
歳末多忙の折りから、みなさまがたにおかれましては如何お過ごしでしようか。去る７月５日
（日）ロイヤルパークホテルニツコーにおきまして、第１５回華輪会総会を開催致しました。
かりん第６号では会計報告をはじめとして総会の様子をお知らせ致します。
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　平成１０年７月５日（日）横浜ロイヤルパ

ークホテルニツコーにおいて第１５回華輪会

総会が開催されました。会場が変わったこと

もあり、例年よりも多くの皆様にご参加頂き

盛大に行うことができました。ありがとうご

ざいました。今回は、工学博士、淑徳短期大

学教授である北野大先生（ビートたけしさん

のお兄さんです）による講演が行われました。

　前半部分はテレビの衣装一つにしてもいろ

いろな気配りがなされているというお話から

相手の立場に立って考えられる人になって欲

しいということと、クイズ形式が昔の正統派クイズから変わってきているという話を例に、大

切なのは知識の量ではなく、いかに必要な知識が整理されて入っているかだ、という事をお話

下さいました。私たちの環境（生活）を考えた時に、何でもいっぱい持っていれば良いという

のではなく、必要なものが在れば良い。という考え、つまり more is better（沢山あることが

良い事）から enough is better（充分であることが良い事）に時代が変わっていかなければな

らない、とおっしゃっていました。

　後半は先生が大変尊敬されているお母様の話を交えて子どもを持つ私たちに向けてのメッセ

ージを頂きました。それは子どもの進学方向を決めるにあたって有名大学ならいいという考え

ではなく、将来何を職業にするかを考え、教育・技術を身に付ける事、つまり、その職業にあ

う学科・学部・大学を選んで行かなければならないという事。教育ママになって徹底的に子ど

もと一緒に勉強して行って欲しいという事。子どものいけないところはいけないと怒らなくて

はいけないが、全人格を否定してはならない事。大切なのは子どもを誉め、自信を持たせなが

らでも人間的には謙虚な人間に育てていって欲しいという事でした。講演の後の質問において

は専門の食品添加物等についても触れ、大変幅広くお話を伺う事ができました。北野先生は御

本人もおっしゃっていましたが、弟のビートたけしさんと声や話し方がそっくりで　大変楽し

くお話しを伺う事ができました。テレビで拝見する通り物腰が低く、いつも笑顔のやさしいお

顔がとても印象的でした。
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　次回第１６回華輪会総会も７月２０日（火）１０時３０分から同

ホテルにて予定しております。皆様お誘いあわせのうえご参加くだ

さいませ。役員一同、準備を進めております。楽しい会にするため、

ご意見ご要望などございましたらぜひともお聞かせ下さい。よろし

くお願い致します。

《総会中の保育の様子》

　総会に出席はしたいのだけれど、子どもが、、、

と言った声がよく聞かれます。女子短大である以上

避けられないこのテーマを華輪会は総会中保育を併

設することで、少しでも参加しやすくと考えていま

す。

保育でお母様と離れる際、泣いてしまうなどした子

は一人もいませんでした（保育41名）。

　その反面、保育に慣れていない子ども等、結局利

用できないとのご意見もありました。今後も総会中

の保育は続けていくつもりです。各ご家庭の事情に

合わせてご利用頂ければと思っています。
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ひまわり茶論　第2回

