
甲府中学・甲府一高

東京同窓会会員各位

平成18年1月吉日

一紅会会長　飯田冨美子

　　　　　　一紅会主催

第９回「春の講演会」開催のご案内

　新しい年を迎え、皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

　このたび恒例となりました一紅会主催の「春の講演会」をちらしの通り3月に開催

いたします。

　例年「新春講演会」と銘打って新年早々開催してまいりましたが、今年は会場の

都合により春分の日に開催することになりました。皆様には大変ご多用のこととは

存じますが、是非とも大勢様ご参加くださいますようご案内申し上げます。

　甲府一高を卒業した首都圏在住の女性たちのネットワーク「一紅会」も創立から

9年の歳月を経て、多くの皆様のご支援により同窓会活動への参画も確かなものとし

てここまで歩を進めてまいりました。特に講演会は回を重ねるごとに参加者も増え、

昨年は264名という多数の出席者を得て盛況裏に開催できました。厚くお礼を申し上

げます。ご参加者から“来年を楽しみにしていますよ”と多くのお声を頂き、この会

を遂行するプロジェクトチームをはじめ主催者一同大変嬉しく思っております。

　このたびは久々に女性講師、「いのちの電話」の創設メンバー林義子様をお迎えいた

します。

　「いのちの電話」といえば林義子様といわれるほど、このお仕事をソウルジョブ（天職）

として、多くの人々を助け、励まして来られたと聞いております。西欧の高度な精神

文化を身につけられた林様が発展途上国の人々との交流の中で見た「日本」、果たし

てどのように写っているのでしょうか？大変興味深く今から楽しみにしています。

　この講演会が「同窓文化」の支点として、さらに高揚、発展しますように念願してお

ります。

　どうぞ皆様お誘いあわせの上ご出席くださいますようお待ち申し上げております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

第９回「春の講演会」プロジェクトチーム

　　井上若子（30）村野久子（34）宇野由美子（40）正木和枝（42）竹中みゆき（43）

　　野沢春海（43）峯川文江（44）中山初美（52）吉川文代（52）鷹野由香（56）

　　神谷ひとみ（56）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）内は卒業年次



第9回「一紅会」主催

春の講演会
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ヽのちの電話」創設メンバー

　講師　　林　義子氏

一一一一－

　　「いのちの電話」創設メンバーの一人として日本

ｿﾞヽの活動が20年。1991年から12年間、援助修道会

言本部の最高責任者としてパリで過ごされました。

帰国後の今も静かな情熱を以て「いのちの電話」に

携わっていらっしやいます。

　講演会では、その間に訪れたインド、ルワンダ、

チャドなど、アジア、アフリカ諸国の人々との交流

を通して、外から見た日本について映像を交えて

お話してくださいます。

　人間の尊厳を深く見据えた林氏のお話はきっと

私たちの琴線に触れるものがあるでしょう。

　講演の後は、パーティで講師とご一緒に、同窓

の皆様との語らいをお楽しみください。

日 時

平成18年3月21日(火)春分の日

　13:00～16:00(12:30開場)

会 費

4､000円懇親会(ロリめプパーティ)費を含む

　　　＊飲物、軽食を用意しております

会 場

アルカディア市ケ谷（私学会館）3F富士の間

　　　千代田区九段北4,2-25（右記の地図参照）

　　　　　　　TEL.03-3261,9921（代）

出席･欠席のお返事は2月20日までに同封ﾉ,ｶﾞｷにてお願い致します

　http://www.f.bi9lobe.ne.jprkfl.tokyo/でも受付けます
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林　義子|●プロフィール　近影

‾１５５年甲府一高卒

１９５９年中央大学法学部卒

旧７１年上智大学大学院哲学科修士課程修了

旧フ○年｢東京いのちの電話｣創立時より参加

１９９１年３月まで同事務局養成担当ディレクター

１９９１年援助修道会バリ総本部勤務

　　　　　24力国視察

２００２年帰国

睨　在川崎カリタス学園

　　　　　｢束京いのちの電話｣、東京弁護士会等で

　　　　　相談についての研修指導

　　　　　カトリック援助修道会･会員

共　署：聖文金｢電話相談と危樵介入｣

　　　　　　新曙社｢眠らぬﾀﾞｲﾔ」し｣

　　　　　　　　　｢いのちの共掘れ｣

訳　●：春秋社｢援助する面接:カウンセﾘング入門｣

　　　　　　新世社｢シスター｣

営団地下鉄有楽ｌ鐘･南北纏宿ケ谷駅CAI-11出□から徒歩2分

都窓地下鉄新宿繍市ｹ谷駅(AI-1,A4)出口から徒歩2分

jR市ｹ谷駅から徒歩2分



｢一紅会｣主催　　第９回春の講演会出席者名簿　(2006,3,20現在)
卒年度 氏名 人数
S11 新津成美 1名

S18 渡辺喜一 ‘l 1名
S27 恩田　宗 1名
S28 斉藤　豊 大森潤之助 渡辺泰子 渡辺　圭子 4名
S29 斎藤好司 小泉敦夫 越智幸子 浅川博通 長田春彦 5名

