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The Bloom 2021
翠会からのお知らせ
2021 年の翠会総会は延期、講演会・懇親会は中止になりました。

翠会総会・懇親会報告
翠会会長あいさつ
下置（旧姓　宇野）宏子

翠会理事会報告
※ 2020 年は翠会総会が中止と
　 なりましたので、理事会にて
　 代理承認させて頂きました。

The Bloom プレイバック

編集後記
学長、文学部

秋山先生
元学長、文学部

槻木先生



翠 会 会 長 あ い さ つ

2020 年は翠会総会が中止となりましたので、理事会にて代理承認させて頂きまし
た。

なお、翠会理事会は、2020 年 8 月 8 日（土）金沢東急ホテルにて行われました。
令和元年度事業報告及び収支決算と令和 2 年度事業計画及び収支予算が承認され

ました。
事業報告として 2020 年 3 月 31日時点で金沢女子大学・金沢学院大学の卒業生が

30 期 11,326 名になったことが報告されました。
また、前年度立ち上がった関東支部役員会も実施致しました。

翠会会員の皆様、お元気でお
過ごしでしょうか。今年は 3 年ぶ

りの大雪に見舞われ、北陸の冬の厳しさを改めて感じま
した。また、新型コロナウイルス感染症対策として「新
しい生活様式」になってから一年半以上が経ちました。

今年はワクチン接種もある程度進み、ようやく新規感
染者も減ってきました。

噂される第 6 波は来ることなく、終息に向かうことを
願っております。

さて、毎年 8 月の同窓会総会・講演会・懇親会は、今
年も開催を見送ることに致しました。大変残念ですが、
次回開催時には、たくさんの同窓生の皆さんとお会いで
きるように、準備をしていきたいと思います。収束の状
況次第にはなりますが、同窓会総会だけでも日を改めて
開催出来たらと考えております。その際には再度ご連絡
させていただきます。

こんな閉塞的な時こそ、同級生だけでなく、先輩後輩
の輪をもっと広げていくことで、日々の不安が少しでも
軽減され、同窓会として何らかのお役に立てればと考え
ております。

翠会会員の皆様が健やかにお過ごしになれますように
お祈りし、ご挨拶とさせていただきます。

翠会会長

第１期卒　下置（旧姓 宇野） 宏子

（自：平成31年４月１日～至：令和２年３月31日）

令和元年度の当会の事業概要を次の通り報告致します。

令和元年度事業報告

１．卒業者数
第  1  期：171 名、　第  2  期：160 名、　第  3  期：188 名、　第  4  期：208 名、　第  5  期：210 名、 
第  6  期：275 名、　第  7  期：219 名、　第  8  期：260 名、　第  9  期：686 名、　第 10 期：701 名、 
第 11 期：703 名、　第 12 期：609 名、　第 13 期：474 名、　第 14 期：417 名、　第 15 期：393 名 
第 16 期：343 名、　第 17 期：411 名、　第 18 期：325 名、　第 19 期：365 名、　第 20 期：384 名 
第 21 期：358 名、　第 22 期：315 名、　第 23 期：322 名、　第 24 期：360 名、　第 25 期：392 名、 
第 26 期：428 名、　第 27 期：445 名、　第 28 期：294 名、　第 29 期：434 名、　第 30 期：476 名 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　11,326 名



２．諸会議の概要
（１）総会等 
　令和元年８月４日（日）13：30 ～　於：金沢東急ホテル 
　　イ．議　　事：第１号議案：平成 30 年度事業報告及び収支決算承認について 
　　　　　　　　　第２号議案：令和元年度事業計画 ( 案 ) 及び会計予算 ( 案 ) について 
　　　　　　　　　第３号議案：役員の任期満了に伴う役員改選 
　　　　　　　　　その他 
　　ロ．懇親会：学長、副理事長を始め、諸先生方並びに学校関係者を囲み歓談をした。 

