
 

 

 

 

 

       

 

会 長  山下 敬緯子 

支部長の皆様、お変わりございませんか。振り返れば、コロナに驚愕し、自粛生活

も早 2年 10カ月が過ぎました。第 8波到来、くれぐれもご自身、ご家族、職場の皆

様、ご留意いただきたく存じます。トクヨ先生の生まれ故郷である宮城県大崎市三本

木では、皆様旧知のとおり、「二階堂トクヨ先生を顕彰する会」の活動のひとつとし

て、毎年「トクヨ通信」を発行されており、今年度は第 10号の記念すべき年です。 

  大学は創立 100周年の歴史を刻み、松徳会は 80周年の歴史を刻む、その場に私たちは遭遇できている

ことへの感謝の気持ちが沸々と湧いてきます。トクヨ先生の偉業を後世に繋ぐ役割を果たすのも、そし

て大学の真価が問われるのも、言うまでもありません、卒業生です。日々、心引き締まる思いがいたし

ます。 

◎松徳会から二階堂学園 100周年記念寄付について 

     1.松徳会奨学金 2,000万円を寄附する 

2.新棟ホールの緞帳 1,000万円を寄贈する 

◎松徳会 80周年記念事業の進捗状況について 

【2017年(H29)本委員会設置時の事業内容】 

1．二階堂学園創立 100周年記念事業の寄附金募集への支援アピールとして、目標額 1億円を掲げる 

2.松徳会創立 80周年記念誌の発行 

3.式典・祝賀会開催の準備 

2019年(R2.3月)から 2022年(R4.2月)まで、コロナ禍での対応から各種委員会等の中止 

【現在の進捗状況】               

1．寄附金について別途後述 

2．記念誌 2023年 6月完成予定 

3．式典・祝賀会  

二階堂学園創立 100 周年記念式典・祝賀会日程を鑑みて、松徳会 80 周年記念式典・祝賀会の実施方法等

引き続き、検討中。 

◎ダンス学科より教員サテライト授業派遣企画について 

全国各支部へ発信し、大学と松徳会の連携を図ることを目的としています。例えば、 

1．各支部会員でダンス教室等の指導のもとへ訪問し、レクチャーする。 

2．幼、小、中、高、大問わず、ダンスの指導のもとへ訪問し、レクチャーする。 

ダンス学科の教員と松徳会各支部会員との交流の場、大学紹介や進路相談なども企画予定です。こ

れを機にホームカミングデーに関心を寄せ上京してもらえればと。関心を寄せて下さる方は松徳会事

務局に一報ください。詳細についてお知らせいたします。 

 

令和４年度 松徳会本部だより   No１秋号 

                        令和４年 1１月発行 

https://azukichi.net/season/autumn/autumn0124.html


       新役員の紹介  

副会長 寺山喜久 S42 卒 

学部第Ⅰ期卒業生 青森県出身 卒業後３年間青森県立高校勤務。その後、日本女 

子体育大学戸倉ダンス研究室助手として採用。40 年間勤務。日本女子体育大学名誉 

教授。その後、東京国際大学に客員教授として 5 年間勤務。大学百周年、松徳会 80 

周年にあたり会長を支え役割を果たしていきたい。 

 

副会長 永田玲子 S51 卒 

副会長 2 期目となりました。松徳会は新役員となり、若いメンバーとなりましたが、

力を結集して頑張っています。学園百周年、松徳会 80 周年を迎える今期に、既存の事

業のみならず松徳会の財政対策や百周年記念募金事業への協力依頼に力を注いでいきた

いと思います。全国の会員の皆様のご協力無くしては出来ないことです。どうかご理解

とご協力を宜しくお願いいたします。 

 

