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関東支部だより  
2021年 4月 16日（金） 

聖母学院同窓会関東支部 

支部長  木原千枝子 

 

 

皆様、こんにちは。 

昨年の支部だよりのご挨拶に、新型コロナ感染症についてのお話をして、1 年もたてば元の生活に戻って

いるのでは、と安易に考えていましたが、状況はなかなか厳しく、この先もどうなるか皆が不安をかかえてい

ます。 

そんな中、2020 年度の活動はすべて中止にいたしました。昨年 10 月末、かろうじて役員会を開くことがで

き、21年度の活動について話し合い、支部同窓会総会を中止する事を決めました。 

「神父様のお話を聞く会」については、下記の通り予定はしておりますが、新型コロナ感染症の状況により

変更、中止となることもあります。関東支部のホームページをチェックしてください。 

本年度もご支援ご協力をお願い申し上げます。 

 

【2021（令和 3）年度活動予定】 

⚫ 修道院の行事の都合及び、新型コロナ感染症の状況により、日程等が変更となる場合は、同窓会関東

支部のホームページにてお知らせします。（https://seibodosokai.com/kanto） 

⚫ 参加者の人数を把握し、新型コロナ感染症に対する三密対応の準備をするため、神父様のお話を聞く

会の参加希望者は、出来れば、事務局か役員に電話かメールで連絡を入れてください。 

⚫ アルコール消毒液を関東支部で準備いたします。 

 

1. 神父様のお話を聞く会 

日 時 第 1回 2 0 2 1 年 6 月 2 6 日（土） 13：30～16：00 （予定） 

神父様のお話と御ミサの集い 

参加費：無料  

  第 2回 2 0 2 1 年 1 0 月 23 日（土） 13：30～16：00 （予定） 

神父様のお話と追悼ミサ 

追悼ミサ：16回生 大槻さん（2020年春帰天） 

22回生 松井かよ子さん（2019年 12月帰天） 

参加費：無料 

  第 3回 2 0 2 2 年 2 月 2 6 日（土） 14：00～16：00 （予定） 

参加費：無料 

 

場 所 ヌヴェール愛徳修道会 目黒修道院 〒153-0063 東京都目黒区目黒 3－4－14 

講 師 川口薫 神父様 （カトリック中央協議会 事務次長） 

問合せ 事務局（山田 TEL&FAX：045-911-6658）（メール：seibo.dosokai.kantoshibu@gmail.com） 

 

mailto:seibo.dosokai.kantoshibu@gmail.com
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2. 追悼ミサ 

2021（令和 3）年度は、関東在住の会員・旧職員が亡くなられ、9 月末までに連絡を頂いた場合、10 月 23

日（土）の、神父様のお話を聞く会と合わせて実施します（事前に御案内いたします。関東支部のホームペ

ージにも掲載いたします）。 

訃報連絡先・問合せ：事務局（山田 TEL&FAX：045-911-6658） 

（メール：seibo.dosokai.kantoshibu@gmail.com） 

 

【 「ゆりの会」 からのお知らせ】 

諸般の事情により、本部のベルナデッタ会もボーイズタウンへの募金はされていないので、今年度も活動

は休止させていただきます。 

 

【使用済み切手収集のご協力について】 

諸般の事情により中止いたします。 

 

【関東支部 2021（令和 3）年度役員】 

木原千枝子（5回生：支部長）   

山 田 香 澄（18回生：会計，事務局） 木 下 節 子（18回生：書記） 

服 部 眞 子（7回生：ゆりの会） 阿 多 次 子（16回生：事務局） 

坂 田 裕 子（9回生：会計監査） 高 橋 幸 子（18回生） 

肥後由佳理（27回生） 

 

―お願い― 

2012 年度から現役員で関東支部の運営をさせていただいています。2021 年度は 10 年目になります。また、

何人かの役員は 10 年以上役員として関わっており、なかなか新しい役員と交代するめどが立ちません。この

ままでは、関東支部の活動を続けていくことが難しくなると思います。ぜひご協力をお願い申し上げます。自

薦他薦を問いません。事務局までご連絡をお待ちしております。 

 

関東支部役員の主な仕事 

・神父様のお話の会（年 3回）   ・同窓会総会の世話（2年に 1回） 

・支部だより発行（毎年 3～4月） ・追悼ミサ（対象者があれば 11月） 

 

転居に伴う住所変更、学年幹事の変更、同窓会への御意見、御希望、入会申し込み、お問合せなどは、事

務局まで、ご連絡をお願い致します。 

 

 

 

聖母学院同窓会関東支部 事務局連絡先（山田香澄） 

TEL&FAX：045-911-6658 

メール：seibo.dosokai.kantoshibu@gmail.com 

mailto:seibo.dosokai.kantoshibu@gmail.com
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【2021（令和 3）年度学年幹事】 

名簿に変更又は間違いがある場合は、関東支部事務局までご連絡ください。 

連絡先・問合せ：事務局（山田 TEL&FAX：045-911-6658） 

（メール：seibo.dosokai.kantoshibu@gmail.com） 
 

 

回生 氏 名 氏（かな） 名（かな）

1 平山 霞 ひらやま かすみ

2 岡田 八重子 おかだ やえこ

3

4 瀬尾 瓔子 せのう ようこ

5 木原 千枝子 きはら ちえこ

6 波多野 慶子 はたの けいこ

7 服部 眞子 はっとり なおこ

8 宮永 克予 みやなが かつよ

9 坂田 裕子 さかた ひろこ

10 高森 睦子 たかもり むつこ

11 北島 苑子 きたじま そのこ

12 原科 美耶子 はらしな みやこ

13 田保 まさ子 たぼ まさこ

14 松浦 裕枝 まつうら ひろえ

15 窪 三枝 くぼ みえ

16 阿多 次子 あた つぎこ

17 中島 悠子 なかじま ゆうこ

18 高橋 幸子 たかはし さちこ

19 永井 千鶴子 ながい ちずこ

20 河西 元子 かさい もとこ

21 西村 恵子 にしむら けいこ

22

23 高木 尚子 たかぎ なおこ

24 高坂 祝子 たかさか のりこ

25 牧村 千代美 まきむら ちよみ

26 高山 智子 たかやま ともこ

27 肥後 由佳理 ひご ゆかり

28 外池 幸恵 とのいけ さちえ

29 川合 由紀子 かわい ゆきこ

30 三谷 ゆかり みたに ゆかり

31 石倉 由起子 いしくら ゆきこ

32 八重島 麻紀 やえじま まき

33 百鬼 由希子 なきり ゆきこ

34 清田 君子 せいた きみこ

35 守随 文香 しゅずい ふみか

36 岡村 美佳 おかむら みか

37 伊藤 紋 いとう あや

38 鈴木 菜穂子 すずき なおこ

39 芦田 貴美子 あしだ きみこ

40 高橋 さおり たかはし さおり

B15 橋本 健 はしもと けん

B16 谷口 正嘉 たにぐち まさよし
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同窓会関東支部の HPご紹介 

 

https://seibodosokai.com/ 
 

 

 

【聖母学院同窓会の HP】 

「聖母学院同窓会」で検索し

ていただければヒットします。PC

でもスマートフォンでもアクセス

可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関東支部のページ】 

関東支部の写真と同じページに、支

部からのお知らせや活動、イベントの

予定変更などについての記事を載せて

います。 

支部だよりも pdfでダウンロード可能

です。 

 

 

 

【JR目黒駅から目黒修道院への地図】 

 

 

目黒修道院


