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The Bloom 2017
翠会からのお知らせ
2017 年 翠会総会開催
と き／平成29年８月６日（日）
　　　 12：45 ～ 総会　14：00 ～ 講演会

ところ／金沢東急ホテル
（金沢市香林坊 2-1-1 TEL 076-231-2411）

第 17 回記念講演
演　題 「人生がキラキラ輝く！
	 		インプレッショントレーニング®」
講　師 印象評論家 重太みゆき氏

翠会総会・懇親会報告
第 16 回記念講演
演　題 「アナウンサーが教える愛される話し方」
 キャスター ･ アナウンサー ･ 京都産業大学客員教授
講　師 吉川美代子氏

総会参加者のご意見・ご感想

翠会会長あいさつ
「第１期　下置（旧姓　宇野）宏子」

第１回ホームカミングデイレポート
学校法人金沢学院大学　学園創立 70 周年記念トークショー

「トップアスリートが語る夢の叶え方。」
学校法人金沢学院大学
学園創立 70 周年記念式典レポート

編集後記



翠 会 会 長 あ い さ つ

平成 28 年８月７日（日）、第 16 回翠会総会が金

沢東急ホテルにて開催されました。

平成 27 年度の事業報告、収支決算承認、平成 28

年度の事業計画案、奨学金制度について等の議案が

ありました。学園創立 70 周年を記念して 2000 万円

を翠会として寄付するという報告もありました。

総会記念講演のあとは、美味しいお料理をいただ

きながらの懇親会でした。学部や先輩後輩の壁を越

え、談笑しました。講演会の感想や近況報告、意見

交換など話の尽きない宴席でした。

翠会会員の皆様、お元気で

お過ごしでしょうか？？

さて、昨年は学園創立 70 周

年記念式典が開催され、石川県知事をはじめ石川県

選出の国会議員の方々、各市長や経済界の方々等、

たくさんのご列席を賜り、盛大に執り行われました。

　飛田学園長から今後の大学の展望として、末地区

に一大学園都市を形成する構想が打ち出され、華や

かな話題に会場も大きく湧きました。金沢学院高校の

和太鼓部の素晴らしい演奏も会に花を添え、感動の

うちに終えることができました。

また、平成 29 年度には、小学校教諭免許の取得

ができる学科が文学部に新設され、英語教育に対応

できる教員の育成を目指します。この学科の設立に

より、さらに多方面で活躍できる人材と、地域に貢献

できる人間の育成に、さらに厚みが増し、広がってい

くことは間違いありません。最後になりましたが、70

周年記念事業として皆様から頂いた寄付金は、第二

女子寮の建設費とサッカー場等の整備費の一部に使

わせていただくことになりました。これから益々、金

沢学院大学から目が離せない、そんな魅力ある大学

になっていくと思います。どうぞいつでもお気軽に、

同窓会総会にも顔を出してください。心からお待ちし

ております。

翠会会長

第１期　　下置（旧姓 宇野） 宏子

岩 﨑 奈 央 さ ん
（文学部歴史文化学科　25 期卒　富山県砺波市）
　総会が堅苦しくなくてよかったと思いました。講演会はとてもよかったです。今
日聞いた中でも、挨拶のことを特に取り組んでみたいと思いました。懇親会は思っ
たより参加者が少ないと思います。先生も含め、知っている人がもっといたらうれ
しいです。

北 川 由 貴 さ ん
（文学部歴史文化学科　25 期卒　石川県金沢市）
　総会は知らなかったことを聞けたのがよかったです。例えば、奨学金についてで
す。使ったこともなかったしよく知らなかったけど、同窓会がそういう制度をつくっ
て学生のために努力していることを知ることができました。講演会では挨拶の効果
がわかりました。働いているお店でも店員として実践してみたいと思いました。

亀 谷 好 美 さ ん
（文学部日本文学科　１期卒　富山県射水市）
　同窓会にはずっと来たかったけどスケジュールが合わず、今回やっと参加するこ
とができてうれしいです。娘が高校３年生で大学受験の情報も得られるのではな
いかと思い、娘も一緒に参加させていただきました。講演会では、相手の目を見
て話すことが大切だということがわかりました。懇親会が始まる前に、会場入口の
外で娘といたら先生方が気を配ってくださり、会場に入りやすくしてくださったの
がたいへんうれしかったです。また同窓会に参加したいです。
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さ ん
（経営情報学部情報ビジネス学科　22 期卒　石川県白山市）
　講演会のテーマに興味があってきました。心を込めて話せば相手に伝わるとい
うことがわかりました。懇親会では、先輩や先生に会えたのがよかったです。でも、
もっとたくさんの懐かしい卒業生に会えたらいいと思いました。