理事長 髙橋嘉子  S54 卒 

松徳会との関りは平成 21 年に埼玉県支部長になってからです。令和 2 年に新型コロナ  

ウイルス感染拡大で世の中は大きく変化し、評議員会や交流会は開催できず、皆様とお会  

いする機会なくなり寂しい限りです。今年は松徳会創立 80 周年の記念の年となり、二階   

堂学園も創立百周年を迎えます。コロナの状況が落ち着きましたらまた、皆様とお会いで 

きるようにと願っています。微力ですが大学や松徳会発展のために頑張りたいと思います  

のでよろしくお願い致します。 

常任理事 平井孝子 H2 卒 （財務部長・東京都ブロック代表） 

この度、財務部長を拝命いたしました。理事の先輩方にアドバイスを頂きながら、

財務の責務を果たせるよう精一杯頑張りたいと思います。創立百周年、松徳会創立８

０周年を迎える母校への感謝と、これからの発展の為に協力して参ります。どうぞ宜

しくお願い致します。 

 

常任理事 上西恵子 S54 年卒 （企画部長・中国、四国ブロック代表） 

この度、企画部長を拝命いたしました。伝統ある松徳会セミナーを受け継ぐとい  

う、重大な任務をいただき、責任の重さを実感しています。先輩方にアドバイスを 

いただきながら、魅力あるセミナーにしてまいりたいと思いますのでどうぞよろし

くお願いいたします。 

 

常任理事 市場生野  H 7院卒 （会報部長・中部ブロック代表） 

今までのんびり楽しく読ませていただいていた「松徳会報」「ホームページ」

「本部だより」を今年度からつくる側になりました。何もわかりません。大変で

す。ですので頑張るしかありません。どうぞよろしくお願い致します。 

 

理 事   木津 美佳  S 46年卒（財務部・東京都支部） 

今年度より理事として財務（奨励金）を担当いたします。全国の会員の皆様 

  が、学生への応援団として奨励金へのご理解、ご協力くださいますようお願 

  いいたします。 



 

理 事  三ッ木真由美 S 53年卒（企画部・九州、沖縄、韓国ブロック代表） 

コロナウィルスの影響により毎年恒例だった発表会や公演が 3 年ぶりに開催 

することできて少しずつ日常を回復できているところです。企画部の一員とし 

 てできることを精一杯やりたいと思っています。まずは"新生セミナー"が安心 

 して開催できることを願っています。 

 

理 事 山崎早苗 S53 年卒 (財務部・関東ブロック代表) 

今年度から理事になりました栃木の山崎です。はじめてで何もわかりま

せんが役員の皆さんのご指導をうけながら精一杯頑張りたいと思いますの

でどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

理 事 三浦文美 S47 年卒（企画部・中国、四国ブロック代表） 

コロナ禍で、役員の皆様にはなかなかお会いできません。 

今の時代だからこそ、直接ではありませんが、オンライン会議でお目にかか 

   れることをうれしく思っております。 

 

理 事 辻井三惠子 S52 年卒 （会報部・近畿ブロック代表） 

何もわからないまま、パソコン苦手のわたくしがホームページ担当になるとは夢に

も思わず、お引き受けし正直驚いています。しかし、前任の方々もきっと同じ思いで

やっていただいたことに感謝しながら・・・。お引き受けした以上皆様のご迷惑にな

らないよう自分なりに、大和乙女のイキで乗り切っていこうと覚悟いたしました。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

理 事 矢口 和代 H1 年卒 （会報部・北海道、東北ブロック代表） 

本部だよりを担当させていただきます。様々制限があり大変な日々を送っております

が、改めて体育の授業の素晴らしさや、運動することの重要性を再確認しています。歴

史と伝統のある大学発展のため、微力ながらお役に立てるよう精一杯頑張ります。 

 

学内理事 橋爪みすず S61 年卒             

日本女子体育大学スポーツ科学科准教授 新体操部部長 

日本体操協会新体操審判本部長 ３年前から母校に勤務させて頂いております。 

出身は長野県安曇野市、現在は長野県松本在住で大学まで中央道を爆走して通って 

 います。元気の良さが取り柄です。卒業生として松徳会の発展に少しでもお役に 

立てるように頑張ります。 

                    

