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愛光‐11スライドショウ

by ひとっさん 2011.3.26
もうしばらくお待ちください

もう

待てな
いワン

愛光１１期のみなさ～ん、
還暦万歳！！

愛光学園同窓会会長
末光 清貞

（2002年10月就任：創立50周年記念事業実行委員長）
スカラシップ50⇒スカラシップ55

監事 松本 恭介監事 松本 恭介

愛光学園同窓会11期理事・幹事
理事 西村 清
幹事 末光 清貞
幹事 道田 寿彦
幹事 河野 直樹幹事 河野 直樹
幹事 田中 幸一

関西支部幹事 野村隆一
関東支部幹事 田中幸一
影の会長（福寿宝飾社長） 横山寛

愛光学園創立50周年記念シンポジウム
平成14年10月13日

場所：愛媛県民文化会館大ホール
第1部 特別講演

「クラ ク先生が云いたか たことは何か？」「クラーク先生が云いたかったことは何か？」

秋山 仁 氏（東海大学理学研究科教授）
第2部 パネルディスカッション
司会・コーディネーター

渡部 剛士 氏 （24期生／南海放送アナウンサー)

パネリスト

酒井 直行 氏 (27期生・脚本家）
吉田 一郎 氏（26期生・九州大学精神病態医学医師）

堀 洋一 氏（16期生・東京大学教授）

鎌江 伊三夫 氏（12期生・神戸大学医学系教授）

田中 仁史 氏（11期生・京都大学防災研究所教授）

小池 振一郎 氏（8期生・弁護士）

二神 能基 氏 （4期生・ＮＰＯニュースタート事務局代表）

第3部 ディスカッション
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末光君に感謝!!!
ＨＰの立ち上げ
ＭＬの構築ＭＬの構築

• 種々の情報交換

• 日頃の鬱憤（うっぷん）のはけ口

• 笑いと感動と思い出の箱

同窓生に医者が多いことの利点

○医療情報提供（特に親の手術や介護問題）

○ゴルフに同伴：心筋梗塞、脳卒中に緊急対応

昭和３８年入学 1A
入学式答辞 ⇒

家木英治 君

中間体操
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3A3A

芳野君芳野君

3B

3C

和田君

3D

三人の立ち位置と
職業の一致：
心理学的必然か？

西村君
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卒業時愛光学園恩師

校長
英語

1.長島宏 2.
3 藤原 保 4 谷後道行 5 加藤 登 6 長谷部寿郎3.藤原 保 4.谷後道行 5.加藤 登 6.長谷部寿郎

7.白石一夫 8.サルトニノゴンザレス 9.
国語

1.二宮一夫 2. 3.斎藤武人

4.更科正道 5. 6.
7. 8.尾海孝平 9.日比野正信尾海孝平 比野 信

数学

1.大島謙介 2.山一保穂 3.浜田俊三 4.
5. 6.岡田重夫 7.安藤敬三

8. 9.名村忠雄

社会
1.平田仁 2.田村泰 3. 4.中村一省
5.伊藤順次 6.島津豊幸 7.
8. 9.岡部迪彰
化学
1.大前尚道 2.河合 豊 3.堀本邦雄 4. 松田 洋
物理物理
1. 2. 3.平岡光雄
生物
1.佐々木 稔 2.望月迪昭 3.田井貞良
体育
1.砂田国男 2.野本忠則 3.竹本友賢
地学地学
1.吉村年博 2.
倫理
1.岡本哲夫 2.本郷 震 3.
美術 音楽

蔵田五十憲

愛光学園平成23年卒業式祝辞
（第53期生へ：末光清貞）

• ‐‐‐‐ 特に医学部に進む卒業生が多いのが本‐‐‐‐ 特に医学部に進む卒業生が多いのが本
校の特徴ですが、大雑把に考えて約2割近く
が医師の道を歩まれています。その数約
2400人。
日本の医師の数は約24万人ですので、‐‐‐‐‐
100人の医師のうち一人が我々と同じ学校で00人の医師のうち 人が我々と同じ学校で
学んだ仲間なのです。

• 日本全国ばかりでなく世界中で愛光学園の
卒業生は活躍をされています。 ‐‐‐‐‐‐‐
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• 愛光学園の卒業生は全員「我らの信条」という言葉を心
のなかに持っています。

この「われらの信条」は、故田中忠夫校長先生が愛光学
園第一期生の入学試験、昭和28年、1953年2月1日の前

夜、夜半から冷え込んでいた松山に降った大雪を眺めつ
つその感動の中で一気に書き上げたと言われています。

実は当初の「我らの信条」には次のような文言が含まれ
ていました。

ことに戦禍に傷つき、貧苦に悩み、希望を見失わんとして
いるわが国民のために、民族再起の道を発見して希望と
勇気を与える愛と光の使徒たらんことこそわれら愛光学
徒の最も切なる願である。