今回は総会会場での先生方に突撃インタビュー！

こんなことおっしやるのはどの先生でしようか？！？！？！

成田先生の乾杯(第2部）

学校の方にもっといらして下さい。学食もすっかり変わって素晴らしくなりました。同窓会等何で

も結構ですから何かの集まりの時にもどんどん会場として学校を使ってみてはどうでしようか。（学

長先生＆高木先生談）

（華輪会の感想）とても落ち着いた雰囲気でだんだん盛大になりよかったです。（Ｎ先生談）

毎年すごく楽しい時を過ごさせて頂いております。あっという間に時間が過ぎて短い位です。近況

報告としては、孫ができおばあちゃんになりました。（Ｍ先生談）

昔と比べて短大の雰囲気は変わりましたよ。（悪い意味で）就職ガイダンスの時も休憩時間に一番

前でタバコは吸ってるし、、、服装も（Ｍ先生談）

あら、そんな悪いイメージばかり言ったら卒業生も困っちゃいますよ。私は先生ほど気になりませ

んけどね。最近の短大と言えば、昨日ＳＴＥＰの“夢を追いかけて”と言う講演を聞いたんです。

総合基礎という授業があって、輝く女性の時というテーマに沿って年間１５回位講演等を聞く授業

なんです。とても良かったわよ。ほとんどの生徒３００人以上がその授業とっているかしら。（Ｏ

先生談）

いや－一一一。楽しんでおります．私、名簿持参で参りました。だっはっはあ－一－。（Ｋ先生談）

初めての象加なんです。今までずーっと来たかったんですけど、毎回英

検の試験日と重なっておりまして。来れなかったんですが、やっと参加

することができよかったです。とても楽しかったです。（Ｓ先生談）

華輪の役員のお知らせで役員紹介があったけど、旧姓が書いてあるとよ

かったわ。私達旧姓でしか覚えていないから、誰だかわからないのよ。

これからは会報誌とかにも旧姓を入れておいて下さいね。（Ｍ先生談）

和やかな雰囲気でとても楽しかったわ。（Ｎ先生談）

このようた盛大なパーティにご招待頂きましてありがとうございます。

初めて参加しました。このような回がある事を誇りに思います。学校に

勤めてまだ数年しか経っていませんので、今日来ている知っている卒業

生が少なかったのが残念です。（Ｓ先生談） No.1プレゼントがあたった二

宮先生（にっこり）
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総会アンケート結果

　毎回総会・華輪回へのアンケートにご協力を頂いております。今後の参考にするとともに、

今までご参加頂いていない方へのご紹介も兼ねて結果を簡単にご報告致します。

　特筆すべきは卒業後間もない方たちの参加が少ない事でしようか。ここ数回とても少ない御

出席を残念に感じています。お仕事にプライベートにお忙しい事とは思いますが、卒業して１

年目は会費も無料となっておりますので是非ご参加頂きたいと思っています｡

御卒業は何期ですか。

横浜ロイヤルパークホテルの感想

総会の開催時間について（11時30分開始）

第1期� 5� 第5期� 17� 第9期� 19� 第13期� 3

第2期� 13� 第6期� 15� 第10期� 6� 第14期� 0

第3期� 5� 第7期� 17� 第11期� 1� 第15期� 0

第4期� 7� 第8期� 5� 第12期� 10�回収枚数� 123

出席総数 379名（役員、先生方含まず）� アンケート回答率32%
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アンケート回答者分布

総じてよかった。料理がおいしかったとの意見多数。

会場が狭かった、ホテル内の案内が悪かった為迷った。立地が良い。悪い。等

ちょうど良い。大多数。

もっと早い方がよい、もっと方が良い。
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総会の開催時間について（11時30分開始）