学内理事 髙野美和子 H15 院卒 

2003 年に本学大学院を修了し、2005 年より日本女子体育大学舞踊学専攻（現 

ダンス学科）教員として勤めております。少子化で入学者が減っているため、松 

徳会と大学との連携を深めて、多くの良い高校生を本学入学へと繋げられればと 

考えております。どうぞよろしくお願い致します。 



一般会計の財務計画について  

新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら、事業実施することを前提として予算案を立てま 

した。主な内容です。 

（１）通信費は会議資料の郵券代、終身会費未納者への郵券代用に予算額を増額しました。 

（２）オンライン会議を円滑に行うためパソコンを購入します。 

（３）終身会費納入金額が入学者数の約 7 割の会費で運営しているため財政状況が厳しい状況です。

松徳会 80 周年記念時には大学に奨学金として 2000 万円を寄贈しますが、90 周年に同額を寄贈す

ることは難しいと考えられます。可能な限り積み立てをしていきます。令和 4 年度は 100 万円を計

上しました。 

《方 針》 

令和 5 年度は二階堂学園創立百周年記念、松徳会創立 80 周年記念事業と大きな事業を行います。

事業実施のための予算を考え、予算の見直しも考慮しながら終身会費未納者への納入を促す働きか

け、収入増につながる新たな事業展開などを考え実施して参ります。 

《事業計画として》 

（１）松徳会運営募金事業 

前年度に引き続き、会員の皆様からの松徳会運営に係る協賛金の寄付をお願いしたいと考えてい 

ます。寄付口数等は設けず、振込手数料は松徳会が負担します。 

（２）ふるさと自慢事業 

会員が喜び、業者が喜び、松徳会も喜ぶ 三者が益になる活動を行います。 

〇会員同志のつながりで信頼できる業者を選定し安心安全な地元商品を紹介します。 

〇希望する商品の発注・代金支払いなどをします。 

〇業者は、注文を受け、発送し、代金を受取ります。 

宣伝料として業者から「寄付」をもらうという企画です。各都道府県支部長からの業者のご紹介や質

問などがありましたら次の連絡先にご連絡をお願いします。 

 

 

 

 

 本部運営経過報告（4 月～10 月）  

  １ 会議・事業報告 

１）令和 4・5 年度 松徳会役員選挙 4 月 14 日 松徳会選挙管理委員会開票結果（有権者総数 55 名） 

山下敬緯子氏（得票数 41 票）が会長として選出された。 

永田玲子氏（得票数 33 票）・寺山喜久氏（得票数 29 票）が副会長として選出された。 

 ２）評議員会：書面決議 

    5 月 10 日 議案裁決 有効回答数 45 （45/52）  

会則第 15 条 1・2 項に則り評議員の 2/3 以上の賛成により成立した。 

第 1 号議案～第 4 号議案：賛成多数で全て承認された。 

  3）令和 3 年度 4 月～10 月 会議・事業 

(1)常任理事会（4/6、4/16、5/20、9/16） 

      主な協議内容：令和４年度役員組織／評議員会議案書及び結果回答作成等／  

      財務計画及び松徳会運営財政対策／松徳会創立 80周年記念事業について／松徳会セミナー 

について／松徳会奨励金Ⅰ期申請者審議／総会・交流会について 

連絡先 松徳会副会長 永田 玲子 

メール kxsgh191@yahoo.co.jp 

 

https://1.bp.blogspot.com/-8-o0j4R1RNY/Xor0SBXlEXI/AAAAAAABYL8/Kr6jXb2sYo4OPnAtiesh1LXNSIpjPW_ogCNcBGAsYHQ/s1600/online_kaigi_woman.png


    (2)理事会 

5/29 新旧理事会（オンライン併用）研修会館にて各部・委員会ごとに引継ぎを行った。 

10/28 第 2回 総会準備 10/29総会開催 

主な協議内容：奨励金Ⅰ期受給者について／松徳会創立 80周年記念事業について／ 

令和 6年度松徳会セミナー「新生セミナー」について 

(3) 会計監査：4 月 4 日(日)研修会館にて：一戸・藤平、財務会計：木津・熊谷、髙橋、伊藤事務員 

（4）松徳会創立 80 周年記念事業委員会：10/29 

（5）二階堂清寿先生の墓参：5 月 28 日（土） 多摩霊園 

      桂 真弓（前会長）、豊田孝子（東京支部）、髙橋嘉子（理事長） 

    (6）松徳会報 64 号発行：6 月 30 日(木) 

