFに対する情熱の炎
も消え入るようになくなってしまいました。更に２００２年には
右肩を痛め、CLUBすら振れない状態になってしまい、
GOLFの幹事を目さんに頼みました。その目さんも今年の春
日本へ帰国してしまいましたが、芳我さんが頑張ってくれま
して、何とか大学同窓会対抗GOLF大会への参加は確保し
ております 会員数が最大で１１０名余だった年もありまし
ております。会員数が最大で１１０名余だった年もありまし
たが、２００４年以降若い女性会員が増えてきて、大変華や
いだ雰囲気の会になってきたように感じられます。
孫さんが初めて女性会長となられた今、男性陣の力が
若干そがれるような勢いにありますが、３年に一度の野球
部の合宿サポート、四季折々の行事と今後益々の発展と
躍進を見守ってゆきたいと思っております。
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ゴルフ論２
芳我 祥二朗
平成1年経済学科卒

皆様、お久しぶりです。前回は一番基本のグリップとアド
レスについて書きましたが、今回はスイングについて書いて
いきます。ほとんどが右利きの方ですから、右打ちの前提
で書いていきます。左打ちの人は右と左を変えて読んで下
さい。
スイングは手の動き（腕の動き）と体の動きのコンビネー
ションです。まず、手の動きから説明したいと思います。そ
の前にアドレスの姿勢を再確認したいと思います。体は前
回書いたようにリラックスした状態で、アスレティックポジシ
書 たよう
ク
た状態
クポジシ
ョンを取ります。腕はそのままブランと下に垂らした状態で
クラブをグリップします。どこにも力の入っていない状態で、
決して腕をつっぱったりしてはなりません。右手が下に来る
分、右肩が少し下がる形になるはずです。
それではそこから手はどのように動くのでしょうか。基本
は両肩とグリップで作る３角形が常に体の正面にあるという
ことがいえます。この３角形が体の正面からはずれればは
ずれるほど、インパクトで腕が体の正面に戻ってくる時に余
計な動作が増えることになります。
バックスイングの時、3角形は下にある状態から少しず
つ上に上がって行き、トップの状態では、大体胸の前にくる
様な形になります。両腕は、できるだけ体から遠い位置に
持っていくようにします。しかしあまりこの辺を形でこだわる
のではなく、感覚で遠くにある感じぐらいで結構です。
腕がちゃんとした位置にあるかのチェック方法は、トップ
まで行ったらその腕をそのままにして、足を含めた体全体を
90度腕の正面に来るように反転し、腕をまっすぐ下に下ろ
して下さい。全てがアドレスの位置に戻っていれば、正確な
し
下さ 。
ア
位置 戻
れば、 確な
腕の動きをしていることになります。
それでは体の動きはどうでしょうか。前述のアドレスの姿
勢から、体は右方向に捻転を始めます。捻転は右の股関
節の上で行い、体がいけるところまで自然にいかせます。こ
のとき体の柔らかい人は両足が地面に着いた状態でトップ
の位置（90度以上の捻転）までいけるでしょうし、体の固い
人は左かかとを少し浮かさないとなかなかその場所までは
行かないと思います。
トップでの注意点はここで絶対にグリップを始め腕のど
こにも力が入っていないようにすることです。ここでそれらに
力が入るとダウンスイングに行くときに力が分散して最高の
ヘッドスピードを出せなくなります。