今後の総会に望む事

女性の生き方について

その時代のタイムリーな話題について（環境問題等）

プロ野球について

芸能人裏話等

これからの教育問題、子育てについて

育児と仕事の両立について

実容について（服、お化粧、髪型等）

《内　容》

《希望講演者》

《講演について》

《立食パーティーについて》

《その他》

長嶋監督� 野村監督� 岡田監督� 竹下景子

ビートたけし� 五大路子� 田島陽子� スマップ

織田祐二� 小宮悦子� 松田聖子� 野村夫人

石井苗子� 黒柳徹子� 中村あずさ� 所ジョージ

近藤サト� 桜井良子� 江川紹子� 二宮清純

小堺一機� 丸山茂樹� 安藤優子� 秋野陽子

辰巳拓郎� 島倉千代子� 福山雅治� 明石家さんま

高島忠夫� レボレボ� 村上里佳子� 八木亜希子

藤村俊二� 飛鳥涼� 石井達也� 桂由美

講演会とパーティの時間を事前に知らせて、講演の質問コーナーが在る事を

事前にしらせて、携帯電話の電源を切るようにアナウンスして、会員の私語

が多い講演者に失礼、講演会の時間は１時間未満に、会計報告が不明瞭等。

パーティの時間をもっと長く、会場を広く、会費を高く（質を上げて）、会

費を安く、デザートを多く、子連れでの入場を認めて等。

気候の穏かな時期に開催して、今後もこのような会を開いて、インターネッ

トで情報公開して、短大の情報を教えて等。
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華輪会よりアンケートへの回答

御卒業期

特筆すべきは卒業後間もない方たちの参加が少ない事でしようか。ここ数回とても少ない御

出席を残念に感じています。お仕事にプライベートにお忙しい事とは思いますが、卒業して

１年目は会費も無料となっておりますので是非ご参加頂きたいと思っています。

ロイヤルパークホテル

立地に関しては皆様個人のお住まいによって事情が変わります。大多数のご要望にお答する

形になります。ホテル内で迷ったとのご意見もありました。華輪会の委員のほか短大の在校

生にもお手伝い頂き、要所にはご案内として立っていたのですが入り口が多いため充分では

なかったようです。次回も同じホテルで行いますのでご注意項きたいと思います。

開催時間について

ちようど良いとのご意見大多数。その反面早い、遅い時間へのご希望が在りました。

今回は講演、その他が長かったと役員一同反省しています。次回第１６回は会場予約の関係

で１０時３０分開始、１２時より第２部開始となります。

講演会へのご希望について

内容についてはそれそれのお立場によって興味の分かれる所となりました。今まで講演内容

は特に決めておりませんでしたが、今後は数年おきにテーマを入れ替える事でご要望にお応

えして行こうと思っています。

講演者については沢山ご意見を頂き、関心の高さを感じました。華輪会としてもなるべく皆

さんがご存知の方と思っていますが、以下の事情によりご要望を頂いても実現できない方々

がいらっしやいます。

例えばスマップ等は一人当たり2000万円になります。歌手、超有名人も同じく法外な金額に

なり残念ながら打珍後あきらめる事も在ります。

講演を依頼されるような方はそれぞれにお忙しく、総会の日程との調整がつかない事が在り

ます。単に日程調整がうまく行かなかった方はリストに残し、次回に調整することにしてい

ます。

こちらはお話を伺いたいと思っていても講演自体を受けていらっしゃらない有名人の方も多

くいらっしゃいます。残念ですがこの場合はあきらめております。

《料金》

《スケジュール》

《講演をしていない》

今後の総会について

特筆すべきは卒業後間もない方たちの参加が少ない事でしようか。ここ数回とても少ない御

出席を残念に感じています。お仕事にプライベートにお忙しい事とは思いますが、卒業して

１年目は会費も無料となっておりますので是非ご参加頂きたいと思っています。
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会費について皆さんご意見があるようですが、まず明確にしておきたい点が2点あります。 