       印刷部数 25,500 部、発送部数 24,837 部、不着部数 1,017 部 

    (7) 松徳会 80 周年記念誌委員会(3/15、5/13、7/15、9/6、9/30、10/29)  

    （8）学年幹事会：9 月 18 日(日) オンラインと対面併用で開催。 

      令和 4・5 年度学年幹事代表評議員として中島沙織氏（H29 卒）、斎藤杏実氏 

（R3 卒）の 2 名が選出された。 

    (9) 総会・交流会：10 月 29 日(土) 大学健美祭に併せて開催した。コロナ禍のため大学構内 

飲食禁止となり交流会は中止し総会のみ行った。 

 

≪3 年ぶりの清寿先生のお墓参り≫ 

    お墓の周囲の草むしりを行ない墓石の周りも 

きれいになりました。 

 

 

 

桂前会長も久しぶりの墓参でした。清寿先生の墓前に手を合わせ松徳会が 

80 周年になることをご報告をしてきました。多磨霊園は広く、清寿先生のお墓を探す 

のが大変でした。暑い日でしたが木々が茂り日陰は涼しく静かな霊園でのお参りでした。 

 

 

 大学情報  

【ニチジョ生の生活】        

             学生部長  宮本 乙女 先生 

コロナ禍で不自由な生活は続いていますが、それでもこれまでの 2 年間とは大きく違

った 2022 年度です。まず、対面授業が増えたため大学に通う学生の姿がグンと増え

て、元気な笑顔が学内にあふれています。私も 100 人の対面授業を久しぶりに行いまし

た。あらためて学生同士が対話をしながら学びを深める楽しさ、重要性を感じました。 

一方、オンライン授業が多かった時には良かったのですが、感染防止のために席を間引いた食堂が大混雑

です。総合体育館のエントランス回りに臨時に机や椅子を設置するなど工夫をしていますが、集中する昼食

時には到底足りません。今後は新たな感染防止をしながら充分に皆さんが座れる席数を確保していきたいと

考えています。 

https://4.bp.blogspot.com/-1zDRgz7S8ys/VdLsBPek4jI/AAAAAAAAw1k/l0b11R7RaaE/s800/tea_leaf_frame1.jpg


さて、夏季休業中には 3 年振りの合宿練習の許可が出ました。長時間の共同生活での感染を防ぐため、宿

泊はシングルである事、食事は個食で行う事などを原則としていました。10 部活が申請後、9 部活が実際に 

行いました。それぞれ成果を上げることが出来たようです。これらの部では、合宿を原因とするクラスター

感染の報告はなく、ほっとしています。通常の部活動では、コロナ禍前の練習形態（人数や活動時間）に近

くなってきました。種目により感染防止の工夫点が異なりますのでそれぞれで防止対策を進めてもらい、毎

月の活動申請を提出したのちに活動をするというコロナ禍での対策は継続して行っています。そして、制限

を大きく設けてではありますが、健美祭を対面で行いました。コロナ禍前の健美祭に戻すのではなく、より

斬新で私たちの大学の特長を生かした新しい健美祭として未来につながるスタートになったと思います。今

後も感染の状況を見ながらですが、なんとか学生生活を最大限充実させて、そしておおいに楽しんで過ごし

てもらえるように、教職員一同、工夫を凝らして応援していきたいと考えています。 

 

 

【健美祭～いよいよ対面で開催します！！】  

第 55回健美祭実行委員長 久永清雅 

こんにちは！！第 55 回健美祭実行委員長の久永清雅です。今年度の健美祭は 3 年ぶりの対面開催となりと

ても楽しみである反面、私たちにとって初めての対面開催のため健美祭を無事に成功させることができるか

という不安もあります。今年度のスローガンは｢Anniversary～煌めく未来と軌跡の 100 年～｣です。二階堂学

園 100 周年という節目の年に今までのニチジョの軌跡を振り返りつつ煌めく未来を創造してほしいという意

味が込められています。今回の健美祭ではこのスローガンをもとに、ニチジョの歴史を振り返ることができる

展示であったり、節目の年をお祝いするようなグッズの販売もあるので、是非楽しんでいただけたらなと思い

ます！また、その他にも様々な企画が予定されているので皆様に盛りあがっていただけたら嬉しいです！最

後に、より良い健美祭を作り上げる為の準備に励んでくれたメインスタッフのみんなや対面開催を実現する

為に色んな場面で支えてくださった皆様には本当に感謝しています。ありがとうございました！！健美祭本

番も全力で盛り上がっていきましょう！！！ 

 