（２）役員会等 
　①第１回役員会　令和元年５月 25 日（土）　15：00 ～　於：金沢東急ホテル 
　　イ．審議事項：第 19 回翠会総会について 
　　　　　　　　　会報について 
　　　　　　　　　関東支部の立ち上げについて 
　　　　　　　　　その他 
　②第２回役員会　令和元年８月４日（日）　11：30 ～　於：金沢東急ホテル 
　　イ．審議事項：第 19 回翠会総会について 
　　　　　　　　　会報について 
　　　　　　　　　関東支部の立ち上げについて 
　　　　　　　　　その他 
　③第３回役員会　令和元年 11 月 30 日（土）　16：00 ～　
　　　　　　　　　於：ホテルトラスティ金沢香林坊 
　　イ．審議事項：大学関係の行事への参加について 
　　　　　　　　　第 20 回翠会総会について 
　　　　　　　　　会報について 
　　　　　　　　　ホームカミングデイについて 
　　　　　　　　　会計年度の変更について 
　　　　　　　　　寄付について（部活動支援費など） 
　　　　　　　　　その他 
　④第４回役員会　令和２年３月 21 日（土）　16：00 ～　於：金沢東急ホテル 
　　イ．審議事項：第 20 回翠会総会について 
　　　　　　　　　会報について 
　　　　　　　　　島清恋愛文学賞への寄付について 
　　　　　　　　　ホームカミングデイについて 
　　　　　　　　　大学の近況について 
　　　　　　　　　その他 
 

（３）関東支部 
　①第１回関東支部会議　令和元年６月 22 日（土）13：00 ～ 
　　イ．審議事項：第 19 回翠会総会について 
　　　　会報について 
　　　　その他 
　②第２回関東支部会議　令和元年 11 月 16 日（土）13：00 ～ 
　　イ．審議事項：第 20 回翠会総会について 
　　　　会報について 
　　　　その他 
 

（４）会　報：2019 年号「The Bloom」の発刊（７月） 



TheBloom
プレイバック

2010年：新学長になられた
槻木先生からのメッセージ

2011年：槻木先生講演会

The Bloom2010 から会報の担当をしております池田 (12 期卒：経営情報学部 )
と申します。

今年で会報を担当して 12 年目です。本年度は紙面に比較的余裕があり、良
い機会ですので、過去の会報をプレイバックしてみましょう。

今回は前編として 2010 年から 2015 年を紹介致します、後編は次号でご紹介
予定です。



2013年：青山先生講演会

2014年：秋山先生講演会

2012年：ロンドンオリンピックに5人
が出場！



いかがでしょうか？
ここ数年で翠会に入会された方には「へーそんなことが」と言った感じでしょうし、以前から

お読みいただいている方には「そんなこともあったね」と楽しんで頂ければ幸いです。
もし、詳しく読みたい等あれば、翠会ホームページにバックナンバーを掲載しております。
こちらの QR コード、もしくは http://www.midorikai.jp/bulletin からご覧下さい。

2015年：会報別冊発行＆竹田恒泰氏講演会



ホームカミングデイレポート
2021 年 10 月 16 日（土）の清鐘祭初日に 5 号館 1F 食堂にて第 6 回ホー

ムカミングデイが開催されました。
従来の立食パーティーはでなくてもどんな形でもつながっていきた

いという思いで、2020 年と同様に定員の制限やパネルの設置などコロ
ナ感染対策も厳重に企画されました。

今回も栄養学部栄養学科の学生が考え、準備した食事が用意されて
おり、秋山学長の「ようこそ。母校へ」という温かい明るい声で封切
られ、大きな拍手が起こりました。

続いて参加者の挨拶、凱歌「我ら勝ちにけり」の紹介などが行われ
ました。

そして、今年度の学生数の増加と開学以来、初めて 47 都道府県の
学生が揃ったとの報告があり、また大きな拍手が起こりました。

金沢学院大学は、学びを止めないという姿勢で、コロナ禍も休校な
しで授業を予定通り行ってきたそうです。これからの展望について、
学部・学科を増やし、多様な学びを提供するとともに、附属中学を開
設して公立学校では出来ないきめ細やかな教育を目指すということで
した。