• 今から42年前の私たち11期生の卒業式で田中
校長先生はその祝辞の中でこう言われました。

諸君、我々は諸君を入学時にお迎えするのに、
本精神会 プ をお迎 する だと考 ま日本精神会のプリンスをお迎えするのだと考えま

した。

• この貴公子に、学に志す姿勢を教え、学問の手
解きをし 更に聖トマスの知性と愛の 端を伝え解きをし、更に聖トマスの知性と愛の一端を伝え
て、愛と光の使徒となる基礎をお与えすることを
他の如何なる仕事にも勝る聖業と心得て、愛光
の教師たることに少なからず感慨を覚えたのであ
ります。

愛と光の使徒を実践：河野直樹君
親に孝、小学校校長としては、卒業式で
恵まれない子供たちに麦の穂を送り激励

貴公子、プリンスと言われ、いささか私自身身震い
をしたのを覚えています。‐‐‐‐
皆さんも貴公子として、プリンス（プリンセス）として‐‐‐。

同じく11期の卒業式の田中校長先生の祝辞ではか同じく11期の卒業式の田中校長先生の祝辞ではか
なり長い時間をかけて、松山出身の教育者、
安倍能成（あべよししげ）のお話をされました。‐‐‐‐‐‐‐‐

安倍能成は終戦直後の文部大臣を務めましたが、
アメリカ政府は日本の教育制度を改革すべく教育調アメリカ政府は日本の教育制度を改革すべく教育調
査団を日本に派遣してきました。その歓迎会の席上
で行った安倍能成の挨拶を田中校長先生は私たち
に話してくれたのです。
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その挨拶の内容は、第一に、心構えとして、我々
は立派な敗戦国民として行動するつもりだから、
そちらも立派な戦勝国民として行動して欲しい。

第2に政策面では日本の学問の発達を妨げない第2に政策面では日本の学問の発達を妨げない
ようにして欲しい。

第3に日本固有の美点を尊重して西欧の偏狭なも
のを押し付けないで欲しい。

アメリカ本国でさえ実行していないような新奇な学
説を日本をモルモットとして強行しないで欲しい、
の3点でした。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐

「還暦を迎えた我々へのエールとも」

• 最後に、一番大事なことをお願いいたします。
ずっと元気でいてください。ず 元気 さ 。

健康であれば、人生やり直すことは

何回でも出来ます。

皆さんのこれからの未来に、エールを送って

お祝いの言葉と致します。

平成23年3月1日
愛光学園
同窓会長
末光清貞

青春
↓

医師、歯科医師

経営者、起業家

会社員、銀行員

若手
↓

苦朱夏
↓

白秋

会社員、銀行員

公務員、司法書士

弁護士、行政書士

会計士 税理士

苦手
↓

古手
↓

玄冬

会計士、税理士

教師、研究者

技術者

↓
口だけ

未完成交響曲 町野由真
‐命‐

あなたにもらった命を
片手間に

手持ち無沙汰に手持ち無沙汰に
放り投げて遊んでいる

いつだって捨てられるんだ
ほんの少し残酷な顔をしてみせて

僕は言う
そんな勇気もないくせにそんな勇気もないくせに
手をすべらせでもしたら

後悔するくせに

泣くこともできずに
道化の顔をして
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田窪博一（京大水泳部ＯＢ）
 雨にも負けず 風にも負けず プールの水の冷たさにも負けず

丈夫な体をもち 欲はなく 決して競わず

どんじりを も静か 泳 るどんじりをいつも静かに泳いでいる

 下宿とプールとバイトと雀荘を行き来し、その合間にわずかばかりの講義に出席する。

教養の片隅の部室（ボックス）にたむろし、

 東に3人おれば行ってメンツをそろえてやり

西に疲れたものあれば、行って代わってやり

南に当たりそうな者あれば、こわらがらずに放れと言い

北につまらぬことをしておれば、面白いからもっとやれ、と言い

 暑さの夏はばてばてとなり 寒さの春はがたがた震え

みんなに雑魚面と呼ばれ ほめられもせず 苦にもされず

そういうものになりたい（原作：そういうものになっちゃった ）--- 取得特許件数256件。

人生 — 休み、寛ぎ（くつろぎ）も必要
気楽に ⇒ 気－駱駝（ラクダ）

地震・津波

↑
皆さん、

対策してますか？

宮城、石巻の

大塚啓二さんは、

頑張っています
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３０年以内
東南海地震60％
南海地震50％

地震、津波では、
想定外がある(´ ｀ )想定外がある( ＿ 。)
‐‐‐‐‐‐‐‐この言葉で、一般の

方からは、無責任ではとの
非難を受けています。

12m→12m→

6m→

←3ｍ

3ｍ→

津波対策

• 高いところへ逃げる• 高いところへ逃げる

• 津波に追いつかれたら
電柱や木にしがみつく

• 車の使用を避ける

• 鉄筋コンクリート建物

は津波に強い
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頑張れNIPPON!!

インド地震2001年

今回の震災で亡くなられ方々
のご冥福を心よりお祈りします

津波伝播速度

• 外洋：ジェット機並み

海岸 時速数キロ• 海岸：時速数キロ

～数十キロ程度

（地形に依存）

北海道南西沖地震
１９９３・７・１２

• 奥尻島• 奥尻島

津波高さ：２２ｍ

津波到達時間：

５～１０分