 

【2023 年度 日本女子体育大学入学試験概要】日程 

区分 出願期間※ 試験日 合格発表 入学手続期限※ 

総合型選抜（Ⅰ期） 

ア ス リ ー ト 選 抜 

スポーツ科学科・健康スポーツ学科・子ども運動学科 

2022.9.5(月)～9.30(金) 2022.10.15(土) 2022.11. 1(火) 2022.11.15(火) 

ダンス学科 

＜第 1 次選考＞ 
2022. 9.5(月)～ 9.26(月) 

書類審査 2022.10. 5(水) － 

＜第 2 次選考＞ 
2022.10. 6(木)～10.10(月) 

2022.10.15(土) 2022.11. 1(火) 2022.11.15(火) 

学 校 推 薦 型 選 抜 
スポーツ科学科・ダンス学科・健康スポーツ学科・子ども運動学科 

2022.11.2(水)～11. 11(金) 2022.11.19(土) 2022.12.1(木) 2022.12.12(月) 

総合型選抜（Ⅱ期） 
アスリート選抜 

スポーツ科学科・健康スポーツ学科・子ども運動学科 

2022.12.2(金)～12.12(月) 2022.12.18(日) 2022.12.21(水) 2023.1.12(木) 

一般選抜（前期） 
スポーツ科学科・ダンス学科・健康スポーツ学科・子ども運動学科 

2023.1.7 (土)～1.24(火) 2023.2.6(月) 2023. 2.14(火) 2023.2.22(水) 

総合型選抜（Ⅲ期） 
スポーツ科学科・健康スポーツ学科・子ども運動学科 

2023.2.14（火)～2.24(金) 2023.3.2（木） 2023.3.7（火） 2023.3.14(火) 

一般選抜（後期） 
スポーツ科学科・健康スポーツ学科・子ども運動学科 

2023.2.15(水)～3.14(火) 個別試験は実施しない 2023.3.17 (金) 2023.3.24(金) 

※郵送必着（ダンス学科の総合型選抜（Ⅰ期）第 2 次選考の出願期間は除く） 

 