林 莉 帆 さ ん
（経営情報学部経営ビジネス学科　24 期卒　石川県小松市）
　会報で講演会のことを知って参加しました。日頃から講演会によく行っていて、
ちょうど何か講演会に行きたいと思っていたところでした。また、地元とのつなが
りを大切にしたいと思って参加しました。普段話すときにはことばを選んで使って
いたのですが、それよりも心が大事なんだと、今回の講演でわかりました。懇親会
では、知っている先生がたくさんいたので、来てよかったと思いました。

　今回の翠会総会にも、金沢女子大学の卒業生からつい最近卒業した方まで、幅広い年代の参加が
ありました。その中で初参加の５名の方に、参加してみての感想を伺いました。

懇　親　会



吉川美代子氏講演

「アナウンサーが教える
� 愛される話し方」

吉川美代子氏を講師に迎え「アナウンサーが教え

る愛される話し方」と題して総会開催記念講演を行

いました。

吉川氏は、金沢が好きで、よく北陸に来ていらっしゃ

るそうです。笑顔が美しく、颯爽とした印象の吉川氏

の話の世界に引き込まれ、参加者一同、想像したり

笑ったりして終始楽しみました。

「愛される話し方」とは、社会や家庭でのコミュニ

ケーション、すなわち社会生活を円滑にする話し方

だということです。

旅客機の機長やアメ横の店主を例に挙げ、２者の

声のトーンやそこから感じる印象を、わかりやすく説

明していただきました。会話は言葉のキャッチボール、

誰に向かってどんなシチュエーションでボールを投

げるのかで違う、ということです。また、「自分の常

識と他人の常識も違う。美しい言葉であること以上に、

心から理解して共感して発している言葉であるかど

うかが重要である」ということを、身をもって経験し

たことも語ってくださいました。一人ひとり声は違う

が、それを大事にしてほしい。おしゃべりだったり無

口だったりすることは気にせず、無理なく自然にする

のがいい。「話し方に王道はない」そうです。

参加者からは、身近な「話し方」について考える

良い機会となった、この講演を参考にしてすぐに実

践したい、気持ちのこもった言葉のボールを相手の

心のミットに投げながら「愛される話し方」を身につ

けていきたいと、感想をいただきました。

講演会講師紹介
キャスター･アナウンサー･京都産業大学客員教授
吉川美代子氏
■生年月日	 1954年５月８日生まれ
■出 身 地	 神奈川県横浜市
■最終学歴	 早稲田大学教育学部
■趣　　味	 ジャズを歌うこと
■経　　歴
1977	年４月TBS	入社、以後37	年間、アナウンサー、
キャスターとして活躍。またTBS	アナウンススクール校
長を12	年間務めた。2014	年５月に定年退職。2017
年４月からは、京都産業大学に新設された現代社会学部に
おいて客員教授に就任。
■出演番組
テレビ
1983年	 	「JNNおはようニュース＆スポーツ」
	 		キャスター（TBS初の女性キャスター）
1984年	 「JNNニュースコープ」キャスター
1990年	 「JNNニュースの森」（土、日）キャスター
2000年	 「CBSドキュメント」キャスター「ウォッチ！」
	 「ピンポン！」などでコメンテーターを務める
2005年	 	「みのもんたの朝ズバッ！」コメンテーター

・フジテレビ「みんなのニュース」「全力！脱力タイムズ」
・	日本テレビ「人生が変わる一分間の深イイ話」「踊る！さ
んま御殿 !!」
・	読売テレビ「そこまで言って委員会 NP」「カミングア
ウトバラエティ!!	秘密のケンミンSHOW」
・CBCテレビ「ゴゴスマ	－GO	GO!Smile!－」
・テレビ朝日「くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館」
・BS-TBS「	諸説あり！」
ラジオ
・「こども音楽コンクール」
・「久米宏の土曜ワイドラジオTOKYO」
・「大沢悠里ののんびりワイド」
・「ラジオ・パープル」
・「Dr. 松永の聞こえるクリニック」
・TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」ほか
著書
・「ラッコのいる海」（立風書房）
・「アナウンサーが教える	愛される話し方」（朝日新書）