また、大学で才能を伸ばした例として、今年のプロ野
球ドラフト会議で指名を受けた在学生が 2 名も出たこと
にも触れました。そして、一緒に学ぶ、一緒に伸びる環
境を整え、これからも本気で努力する人を応援していく
と秋山学長は語りました。

最後に、「金沢学院大学の名前を輝かせるのは卒業生の
みなさんだ」と、秋山学長から同窓生一同に大きな激励
の言葉が贈られました。



2021年総会の中止のお知らせ
　本年も新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、総会は延期とし、講演会と懇親会は中止となりました。
総会開催についての続報は翠会ホームページ及び翠会 Facebook で告知致します。
（アドレス及びQRコードは下記参照）

■発 行 日　2021年12月
■編　　集　倉　薫（第５期：文学部）、池田　勇輝（第12期：経営情報学部）

■発　　行　「翠会」　〒920ｰ1392　石川県金沢市末町10

　本年の The Bloom ですが、発行が遅くなり申し訳ございません。
新型コロナウイルス感染症の影響のため、総会をはじめ例年紹介してきたイベントが軒並み中止になり、紙面のボリュームがとても少なく
なってしまったことや理事会がなかなか開催出来なかった等、様々な要因で発行が大変遅くなりました。
　なお、ようやく翠会理事会もオンライン理事会を先日開催しました。これまで遠方でなかなか参加出来ない方が参加出来たり、本来なら
スケジュール的に参加不可だった方も合間を縫って参加出来たり、良いこともありました。
　新型コロナウイルス感染症の流行は歴史に残る大事件ですが、そんな中でも少しでも「いいこと」を見つけていきたいと思いました。
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、お問い合わせはこちらまで。
   info1@midorikai.jp
● 翠会ホームページはこちら、住所変更もこちらで受け付けております。
   http://midorikai.jp/
● 翠会 Facebook はこちら、会報ではお知らせ出来ないタイムリーな情報をお知らせしています。
   https://ja-jp.facebook.com/midorikai.kg

翠会 facebook翠会ホームページ

編集後記

〈プロ野球ドラフト会議〉
松井投手が楽天 5位、長谷川投手が日本
ハム 6位、在学生がダブル指名の快挙！

2021 年 10 月 11 日（月）にプロ野球ドラフト会議が開かれ、
硬式野球部の松井友飛投手（経営情報学科 4 年）が東北楽天
ゴールデンイーグルスから 5 位、長谷川威展投手（スポーツ健
康学科 4 年）が北海道日本ハムファイターズから 6 位でそれぞ
れ指名を受けました。在学生が本指名を受けたのは 1996（平
成 8）年の創部以来初めてで、1 校からダブル指名の快挙とな
りました。

　同日開かれた会見で、松井投手は「球速の目標は 160 キロ。
先発として最多勝を獲得し、球界を代表する投手になりたい」と意欲を見せました。長谷川投手は「日本ハムには憧れの宮西（尚
生）投手らすごい投手がたくさんいる。その人たちに追いつき追い越せるようにがんばりたい」と力を込めました。

2 人にはプロの世界で大いに活躍することを期待しています！

「卒業生教員の会」（仮称）の立ち上げについて
2022 年春、学院大には附属中学校が誕生します。
また教育学部もできます（現在の「文学部教育学科」から昇格）。
これを機に大学は、情報交換の場として「卒業生教員の会」（仮称）の立ち上げに向けて動きはじめました。
教員として活躍中の皆さま、また教員免許をお持ちの方、ぜひ下のフォームにご記入いただくか、
メール・電話にて現在のご連絡先をお知らせください。どうぞよろしくお願い致します。
連絡先：金沢学院大学教職センター
TEL：076-229-8880　E-mail：kyoshoku-c@kanazawa-gu.ac.jp
フォームURL：https://forms.gle/5qMAyFwEHYor7XaG8

金沢学院大学ニュース金沢学院大学ニュース

松井友飛投手（左）　長谷川威展投手（右）