【2022 年度 学生の活躍】 

     インカレでの活躍を今後につなげて     器械体操部 主将 4年 小川明日香 

今年の目標は全日本インカレ団体 5位入賞、全日本体操団体選手権の権利

を獲得することでしたが、結果として全日本インカレで団体 4位入賞、全日

本体操団体選手権の権利を獲得することができ、目標を上回る結果を収める

ことができました。また、種目別でも平均台とゆかで 3名が入賞することが

できました。全日本インカレまで思うようにいかないことも多くありました

が、仲間同士支え合いながら全員が最後まで諦めることなく、1 人ひとりが

自分の役割を果たせたのでこの結果につながったと思います。 

12月には全日本団体選手権が行われます。全日本インカレで学んだことを

活かし、好成績を収められるよう練習に励んでいきたいと思います。 

  《器械体操部》     団体成績 8 位入賞・個人成績 3 位以上記載   

第 76 回全日本学生体操競技選手権大会 8 月 18 日～22 日 三重県・四日市市総合体育館 

   〇女子団体総合 4 位 

4 年：小川 明日香 3 年：内海 智絵、森 あずさ 2 年：小林つつみ 1 年：大桃 若芽、川辺 雅 

  《新体操部》 

●2022 新体操日本代表選考会 4 月 16 日～17 日 群馬県・高崎アリーナ 

     〇団体 総合優勝 

3 年：谷口莉々夏 池田 穂 2 年：有働未媛 林美梨香 竹内佑季 中村胡桃 

〇個人総合 第 2 位 4 年：柴山瑠莉子 

   ●第 74 回全日本学生新体操選手権大会 8 月 26 日～28 日 宮城県・ホワイトキューブ 

〇個人総合 3 位 4 年 柴山瑠莉子  

〇個人種目別 

     フープ 3 位 4 年 柴山瑠莉子  ボール 2 位 4 年 柴山瑠莉子 クラブ 3 位 4 年 柴山瑠莉子 

〇 団体総合  3 位 日本女子体育大学 

〇 団体種目別 フープ 5 3 位   ボール 2・リボン 3 2 位 

●第 75 回全日本新体操選手権大会 10 月 27 日～30 日 群馬県・高崎アリーナ 

    〇団体総合 2 位  種目別フープ 5 2 位   種目別ボール 2 リボン 3 3 位  

《軟式野球部》 

   ●第 36 回全日本大学女子野球選手権大会 8 月 26 日～30 日 富山県魚津市 

    優勝（日本女子体育大学） 個人三賞 池田賞（最高殊勲選手賞） 井原 渚（3 年） 

《陸上競技部》 

   ●第 91 回日本学生対校陸上競技選手権大会 9 月 9 日～11 日 京都府・たけびしスタジアム 

    〇対校順位  女子フィールド総合 7 位 

〇個人成績  走高跳 優勝 3 年 諸隈あやね 走幅跳 第 2 位 大学院 2 年 藤田和音   

《ソフトボール部》 

   ●文部科学大臣杯第 57 回全日本大学女子ソフトボール選手権大会 

              9 月 17 日～19 日  愛知県・安城市総合運動公園   ベスト 8 

《ライフセービング部》 

   ●第 48 回全日本ライフセービング選手権大会 10 月 8 日・9 日 神奈川県・片瀬西浜海岸 

    ﾋﾞｰﾁﾘﾚｰ 3 位 ﾚｽｷｭｰﾁｭｰﾌﾞﾚｽｷｭｰ 4 位  2 年 鈴木莉子 ※湯河原 LSC として出場 

https://1.bp.blogspot.com/-CbZQAbZ1Eq8/VGLMl-2Qm0I/AAAAAAAApDA/6hJI2uErNvM/s800/rikujou_woman_takatobi.png
https://3.bp.blogspot.com/-FjinTP0EuuY/W8hDkvMN3wI/AAAAAAABPdo/gqohVuYrpq4cRLvvI8Aibqr7pO_LUw44wCLcBGAs/s800/baseball_pitcher_woman.png
https://2.bp.blogspot.com/-oYj-XNsullo/VmFm0OtzhbI/AAAAAAAA1gY/aOm54HRqEPM/s800/taisou_woman_heikindai.png


 奨励金について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  総会報告  

                                                      

           令和 4 年度 総会・交流会 

開催日：令和 4 年 10 月 29 日（土）午後 1 時～1 時 30 分 

会 場：大学本館 E201 教室 

内 容：会務報告 

              ご挨拶 学園理事長 石﨑朔子氏    学長 深代千之氏 

                  交流会は中止(コロナ感染が収束しないため飲食不可) 

総会の前後に学生の活動をご覧ください。 

・             大学健美祭 午前中≪ショウケース≫(ダンス学科のダンスパフォーマンス) 

大学健美祭 午 後 ≪部活動の発表≫ 

        

 

【令和４年度松徳会総会】 

10月 29日（土）大学本館 E201教室にて 13時より開催しました。 

秋晴れのとても気持ちの良い日で、参加者は健美祭の学生の演技発表やイベント

なども見学でき楽しめたのではないでしょうか。松徳会総会はコロナ禍のため３年

ぶりの開催でした。また、大学の健美祭初日に併せて大学施設で実施するのは初め

松徳会は体育・スポーツ学術の研究者や競技・技能者を育てるため、奨励

金給付事業を行っています。基金は皆様のご厚志、寄付金です。 

寄付金金額 656,000 円 95 名 ご寄付ありがとうございました 

第 1期：令和 4年 4月～9月 

   給付者    伊藤 奈々 日本女子体育大学大学院生 共同研究 

            共同研究者 ：芳地 泰幸(日本女子体育大学准教授) 

   研究テーマ 「体育系女子大学生のアンコンシャス・バイアスと 

キャリ志向に関する研究」 

   学会発表   日本体育・スポーツ・健康学会発表 

   給付金    100,000円 

皆様のご支援心から感謝申し上げます。 

更なるご支援をお願いいたします。   

           