そのトップの位置から今度腕はアドレスでのポジション
に戻っていきますが、ここでは腕の動きはあまり気にしない
気
ことです。なぜならばトップからインパクトの瞬間までは、わ
ずか100分の何秒という速さなので、頭で考えそれを腕に
伝える信号を出している間にインパクトに到達しているから
です。ということはここで考え何かをしようとすればそれは腕
のスピードを遅くするだけで何の解決法にもなりません。
インパクト後、腕は、バックスイングのときの逆の方向で
同じような動きをします。つまり胸の高さまで腕は上がって
いきフィニッシュを迎えるということです。大事なことはイン
パクトに行く前に右股関節の上にあった体重を、左の股関
節の上に移動させることです。これが非常に難しいのです
が タイミングを
が、タイミングをマスターすれば簡単にできるようになります
タ すれば簡単にできるようになります
。これらを余り頭で考えず、感覚で練習していくのが一番早
い上達法です。全て頭で考えれば、一生ゴルフスイングを
マスターすることはできないでしょう。しかし体に全てを任せ
れば、自分が思っていたより早く上達するはずです。
今回ゴルフのスイングについて、細かく分割して説明し
ましたが（他のレッスン所に比べるとはるかに少ないですが
）、私が人にスイングについて教えるときは、このようには
教えません。その代わりグリップとアドレスについては、徹
底的に教えます。スイングについては、好きなようにクラブ
を振らせて その人の持 ているよいところを伸ばし 苦手
を振らせて、その人の持っているよいところを伸ばし、苦手
なところをなるべく少なくするように教えます。ですから皆さ
んもなるべく体でボールを打つことを覚えてください。
ボールを遠くにまっすぐ飛ばすのは体力とスイングです
が、ボールをいつもコンスタントに飛ばすのはリズムです。
グリップをして、アドレスを取り、バックスイング、トップ、イン
パクト、フィニッシュといつも同じリズムで、同じ力加減で打
ってみて下さい。自分でも驚くぐらい、同じボールが飛んで
いく確率が増えると思います。練習所で一球、一球に一喜
一憂する必要はありません。それよりも自分がちゃんとグリ
憂する必要はありません それよりも自分がち んとグリ
ップ、アドレスが、そしてスイングができているかを確認しな
がら練習をしてください。
練習場では次の点に注意をして練習してください。まず
どのようなボールを使っているか。古いボール、切れた、も
しくは一部が割れているようなボールはまっすぐ飛びません
。自分のせいではなくボールのせいということもあることを
覚えておいて下さい。また、練習場では風の方向に気をつ
けてください。練習場であっても屋外ですから常に風が吹い
ています その風をよく見て 自分のボ
ています。その風をよく見て、自分のボールにどう影響して
にどう影響して
いるか判断してください。自分はまっすぐ打っているのにボ
ールが風に流されまがっているのかもしれません。以上を
考えながら頑張ってください。
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学生時代のおもひで
佐藤康彦
昭和４５年日本文学科卒

さて、人の噂によりますと最近は立教も入学が難しく
なったと聞きますけれど、私が入学した昭和XX年ごろはそ
んなには難しく無かったと思いますけどね。ですから学生の
中には随分と程度の低いのが居ました。粗暴で日本語も正
しく発音出来ず方言まるだしなんですよ 信じがたいと思う
しく発音出来ず方言まるだしなんですよ。信じがたいと思う
方も居られると思いますけど、現に私がその中の一人でし
たのでこの証言は間違い有りません。
私が在籍したのは文学部日本文学科、通称日文と言
われているところなのですけど、一年生の時の或る授業で
龍之介といふ作家の名前を龍之助と書いてしまったのです。
教壇に立っておられた先生が‘大学生にもなって芥川の名
前を書けない学生が居る’と皆の前で呆れた表情を見せた
のです。人格の優れた先生でしたので名指しはしませんで
したから、私は安心して知らんふりしていましたけど、休み
時間になったら皆が私を白い目、軽蔑した目で見るのです。
皆はこんなバカな失敗をするのは私しか居ないと分かって
いたのですね。
懐かしの故郷での楽しい夏休みが終わって二学期が
始まりました。教室に入ると男子学生は誰が誰だか直ぐに
分かり名前が出てきましたけど、女子は知らない人たちば
かりなのですね。当時は席が決まっていたので、早速名簿
と名前の確認をしまして結局誰それが分かりましたけど、こ
の一件で女子生徒からは村八分の扱いを受けてしまいまし
た。しかしこれによって化粧の魔力を発見できたし、女子の
‘子’が取れて‘女’だけになるのが二学期からなのだと理
解できましたね。
秋も深まり皆は勉学にいそしむ季節になった有る日の
こと、私は相変わらずよく遊んで何時ものとおり遅れて教室
に入っていきました。皆下を向いて何かを書いている様な
のです。先生から‘最近起こった事、感じた事を書きなさい’
といふ事でしたので、今さっきまで徹夜で遊んできた高崎の
事でもと書き始めました。‘上州名物かかあ天下と空っ風’
で始まる名文を芥川賞直木賞に該当するくらいの素晴らし
い日本語で書き上げて提出したところ、再度先生から‘今は
何の授業だと思うか’と聞かれたのです。考えてみたら英語
の時間だったのですね。時間がもう無かったので‘上州名
の時間だ たのですね 時間がもう無か たので‘上州名
物かかあ天下と空っ風’を英語で書けたらそれで採点をし
てくれるとの妥協案を提示していただきましたけれど、
'Joshuu''Mother''Wind'としか英語で書けなかったので勿論
落とされました。想像力が先生に多少でも有れば意味が分
かると勘違いをしたのが失敗でしたね。

