Ｎｏ．21 （2016．1）
第 53～56 回 100 周年事業企画運営委員会協議概要他について
ＲＫＢラジオまつりでの西南学院ＰＲブース出店について
2015 年 10 月 17 日（土）
、18 日（日）に RKB 放送会館および放送会館周辺で「RKB ラ
ジオまつり」が開催され、昨年に引き続き西南学院ブースを出店しました。ブースでは、
学生スタッフが、2016 年に創立 100 周年を迎える「100」に因んだ「100nen Cafe」を通
して学院の PR を行うと共に、コーヒー、西南水と西南チロリアンを販売し、2 日間で約
400 名の方にお越しいただきました。売り上げについては、100 周年記念募金に寄付し
ています。
輝西会主催による西南学院創立 100 周年記念シンポジウムについて
2015 年 10 月 24 日（土）
、西南学院大学博物館（ドージャー記念館）にて、
「輝西会」
主催による西南学院創立 100 周年記念シンポジウム「西南学院百年史を編む」が開催さ
れました。西南学院百年史の編纂に携わっている、小林洋一氏（元大学神学部教授）、
伊原幹治氏（前中学校・高等学校校長）、村上隆太氏（元大学学長）のお三方に、これ
までの西南学院の道程や歴史を、今回、新たに見つかった貴重な史料と数々の逸話を交
えて語っていただきました。
西南学院創立 100 周年記念リレーマラソンの実施について
西南学院大学体育 OB・OG 会と本学院との共催にて、2015 年 10 月 31 日（土）、西南学
院大学田尻グリーンフィールドにて、創立 100 周年記念リレーマラソンを実施しました。
リレーマラソンには、早緑子供の園や舞鶴幼稚園の園児や保護者、教員による混成チー
ム、在学生や同窓生により編成されたチーム、近隣地区の中学生のチームなど、様々な
世代の 49 団体、438 名が参加しました。2 時間 16 分 40 秒のタイムを出した、西南学院
大学陸上競技部チームが優勝しました。
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西南学院オラトリオ・アカデミー2015 の実施報告について
2015 年 10 月 31 日（土）
、11 月 1 日（日）に西南学院大学チャペルにて開催し、
「レ
クイエム Op.48」を披露しました。2 日間で 1,258 名の方にご来場いただきました。
次年度は、11 月 5 日（土）
、6 日（日）に開催予定です。
創立 100 周年記念清掃プロジェクトの実施について
2015 年 11 月 7 日（土）
、西南学院創立 100 周年事業の一環として、学生団体 西南
100th Dream Planners が企画した「西南学院 100th 清掃プロジェクト～地域への感謝
～」を実施しました。シャフナー学長をはじめ、西南学院中学校・高校の生徒、大学
の学生、教職員のほか、百道浜校区自治協議会、百道浜校区老人クラブ連合会、百道
浜校区ごみ減量・リサイクル推進協議会、早良区役所、マリゾン関係の皆様にも多数
ご参加いただき、目標であった「参加者 100 名」による清掃活動が実現しました。
第 10 回 西南リコーダー・フェスティヴァルの実施報告について
2015 年 11 月 7 日（土）に西南学院大学チャペルにて開催しました。
第一部では、バロック・チェロ、ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者 武澤秀平氏、チェンバ
ロ奏者 大塚直哉氏をお招きし、
「リコーダーと二人の巨匠～ヘンデルとバッハ～」と
いうテーマで、本フェスティヴァル音楽監督の大坪由香氏にもご共演いただきました。
第二部では、大坪氏を講師に「日本の音楽教育におけるリコーダー使用について」と
いうテーマで講演を行いました。第三部では、小学生から大人まで 9 組の一般参加団
体が出演し、日頃の練習の成果を披露しました。
次年度は 11 月 26 日（土）に開催予定です。
西南学院創立 100 周年×国際連合 70 周年記念学術フォーラムの実施について
西南学院創立 100 周年記念事業の一環として、西南学院創立 100 周年×国際連合 70
周年記念学術フォーラム「国連デーin 西南学院～福岡から国際平和を考える～」を
2015 年 11 月 29 日（日）に開催しました。今回のフォーラムでは、世界の平和と安全
の維持、国家間の友好関係の発展及び社会の進歩、生活水準の向上などを目的として
いる国際連合の活動や、世界の貧困地域、紛争地域を中心に医療・人道援助を行う国
境なき医師団の活動に触れ、九州・福岡の地において、国際平和とそのあり方をさま
ざまな世代の参加者と共に考えました。また、高校生平和大使である西南学院高等学
校 3 年生 城戸香音さんが出演し、高校生平和大使の活動などをご紹介いただきまし
た。
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西南学院創立 100 周年記念式典・講演会、記念祝賀会について
◆記念式典・講演会
【日時】