てのことで、新役員で前日より準備してまいりました。参加者 61 名（東京都・長野県・広島県・千葉県・京

都府支部から、大学教職員・法人職員・みどり幼稚園・二階堂幼稚園・付属保育園からの参加者、役員を含め）

総会では、来賓として石﨑朔子理事長、深代千之学長をお招きしてご挨拶を頂きました。 

 

 会報部から  

◎ 64 号を今年度 6 月に発行いたしました。「繋がろう全国のニチジョ」をテーマに、新たな財政対策事業と

して「松徳会運営募金事業」や「ふるさと自慢事業」を掲載しました。 

どちらの事業についてもまだまだ広がりが少ない状態です。多くの方にご理解を頂き募金していただきた

いと思いますし、ふるさと自慢事業については一人でも多くの方に各地の自慢商品をご利用いただくこと

が松徳会の財政対策へと繋がっていきますので、ご協力よろしくお願いします。 

◎ 「松徳会報第 64 号」で下記の誤りがありました。訂正し、お詫びいたします。 

P10 大学人事 退職助手 山城友里恵→友理恵  新規採用助手 尾内夏樹→夏輝 武田奈央→竹田 

P3  役員紹介 栃木県支部長 山﨑早苗→山崎      理事、滋賀県支部長 辻井美恵子→美惠子 

◎ HP の支部ページを、どうぞ活用してください。現在 13 支部が掲載されています。原稿をお待ちしており

ます。できればまとめてHPにアップしたいと思いますので、今年の支部だよりを作られた支部長さんは、

12 月中に HP 担当辻井宛に送ってください。 

辻井連絡先 

〒521-1333 滋賀県近江八幡市安土町内野 156 携帯番号 090-3466-5035 

PC アドレス mie-tsujii@nifty.com 

◎ 「松徳会報第 65 号」の制作が始まります。このコロナ禍での苦労、またそろそろ活動が活発になってき

ている支部もおありではないでしょうか。そんな各支部の様子を紹介したいと思います。前回第 64 号、

前々回第 63 号で、掲載されていない県の支部長様にお声がけをさせていただくかもしれません。その際

はどうぞよろしくお願いいたします。 

◎ 個人情報に変更があった方は必ずご連絡をお願いします。HP の個人情報変更フォームが便利です。 

こちらをご利用ください。 

 

 

創立百周年記念募金 現在の寄付状況(令和 4 年 10月末現在) 

寄付金合計金額：50.330.055 円  合計人数：2210人 

 