開催時のマナーは会員個人のマナーの問題です。大人の集まりですので各人でお任せしてしかるべきと

考えておりますが、事前に注意を促す事は次回より検討いたします。講演後の質問コーナー等はアナウ

ンス不足で申訳在りませんでした。また、会計報告についての御不満は総会で質問して頂きたいと思い

ます。今回より会報誌文末に会計報告ならびに予算案を添付しております。よろしくお願い致します。

会場、テーブル数に関する御不満はごもっともの事と思いますが、毎回400名を超える人数を収容する

ホテル、会場を押さえるのに大変苦労しております．華輪会としても広い会場でゆったりとした楽しい

時間を過ごして頂きたく考えておりますので、予約時期を2年前に早めるなど対応はしております。

デザートに関し不足とのご意見が在りましたが、現状でもかなり増やしております。ただご要望が多い

ので次回は更に増やす予定です。

立食パーティヘのお子さんの同席を認めて欲しいとのご意見ですが、数年前までは同行ＯＫで行ってお

りました。しかし、目に余るマナーの悪さが数年続き他の会員の方々にご迷惑をおかけする事が多かっ

たので保育を設ける代わりにご遠慮頂く事に致しました。華輪会役員にも子どもを持つ役員がかなりお

りますのでお子さん連れでのご参加を希望されるお気持は分かります。ただ全ての会員にお子さんがい

るわけでもなく、一部の方ではありますがマナーが問題となりますと会員全体の公平を考え、残念なが

ら会としてはこのような方針をとらざるを得ません。

気候の穏かな時期にとのご要望ですが、会場の予約が第一問題になります。これだけの人数を収容でき

る場所はかなり限定され、気候の良い結婚式等のハイシーズンでは予約自体が大変です。また料金も高

くなります。

インターネットでの情報公開ですが、現在華輪会のホームページ開設に向けて作業中です。当面は試験

運用となりますが、近いうちに開設致しますのでご覧頂ければと思います。

学校の現状ですが、去る９月にオープンキャンパスに取材に行ってきました。いろいろ変わっていてご

報告しようと思っておりましたが紙面の関係で次号に譲ります．今後も学校情報等考えておりますので

会報誌をチェックして頂ければと思います。

今後もこのような会を開いて下さい、とのご要望が在りました。

どうもありがとうございます。華輪会は卒業生で作り上げている皆さんご自身の会です。代表して運営

している役員もみんな同じ卒業生です。いろいろな改良を加え楽しく、意義のある会への発展を目指し

ています。御不満、ご要望に加え、ご都合のつく方はどんどんご協力頂きたいと思います。以上の事を

ご理解のうえご協力のほどよろしくお願い致します。華輪会の連絡先は以下の通りです．お気軽にお手

紙下さい。

会費はあくまでも講演会費用です。パーティや会場代、プレゼント、保育費用等の支出が3000円×人

数だけで賄えるはずがない事は会のレベルをご覧頂ければ自明の事と思います。

会員すべての方が総会に出席できる訳ではありません。華輪会の繰越金を見て無料にすべきとのご意

見が在りましたが、華輪会の会員も4000名を超え、地方・海外にお住まいの方、諸事情で出席不可能

な方がいらっしやいます。

会員間の公平を期するためにも出席される方への若干の御負担は今後もご協力頂きます。

《料金》

《講演会について》

《立食パーティーについて》

《その他のご要望》

1.

2.

〒243－0213

神奈川県厚木市飯山２１８４

東京工芸女子短期大学部内　華輪会　宛 
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平成１１年度は華輪会名簿の更新年となります。名簿発行にあたり、現在住所不明の方を少し

でも少なくしたいと思います。お引越し等で住所変更のご連絡をお忘れの方等いらっしゃると

思います。別紙で住所不明の方のリストを添付致しますのでお友達などでご存知の方がいらっ

しゃいましたらお手数で恐縮ですが以下へご連絡下さいますようお願い致します。

〒102-0085

東京都千代田区六番町六番地

六番町共同ビルキーストン1F

株式会社　コンピュータ教育工学研究所　担当　篠田様

編集後記

今年からは会報誌の発行を年2回にしよう！との大目標を掲げがんばってきました。卒業生が４

０００人を超え、華輪会員の増加に伴い総会に出席できる方の比率が下がってきています。母

校のこと、卒業後の先生方、お友達の事などなど、会報誌の役割が重要になってくると思って

います。

もしかしたら、開封もされずに捨てられてしまう運命かも知れないこの会報誌。読んだら結構

面白い、と思っていただけるように続けて行きたいと思っています。今回は広報委員の永良（

会計決算報告� 平成8年度決算� （HP上では非公開）

� � � 平成9年度決算� （HP上では非公開）

平成10年度予算案�� � � （HP上では非公開）
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