二年生にもなると東京にも大学生活にもゆとりと変な自
信がついてきて楽しくなりました。私にも友達が沢山出来て
きて、それに色気もついてきました。Warrenといふアメリカ
人による英語の授業の時、ふつうの学生でしたら生の英語
が聞ける 又は英語で話が出来るいい機会なのでしょうが
が聞ける、又は英語で話が出来るいい機会なのでしょうが、
私にはアメリカ人特有の雰囲気とかファッションのほうに興
味が有りましたね。靴のサイズにしてもとても大きくてネクタ
イの柄、横幅にしても日本では見かけませんでしたね。 で、
そんな話を定席である後ろのほうの席で友達と‘ペチャ’‘ク
チャ’と小声で話していると、突然先生は私の席までやって
来て‘ペラ’‘ペラ’と話しかけてきました。顔の表情から少し
は意図が分かるはずなのですけれど、私にとっては生まれ
て初めて目を合わせた異邦人、私も日本人としての矜持を
維持しつつ‘Thank You’と答えましたが、‘今度話をしたら
教室から出てもらう’の意味だったそうなのですよ。
立教も外人に高い人件費を払い、学生に国際性を持
たせようと努力してくださったおかげで私もこの異国で生活
ができたようなものです。今は昔、懐かしい学生時代のおも
ひでです。

渡辺喜久子さん （若柳久三さん）
日本舞踊・華の会
1月19日(土)アラタニ日米劇場にて、渡辺喜久子(S４１日文)こ
と若柳久三さんの日本舞踊・華の会が行なわれました。久三
さんは日本以外でただ一人の権威ある日本舞踊協会の正会
員で、LA立教会でも、今までに何度も踊って頂いております。
今回の公演は、東京の国立劇場で上演された出し物を、凱旋
公演としてLAでお披露目する事と、琉球舞踊家与那嶺恵子氏
率いる玉城流冠千会社中の客演出演というユニークな組み合
わせでした。日本から、舞踊パートナーの若柳彦三衛門氏も
賛助出演、久三さんと賎機帯(しずはたおび）を共演されました。
沢山のLA立教会会員もみえており、満席の大盛況裡に終演
いたしました。(孫記)
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新入会員紹介ページ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

名前
卒業年度
学部，学科
在米年数および渡米、在米理由
自己紹介、自己PR
その他

1.
2.
3.
4.
5.

曲 清光
2001年
経済学部経営学科
在米年数および渡米・在米理由 4年・仕事関係
自己紹介・自己PR CPAを目指し勉強中です。よろし
くお願いします。
その他 普段は、ほとんど時間が作れないので、アー
バインもしくはオレンジカウンティ内で何かイベントが
あればお知らせいただければ幸いです。月曜しか基
本的には時間ができません。会合などの出席はほと
んどできないかもしれませんので、ネットを通じていろ
んな人と交流が取れればよいと思います。来年以降
はもしかすると、会計事務所にてインターンになる可
能性もあり、そうなると、より時間が取りづらくなるかと
思 ますが 何卒 見捨 ずに見守
思いますが、何卒、見捨てずに見守っていただけると
ただけると
嬉しいです。よろしくお願いします。

6.

1.
2.
3.
4.

武田綾子
85年度
英語学科
在米22年、高校時代の夏休みにアメリカでホー
ムステイを経験し、この国に住みたいと思って
引っ越してきました。
5. 立教会の皆様、はじめまして。LAにずっと長い
間住んでいながら立教会の存在をやっと知り
間住んでいながら立教会の存在をやっと知り、
入会させていただきました。私は立教女学院に
２年在籍しただけですが、弟やいとこがずっと
立教に通っていたのでなじみの深い学校です。
楽しいことと食べることが大好きなので、立教
会の活動やイベントに参加するのを楽しみにし
ております。
6. 立教会を通じて色々な方と交流し、新しいこと
を楽しんで学べたら素敵だなと思います。どう
ぞ宜しくお願い致します。

立教Town&Gownセンターピースを作
る会・ピアノコンサートを終えて
去る１１月１７日に孫会長宅にて、Ｔｏｗｎ ＆ Ｇｏｗｎ
主催による、センターピースを作る会、ピアノコンサー
トが行われました。それぞれの嗜好を凝らしたセン
ターピースを作りながら、クリスマスの気分と、楽しい
しゃべりで盛り上がったあと、田口氏によるピアノの
り
り
あ 、
氏
演奏を楽しませていただきました。バッハのゴールド
ベルグ変奏曲に始まり、６曲をご披露いただきました。
演奏後は、お食事会で、たのしいひと時を過ごしまし
た。Ｔｏｗｎ＆Ｇｏｗｎでは、たくさんの方に楽しんでい
ただけるよう、幅広い趣向の催し物を企画したいとお
もっておりますので、みなさん、ご希望がございました
ら、酒井までご連絡ください。
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立教大学BOOKSTORE情報
『ホームレス中学生』田村裕（ワニブックス）