目標金額まであと 5，000万、目標人数まであと 7，800人 

県 金額 人数 県 金額 人数 県 金額 人数 

北海道 547，000 33 富山 20，000 2 山口 145，000 9 

青森 623，000 81 石川 60，000 5 徳島 545，000 16 

岩手 165，000 15 福井 45，000 5 香川 130，000 37 

宮城 388，000 109 岐阜 675，000 31 愛媛 158，000 40 

秋田 131，000 17 静岡 506，000 26 高知 80，000 49 

山形 100，000 10 愛知 210，000 10 福岡 1，652，000 18 

福島 260，000 18 三重 130，000 4 佐賀 300，000 19 

茨城 140，000 13 滋賀 1，675，000 85 長崎 10，000 1 



栃木 455，000 27 京都 175，000 67 熊本 1，085，000 46 

群馬 143，000 82 大阪 397，000 20 大分 60，000 11 

埼玉 2，264，000 76 兵庫 665，000 15 宮崎 70，000 4 

千葉 1，829，000 233 奈良 40，000 4 鹿児島 55，000 6 

東京 15，974，000 466 和歌山 35，000 3 沖縄 13，000 2 

神奈川 2，706，000 72 鳥取 15，000 2 韓国 0 0 

山梨 85，000 11 島根 25，000 3 37 ｾﾐﾅｰ 114，760 160 

長野 398，000 25 岡山 140，000 11 同期会 37，295 22 

新潟 1，373，000 31 広島 856，000 99 匿名 25，097，760 46 

支部からの寄付：佐賀県支部、広島県支部、香川県支部、青森県支部、千葉県支部、群馬県支部、 

滋賀県支部、京都府支部、愛媛県支部、宮城県支部、高知県支部、大分県支部、 

熊本県支部、岐阜県支部 

その他の団体からの寄付：野外運動研究室、第 37回セミナー(熱海)、日本女子体育大学体育学部 4期生、

昭和 51年学部卒有志一同 

この百周年記念寄付事業は大学の事業ではありますが、松徳会が両輪となって寄付 

の呼びかけを進めています。いつもご協力を頂きありがとうございます。 

令和 4年 10月は、8名の方でしたが、50万円以上の高額寄付者が 1名ありました 

ので 568，000円の寄付金額となりました。今月からご寄付を頂いた県の数字を黄色く反転させていま 

す。寄付をお寄せいただいた皆様ありがとうございました。 

  その後寄付委員会がありその場で、地区代表理事の皆さんからまだ寄付を頂いていない支部にもう

一度お願いをしていこうという意見が出ました。支部からのご協力よろしくお願いします。その他の

団体からのご寄付もお待ちしています。  

百周年寄付者一覧（令和 4年 5月 1日～令和 4年 10月 31日）

 

北海道 松田奈由美 埼玉 高橋　嘉子 茨城 青木八重子 東京 山下敬緯子 長野 橋爪みすず 大坂 福田　久代 岡山 川埼　靖子 福岡 田中登美子

葛西三津子 光野　敦子 石塚　幸子 杉本　佳子 西沢　啓子 岡本左智子 洲脇　尚美 比護美由紀

後藤　由佳 片倉　麗子 栃木 増渕　信子 佐藤　亘代 志村千鶴子 滋賀 村上　潤子 広島 安原　和恵 井之上知代

小菅　誠子 緑川加寿子 山口　正子 榎本　悦子 新潟 吉田　純子 辻　恵子 福田　理恵 鹿児島羽根井洋美

小倉　正恵 道祖土あき子 山崎　早苗 関　順子 石川 岡田　敏子 奈良 青山チノエ 山口 中村和伽子 山田摩理子

小田桐寿子 熊谷　静代 浅野　幸子 任田　節 岐阜 岐阜県支部 京都 橋本　雅子 徳島 箕浦　陽子 宮崎 川﨑　紀子

三木　朱美 渡辺　典子 長　房江 片山　享子 山田　良子 和歌山櫻井　徳子 森　祥子

青森 佐藤八重子 大澤　陽子 千葉 岡部千津子 木皿久美子 清水　早苗 瀧川  和子

岩手 菊池　信乃 尾形　朱美 佐久間昌子 村松みさき 静岡 小野　国江 香川 川口　洋子

菊池　邦夫 中野　文子 熊倉　里子 石森　孝子 伊藤　玲子 芳地　睦子

大竹小枝子 金井　啓子 子田　泰子 藤井　桂子 松島　亨子 森川美智子

宮城 菅原　律 淺賀　祐子 石塚　雅子 清水　忍 本田千恵美 愛媛　池本　裕子

本多　弘子 竹内　公子 鈴木美智子 佐藤　光子 佐野　君子 大上　紋子

伊藤　恭子 群馬 𠮷田梨紗子 笹　ゆき子 石﨑　朔子 愛知 奥田　艶子

小畑　惠子 澤田　貴美 本吉登美栄 渡邊　由起

花釜　啓子 神奈川名川　絢子 阿部　朋代 平井　孝子

阿部  勝子 梅田　君枝 関口　照美 赤川　文子

秋田 草彅　良子 皆川アヤノ 北澤　雅江 田中　和代

山形 仁藤　典子 長谷川由紀子 鈴木知恵子 坂寄　淳子

福島 齋藤由起子 白瀚　幸子 高宮　京子 生井　夏子

立石ひとみ 山森　雅子 中村久美子 宇野　成子

佐藤実智子 鈴木富喜子 高橋美意子 渡辺智恵子

大友　祥子 石榑　愛 藤江美知代 佐藤　道子

谷地　笑奈 山梨 木原　真弓

大芝　好美

合計 24 23 25 23 14 7 13 6

九州・沖縄地区北海道・東北地区 中部地区 近畿地区 中国・四国地区関東地区 東京