金沢学院大学相撲部出身の中村友
ゆう

哉
や

さん、田邉

大
まさ

宜
たか

さん、金沢学院高校出身の齋藤聖
せい

冴
ご

さんが角界

入りしました。

中村さんは横綱白鵬の３人目内弟子として宮城野

部屋、田邉さんは木瀬部屋、齋藤さんは錣
しころ

山
やま

部屋に

それぞれ入門しました。

なお、中村友哉さんは 2017 年２月 25 日（土）

TBS 系「新・情報 7days ニュースキャスター」に

て、身長 167cm、体重 95kg と小柄だが、時にスピー

ディー、時にダイナミックといった相撲で、世界相

撲選手権大会軽量級を大学２年・３年と連覇、得意技は「腕捻り（かいなひねり）」と紹介されていました。

「かいなひねり」は相手の片腕を両腕で抱え、その抱えた腕の方から相手を捻
ひね

り倒す技とのこと。比較

的珍しい技なので、要注目です。

19年ぶりに日本人横綱「稀勢の里」の誕生や新入幕で10連勝の石浦関など、盛り上がりを見せる大相撲。

これからの３人の活躍がとても楽しみですね。

●  ●  ●   学 院 大 ニ ュ ー ス ●  ●  ●

写真は左から田邉大宜さん、中村友哉さん、齋藤聖冴さん



ホームカミングデイレポート
平成 28 年10 月15日（土）の清鐘祭初日に第１回ホームカミングデイが行われました。金沢学院大学をはじめ、

短期大学の皆さんとの合同企画で栄養学科の学生の皆様が考えた学院大自慢のおいしいお料理が参加者にふるま

われました。また、吹奏楽部の演奏、同窓生で芸妓さんのゆめ吉さん（にし茶屋街）、笑
え み

弥
や

さん（主計町）をお迎

えして笛「月うさぎ」や踊り「秋の色種（いろくさ）」「金沢小唄」を披露していただきました。

卒業して〇〇年。久しぶりに学院大に足を運びましたが、変わっているところ、まったく変わってないところが

混在し、懐かしさと驚きのひと

ときでした。

なお、図書館は最近リニュー

アルしたらしく、入口付近がカ

フェに改装され、飲み物を飲み

ながらゆっくり出来る憩いの空

間になっていました。

70 周年記念式典レポート
平成 28 年７月 31日（日）に石川県立

音楽堂コンサートホールにて、金沢学院

大学学園創立 70 周年記念式典が行われ

ました。

来賓には文部科学大臣大臣（当時）の

馳浩氏、石川県知事の谷本正憲氏、金沢

市長の山野之義氏をお迎えいたしました。

なお、記念講演として作家の林真理子

さんをお呼びし「小説を書く時間」をテー

マにご自身の小説家としての人生をつ

づっていただきました。

その後、記念祝賀会が ANA クラウンプラザホテル金沢で行われ、おいしいお料理をいただきながら、学院大

の歴史や将来の展望等の紹介がありました。

2016 年、金沢学院大学が学園創立 70 周年を迎えました。その記念事業の一環と

して本学にゆかりの世界レベルの選手を招いて、「トップアスリートが語る夢の叶え

方。」と題したトークショーが、2016 年 10 月10 日、金沢学院大学の第１体育館で

開催されました。

本学スポーツ健康学科准教授丸山章子氏（トランポリン）と、ご縁あって駆け付け

てくださったという川合俊一氏の軽快な司会により、トップアスリートに至るまでの心

境や失敗談など、ここでしか集まれない選手たちから他では聞けない話が引き出され

る楽しいトークショーでした。

パネリストに松本薫氏（柔道）八木かなえ氏（ウエイトリフティング）伊藤正樹氏（ト

ランポリン）岸彩乃氏（トランポリン）嶋本麻美氏（ウエイトリフティング）の５名が、オリンピックという大舞

台の切符を手に入れるまでの思いを語ってくれました。「諦めない心」「周りの人（家族、コーチ、応援してくれる人）

との約束を守りたいという気持ち」により栄光をつかんだそうです。また、学生時代の思い出では、本学ならで

はの「キツイ階段」「虫」「熊」「雪」の話や、「ぎっくり腰になって立ったまま授業を受けさせてもらった」エピソー

ドなど、各氏がアスリートの厳しい世界で見せる顔とは違う一面を、川合氏が軽妙に引き出していました。