S30

鮎川ますみ 大山矩子 尾崎恵子 木谷滋子 横山光平 呉藤勢津子

46名

轟佐知子 近藤文子 塩瀬昭子 土橋都代 高橋ふく子 稲垣達子
田上百合子 一木益 生原恵子 広川玲子 森田せい子 堤千恵子
八木原順子 山本冨美子 井上若子 飯田祥雄 神宮司房義 堀内綾子
神田　四郎 田村　公 武井篤夫 松尾守 森潭正好 遠藤政子

矢崎仁一 山岸正道 井尻明子 仙洞田洋子 船木深雪 持丸弘子
横山　清江 和田鈴子 相潭功 石井澄夫 小泉順治 田中栄造

塩見由紀子 深潭士郎 河野千秋 江潭好二

S31
平賀一郎 名取正 浅川治男 川崎正 柳沢和孝 内本紀美

8名芦潭修二 岩本福喜
S32 田中博久 渡辺喜彦 山田けい子 若尾和子 4名

S33
石川雛恵 斎藤由美子 林睦生 師岡庄子 早川圭蔵 笠井莞爾

16名桑原治雄 斎藤芳樹 酒井忠弘 鷹野幸次 竹口哲 西川洸

古屋芳雄 堀口孝雄 河内一郎 飯田冨美子
S34 中村礼子 佐藤暢子 斉藤峰子 森田茂 内藤勲 村野久子 6名

S35
望月公子 小海勝雄 布施百合子 穂坂正子 小笠原紘子 古明地昭雄

7名
作遺恨

S36

久保田一三 末木隆夫 前馬美代子 中村芙美子 太田東洋男 土川俊雄、

13名中村敏男 伊東敬子 岡田美枝子 田中雅子 田中正人 小野幸子
谷口百合子

S37
大矢操 小松寿恵 ｼﾏﾝｽﾞ房江 土屋正樹 廣池哲夫 黒田順子

8名樋泉靖志 川島民子

S38

市橋金之助 鈴木紀子 長沼真 角田　等 武内紘司 北村清已

24名
渡辺房男 梅潭梅子 中野千磨 渡辺紘子 清水秀和 河野幹夫
前中かつ子 岩田勝夫 会田洋子 矢口百合子 雨宮武士　　武田信義
矢野峻行 雨宮百合子 池田美子 秋山邦男 乙黒克行 依田良宗

S39 飯島篤 網仲純子 丹治公子 秋山翔－ 斎藤美都子 小林牧子 6名

S40

斉藤勝人 藤巻芳彦 若月達夫 北海誠 若木敏彦 原　護

20名
佐野允夫 小川健 茂手木光博 今井賞 飯田征央 三神和彦

水谷康志 中島公一郎 平野信子 雨宮喬子 深沢保子 飯野文吾
宇野由美子 水谷園江

S41
山本秀彦 高木悦子 風間省二 内藤　浩 中井久子 瀬尾仁美

8名関岡美佐子 手塚彰夫

S42

八田政恭 川野昭雄 戸栗秀樹 金子正義 深沢政年 三森茂

26名

吉田美世子 大芝芳郎 辻敏子 細木博雄 斎藤千恵子 久保田三郎
宮野幸恵 原晴美 渡辺緑 荻原なみ江 生田目良子 横潭良次
八巻珍男 塚脇一帆 大原久宣 小倉英雄 佐野高志 桑江彰子
宇野文子 正木和枝

S43

池田秀雄 諸角英良 高橋享子 大野陽造 清水純子 小木曽博

26名

岡本みどり 千葉陽子 油井純雄 平賀博子 前田健 前田裕子
沓沢初美 上田理 斉藤昇司 古歴史夫 伊藤美知子 猪股賢太郎
門西栄一 両角益資 笹本陽子 並河好美 横森茂樹 永井博
竹中みゆき 野沢春海

S44
京島博文 清水昭 萩原能成 丸山明比古 三神明 川島芳子

12名
三田富貴子 桑木ちおり 杉本恭子 塚本重美 山田和美 峯川文江

S45
山下昌彦 雨宮俊彦 三井三枝子 飯島康二 山下昌彦 飯島登美夫

12名
村上真理子 百瀬良彦 設楽久敬 今井涼子 佐々木まち子 小潭久美子

S47 嶋田朋子 市川京子ヽ 2名

S48
波場美代子 ハ田政仁 鈴木孝男 松村泳勲 小山久枝 森田珠美

9名武井ちあき 辻恵美子 林野妙子
S49 清水喜彦 保坂明彦 今潭晋 広瀬高行 松本博美 杉本光子 6名
S50 寺井ちなみ 田中与志子 八木下信子 3名

S51
羽田忠生 谷口由美子 内田功志 海東朝美 千野淳 渡辺ひろ子

11名
海沼弘忠 南波喜久美 武藤公明 海瀬和美 望月裕子

S52
飯野正仁 成島和仁 佐藤守 吉村柚美 井口千里 射場きよみ

10名
吉川文代 清水真澄 伊藤由佳美 中山初美

S56
大塚誠 田中千穂 青柳きよみ 小穴昭彦 依田訓彦 神谷ひとみ

7名鷹野由香

S63 山田玲子 鈴木明美 嶋田幸子 3名
H6 鏡味仙三 1名

合　‾計‾‾ 306名
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