『エイジ』重松清（新潮文庫）

『重力ピエロ』伊坂幸太郎（新潮文庫）

『大いなる遺産』上下 ディケンズ（新潮文庫）

『ぬしさまへ』『しゃばけ』畠中恵（文春文庫）

『水滸伝』1~19 巻 北方謙三（集英社文庫）

『1 ポンドの悲しみ』石田衣良（集英社文庫）

『竜馬がゆく』1~8 巻 司馬遼太郎（文春文庫）

『手紙』『探偵ガリレオ』『予知夢』東野圭吾（文春文庫）

『変身』カフカ（角川文庫）

『夜のピクニック』恩田陸（新潮文庫）

『罪と罰』ドストエフスキー（新潮文庫）

『火車』宮部みゆき（新潮文庫）

『異邦人』カミュ（新潮文庫）
『異邦人』カミ
（新潮文庫）

私たちは、LAに暮らしながら、幾つかの日系書店の存在により、新刊を日本発売とほぼ同時に手にする事が出来るという幸運
に恵まれている。日本ではどんな書籍が人気なのかと思いながら、ふと最近の学生はどんな本を読むのかと興味を持ち、St.
Paul’ s Plaza（旧生協）の書籍部に売れ行き好調書籍を問い合わせてみた。キャンパス内の書籍部であるから、もちろん教科
書の売り上げが一番、その他、就職、資格検定等の関連書籍の売り上げが高いとの事であるが、今回はそれ以外の一般書籍
ということでお願いした。結果は上記の通り。
宮部みゆき、東野圭吾などの読みやすい人気作家のもの、ドラマ化、映画化されたものなどの娯楽小説は想像通りという感じ
であるが 意外だったのが 男子学生には司馬遼太郎 北方謙三などの時代小説 女子学生にはカフカやドストエフスキーな
であるが、意外だったのが、男子学生には司馬遼太郎、北方謙三などの時代小説、女子学生にはカフカやドストエフスキ
な
どの海外古典も根強い人気であるという事。
私が学生の頃は、電車の中での暇つぶしは読書と決まっていたが、携帯電話の普及により、時々帰国しても、電車の中で本を
読んでいる人など滅多に見かけない。見かけるのは、ほとんどの乗客が携帯電話を覗き込んでいる、ある種異様な光景であ
る。携帯小説なども人気らしいが、一般的に活字離れが急速に進んでいると言われる今、今回の結果はホッとするところもあっ
た。
どの本もこちらで手に入るものばかり。ご興味をひかれるものがおありになれば読まれてみてはいかがでしょうか。 （麻田記）

海外立教会から
サンフランシスコ立教会会長 光森和子

立教大学を卒業してテレビ局のアナウンサーになった私は、その後夫の転勤に伴いサンフランシスコへ転居。引き続
きアナウンサーとして地元の日本語テレビに毎週出演していた関係で
きアナウンサ
として地元の日本語テレビに毎週出演していた関係で、名前と顔、何故か出身校まで知られていた。
名前と顔 何故か出身校まで知られていた
そんなある日、先輩の山田治久氏から「立教大学の卒業生に声をかけて集りましょう」との電話を受けた。７０年代後
半のことである。こうして人づてに捜し当てた同窓生７～８人が時折集って食事会をすることから、立教会はささやか
なスタートを切った。１９８１年９月１０日。当時衆議院議員であり校友会会長だった砂田重民氏が、南米外遊の帰途
サンフランシスコに立ち寄られ、その歓迎会の席で校旗を寄贈して下さり、ここに正式に「サンフランシスコ立教会」が
誕生した。以来、総会を１１月第三金曜日と決め、その他母校からの来客を囲んでの食事会、大学対抗ゴルフ大会、
ＢＢＱパーティなどの催しを通して会員相互の親睦を深めている。転勤帰国に伴う出入りはあるが、常時約３０人とい
う小さな所帯。昨年秋初めての経験として校友二人を天国へ見送った。

編集後記
早いもので、今年も2ヶ月が過ぎようとしております。皆様いかがお過ごしですか？
今回、初めて編集に携わらせていただきました。いろいろと、力不足ではなかったかと、反省しております。
これからも、ＬＡＲＫでは、皆様との親睦を深める機会を設けたいとおもっておりますので、皆様のご意見お待ちしております。
今回の記事にご協力頂きました武井様、芳我様、佐藤様、光森様、新入会員の皆様、本当に有り難うございました。（酒井記）
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