また、本学スポーツ健康学科教授渡辺涼子氏は選手の指導について語り、最後は金沢学院高校・大学の在校

生からトップアスリートへのお悩み相談と盛り沢山の内容でした。

司会の川合俊一氏が「体育大学ではないのにこんなに五輪に出られる選手がいるんですか」と驚いていました

が、改めてそのことを感じられる素晴らしいトークショーでした。

学校法人金沢学院大学　学園創立70周年記念

トークショー「トップアスリートが語る夢の叶え方。」



■発 行 日　2017年7月
■編　　集　倉 　薫（第５期卒：文学部）、池田 勇輝（第12期卒：経営情報学部）

■発　　行　「翠会」　〒920ｰ1392　石川県金沢市末町10

編集後記
　みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
　昨年は学園創立 70周年の年でしたので、イベントが目白押しでした。また、学
園創立 70周年記念事業募金は大変たくさんのご協力いただきまして、ありがとう
ございました。
　集めた募金は新たな女子学生寮建設と校内グランドの人工芝化の一部に使わせて
いただき、完成時には会報でもレポート予定です。
　さて、みなさまとはこの会報と年１回の総会が接点になっているわけですが、我々
役員はこの会報の企画・制作、総会のプランなど、翠会の運営に関して年４回ほど
会合を行っております。もし、講演会のリクエストや会いたい先生、会いたいお友
達等ありましたら、下記アドレスまでご連絡いただければ幸いです。
　今年の総会は８月６日（日）に行われます。また、記念公演には TVでおなじみ
の重太みゆきさんをお呼び致します、皆様お楽しみに。
　最後になりましたが、発行するにあたり、たくさんの方々にご協力いただきまし
たことをこの場をお借りしてお礼申し上げます。

●ご意見、ご感想、住所変更はこちらまで。 midori@ucatv.ne.jp

平成29年度総会のお知らせ

　今年も恒例の翠会総会が８月に行われます。金沢を離れてしまった方も北陸新幹線に乗って、久々に
金沢に来ませんか？もちろんお近くの方も是非。この機会に、懐かしい仲間や先生方、学年を越えた同
窓生との親睦を深めましょう、会費は無料です。

●総　会　12：45 ～ 13：30（受付　12：30）
　　　　　  フォレストルームにて
　議　題　
　（1）28 年度事業報告・会計報告

　（2）平成 30 年度事業計画（案）・会計予算（案）

　（3）奨学金制度について

　（4）役員改選

　（5）その他

●講演会　14：00 ～ 15：30（受付　13：30 ～）
　　　　　  ボールルーム A にて
　講　師　印象評論家 重太みゆき氏
　演　題　「人生がキラキラ輝く！
　　　　   インプレッショントレーニング®」
　持ち物　大きめの手鏡と筆記用具

●懇親会　15：45 ～ 17：15
　　　　　  エクセレントルームにて

日　時　平成 29 年８月６日（日）
場　所　金沢東急ホテル ５階（金沢市香林坊２－１－１　TEL076 － 231－ 2411）
参加費　会員は無料　

インプレッションマスター ®。東京都生まれ。日本航空、JAL

ウェイズ『国際線客室乗務員』として、世界主要 60 都市以上の

フライトを経験、『グッドパフォーマンス賞』など、数々の接客

褒賞を受ける。アジア各国メディアからも特集され、インプレッ

ショントレーニング ®が効果抜群と大人気に。現在は、オリンピッ

ク日本代表選手たちの印象教育にも力を入れている。亜細亜大学 

経営学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 教授。「ホンマでっ

か !? TV」印象評論家。著書「顔グセの法則」「人は 0.5 秒で選

ばれる！」はアジア各国で翻訳出版中。アメリカ合衆国 ニュー

ヨーク州 ベスト・オブ・マンハッタン 2 年連続企業受賞。2017

年に「マンハッタン・ビジネス殿堂入り」を果たす。

印象評論家

重太 みゆき氏
しげた・みゆき

講演会
講師紹介

中学生以上の会員のご家族はお１人につき1000円、
当日受付にて現金でいただきます。