2016 年 5 月 14 日（土） 13：30～（開場 12：30～）

【会場】

福岡国際会議場

【入場】

無料 <招待者> 応募者抽選

◎記念式典 ①未来宣言
◎講演会

②建学の精神の継承と実行宣誓

講師：中村 哲 氏
（医師、ペシャワール会現地代表、ピースジャパン・
メディカルサービス（PMS）総院長・中学校 S37 年卒）

・司会 原田 徹（NHK 福岡放送局・大学 78 期）
、
四位 知加子（TNC テレビ西日本・大学 10 期）
◆合同同窓会総会・記念祝賀会
【日時】

2016 年 5 月 14 日（土） 受付 15：00～

【会場】

マリンメッセ福岡

【入場】

入場有料 <共通チケット> 5,000 円（税込）

●合同同窓会総会
【時間】

16：30～

（開場 16：00～）

【会場】

マリンメッセ福岡：3 階（サブアリーナ）

・司会 龍山 康朗（RKB 毎日放送・中学校 S57 年卒）
●記念祝賀会 「集え西南 愛と自由をたずさえて」
【時間】

18：00～

（開場 17：00～/終了 20：30 予定）

【会場】

マリンメッセ福岡：1 階（メインアリーナ）

・司会 木村 匡也（ナレーター・高校 S59 年卒、大学 89 期）
山口 玲香（フリーアナウンサー・高校 H12 年卒）
●展示・イベントゾーン
【時間】

15：00～

【会場】

マリンメッセ福岡：2 階（海のモール）
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◆創立 100 周年記念同窓生向けキャンパスツアー開催
・創立 100 周年記念式典行事にあわせて、
「同窓生向けキャンパスツアー」を実施し
ます。創立 100 周年を迎えるこの機会に、大学、中学校・高等学校、小学校の各
キャンパスに足をお運びください。
【日時】
2016 年 5 月 13 日（金） 14：30～16：00
2016 年 5 月 14 日（土） 10：00～11：30
【参加受付期間】
2016 年 1 月 6 日（水）～2016 年 3 月 31 日（木）
【参加条件】
西南学院の同窓生および同窓生のご家族（個人、団体いずれも可能）
※詳細は、西南学院記念サイト（http://www.seinan-gakuin.jp/100aniv/）を
ご覧ください。
◆創立 100 周年記念モザイクアートの実施
・創立 100 周年をオール西南で祝福したい、そのような想いを一つにするために、
「WE LOVE SEINAN～100th モザイクアート PROJECT～」を企画しました。『これま
での 100 年を振返り、これからの 100 年を展望する』という大切な節目に総数 100
×100＝10,000 枚の写真を集め、C.K.ドージャー先生と西南学院大学博物館（ドー
ジャー記念館）のモザイクアートを完成させます。完成したモザイクアートは、
2016 年 5 月 14 日（土）にマリンメッセ福岡にて開催する合同同窓会総会・記念祝
賀会の会場にてお披露目を予定しています。
【実施期間】
2015 年 12 月 24 日（木）～2016 年 4 月 15 日（金）
※詳細は、西南学院記念サイト（http://www.seinan-gakuin.jp/100aniv/）を
ご覧ください。
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西南シャントゥール 東京演奏会について
西南学院創立 100 周年にあたり、西南学院大学学術文化会 OB・OG 連合会のご協力に
より、西南シャントゥール 東京演奏会が開催されることとなりました。
詳細は、西南学院記念サイト（http://www.seinan-gakuin.jp/100aniv/）を
ご覧ください。
【日時】

2016 年 10 月 8 日（土） 13：00 開場

/ 13：30 開演

【会場】

第一生命ホール 晴海アイランド トリトンスクエア
東京都中央区晴海 1-8-10

【入場料】 2,000 円 （全自由席）
【お問合せ】西南学院シャントゥール
徳永武雄 TEL：090-1512-2235
FAX：0942-75-3580
Email：adh000333728@mms.bbiq.jp
西南学院オリジナル LINE スタンプの制作について
創立 100 周年を学生等により広く PR したいとの想いから、
西南 100th Dream Planners
の学生自らが日常的にも活用する西南学院オリジナル LINE スタンプの制作を企画しま
した。2016 年 4 月からの公開に向け、現在スタンプデザインを制作中です。
福岡市営地下鉄車内施設案内放送について
西南学院が「2016 年に創立 100 周年を迎える」旨を広く周知することを目的とし、
福岡市営地下鉄空港線西新駅案内時の車内施設案内放送において、学院の広告放送を
実施しています。
【放送期間】
2015 年 10 月 1 日（木）～2016 年 9 月 30 日（金）
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西南学院百年館の設置について
創立 100 周年記念事業の一環として大学東キャンパスに建設中の、100 周年記念館（仮
称）の名称が『西南学院百年館（松緑館<しょうりょくかん>）
』に決定いたしました。こ
の名称は、西南学院の同窓生、西南学院の学生・生徒・児童・園児、教職員を対象に募
集し、学院の創立 100 周年を永久に憶えるとともに、
「西南学院のイメージとは？」とい
う問いから、学院を想起させるものということで採用しました。
西南学院百年館は、2016 年 3 月 18 日（金）に竣工、2016 年 10 月 22 日（土）にオー
プニングセレモニーの実施を予定しています。開館（一般利用開始）時期は 10 月 22 日
（土）以降となる予定です。
◆西南学院史資料センターの設置について
学院創立者 C.K.ドージャーをはじめとする学院の歴史に関わる資料を収集・保存およ
び調査・研究し、それらを広く公開・展示して学院の教育並びに研究の充実図る機関と
して、西南学院百年館内に、西南学院史資料センターを設置します。西南学院史資料セ
ンターは 2016 年 4 月 1 日（金）
、展示室の開設は 2016 年 10 月 22 日（土）の開設を予定
しています。

100 周年事業についてのご意見・ご質問等は、100 周年事業推進室までお寄せください。
（電話：092-823-3186 E-mail：sw100th@seinan-gu.ac.jp）

6

