
　コロナ禍でリモート授業が中心となり、登校のみならずサークルやアルバイトなど様々な活動が制限され、他人と触れ合う場を失い、ステイ

ホームで孤独と不安を抱える学生が増えています。　そんな中、人と触れ合える ”交流の場としての学生寮” が見直されていると、舎友の

南澤一さん（舎友No.371）から、6月16日付日本経済新聞朝刊の 「学生寮でリアル交流  コロナ下で入居広がる・自己成長プロジ

ェクトも」 と題した記事を紹介いただいた。

　2020年春、新型コロナ感染拡大にともなう緊急事態宣言発令後、大学の授業はリモート授業が中心となり登校できないことで、入寮

を諦める学生や退寮して実家に戻ってオンライン受講する学生が増えたりと学生寮にとっては厳しい状況が続いていた。

　日本経済新聞の記事によると、長引くコロナ禍で学生寮に対する逆風に変化が現れてきたようだ。　記事で入寮した学生たちは語る。

　《地方の自宅や一人暮らしのアパートからオンラインで授業を受けていると、「めちゃくちゃ人と交流したいのに、自宅に一人でいると何の

刺激もなくストレスもたまった」。　寮では 「いろいろな大学の人と話ができて、いろんな考え方に接することができ、知見が広がる」》

　また、記事ではアパートでの一人暮らしに比べ寮生活の良さについて次のように述べている。

　《一人暮らしの学生にとっては、コロナ禍で一段と気をつけなければならないのが 「食事」と「病気」 だ。　食事を作ってくれて、ちょっと体調

が悪いと部屋まで食事を届けたり、保護者に連絡してくれたりする寮母さんや寮長などは大きな存在だ。　悩みごとの相談相手にもなってくれ

る。》　 学生寮を運営する共立メンテナンスが行った学生寮利用者へのインターネット調査によると、「コロナ禍に於いて寮生活で最も役立ったサー

ビス」では、以下のような結果が出ていた。

1位 ： 食事が提供されていたこと 2位 ： インターネットが使えたこと

3位 ： 寮母さん、寮長などがいたこと 4位 ： 友達がいたこと、友達ができたこと

5位 ： アルバイトができた、又は続けられたこと 6位 ： 感染防止対策が為されていたこと

7位 ： 生活のリズムが保てた、又はつくれたこと

　若者同士が切磋琢磨し交流するだけでなく高齢者とも交流できる場、共同生活を通じた人格形成の場としての信陽舎を大いにアピールしたい。

　　先日、武蔵野市より桜堤ケアハウスの運営を委託されている社会福祉法人武蔵野の理事長さんが交代された折

　にケアハウスの村田施設長より、「信陽舎」 という寮の命名と意味、そして 「春秋館」 という名称の由来について聞か

 れたのを機に、舎史（「武蔵野=再建20周年記念特集号」及び「信陽舎100年のあゆみ」）を紐解き再確認できたところを紹介したい。

　《信陽舎》 については、「因みに、『信陽舎』 とは、当時在京の長老石沢謹吾翁が命名したものと伝えられる。　信陽舎とは信州と同意義であ

 ろう。」 とあり、当時（昭和41年、再建10周年記念誌「武蔵野」発行時）の評議員・後藤兵衛氏による次の文章が付記されていた。

　「私は、この信陽舎に学ぶ多くの学徒諸君に贈り度い詞が一つ有ります。　信陽舎の名称から、一つ考えて見度いと存じます。　之は表て信州

 と云う事であります。　表て側、即ち裏に対して表て側、即ち信州の入り口、影に対し陽であります。　陽の当たる所であります。　信州の入り口に

 居る若き学徒諸君は、全信州の模範的立派な社会人となるような人物が多数輩出する源泉となる様、信陽舎がその温床となって戴き度いと存

 じます。　信州は、地理的に見て日本の屋根と云われて居ります。　その日本の屋根の土台骨となる人物がこの信陽の地から、多数輩出する様

 祈念して止みません。」　《春秋館》 については、「信陽舎100年のあゆみ」 に「学生寮信陽舎と桜堤ケアハウスとを併せた建物には共通の名

 称として 「春秋館」 と名づけられた。　武蔵野市民から公募されたもので、高齢者と若者がともに暮らす建物という意味が込められている。」

　　無言館より塩田平を望む

武蔵野
信陽舎 舎友会報

　　会　　報

　　第 ９ 号

2021年9月1日発行

公益財団法人 信陽舎 舎友会

発行人　福田　璋夫

舎友No. 116

東京都小平市仲町 247-11

1

窓も扉もないばかりか、廻廊も欄干（勾欄）もなく未完成のように見えるが、完結した美しさを持っているため 「未完成の完成の塔」 と呼ばれる。

前山寺から東へ約１キロ、塩田平を一望する高台にある戦没画学生の作品を展示する美術館 「無言館」 も是非訪れたい明洙財宝だ。

コロナ禍で見直されつつある学生寮

コロナ禍で活動が制限され、孤独と不安を抱える学生たちの交流の場として学生寮が注目されつつある

【 信州の明珠財宝 ⑦ 】　前山寺三重塔・国の重要文化財　（上田市塩田平）

　　　（6月16日付日本経済新聞より）

武蔵野雑感



　信陽舎の元理事、舎友会顧問、飯田・南信支部前幹事長として寮並びに舎友会の運営に尽力いただいていた常盤（旧姓高坂）昌昭

氏（舎友No.136）が7月7日に逝去され、同月11日飯田市の 「JA虹のホール伊賀良」 に置いて告別式・葬儀が執り行われた。

　舎友会飯田・南信支部では、幹部で話し合い、以下の6名が午前11時20分に式場に集合、葬儀に参列した。

【参列者】　 坂　好章（舎友No.99、支部副会長）、原　錬造（舎友No.144、支部幹事、故人と寮で同期）

　　　　　　　金田憲治（舎友No.164、支部幹事、下條村長）、五島久揮（舎友No.176、評議員、支部幹事長）

　　　　　　　深津　徹（舎友No.184、支部幹事、前松川町長）、池野兼浩（舎友No.298、理事、支部事務局長）

　葬儀後、五島久揮（支部幹事長）氏からメールにて以下の報告が寄せられた。

　　　いつもお世話になります。　本日執り行われた常盤さんの葬儀の写真をお送りします。

　　　午前10時30分より告別式、正午より葬儀ということで、信陽舎のメンバーは11時30分頃に式場に集合しました。

　　　さすがに交流の多かった常盤さんの葬儀ということで弔問客も多く、家族葬というにもかかわらず葬儀には200名程の方が参列さ

　　れました。　信陽舎からは、坂好章さん、原錬造さん、金田憲治さん、深津徹さん、池野兼浩さんと五島の6名が参列しました。

　　葬儀の中では、深津徹・前松川町長が弔辞を読み上げ、福與理事長からの弔電が司会者より披露されました。　出棺まで見届

　　けて時間があれば、6名とも1回はワクチン接種が終わっているので久々に支部の今後につき話をしようかと思っていたのですが、葬

　　儀が2時関半にも及んだため、次回にしようということで解散となりました。

　また、池野兼浩理事からも、電話にて以下のような報告がありました。

　　　飯田・南信支部では、今年3月に下平肇会長が亡くなられ、今回常盤さんもお亡くなりになったので、支部の役員改選と今後の

　　活動について、幹部の皆さんが2回目のワクチン接種が終わる8月末以降に集まって話し合いたいと考えている。　その節には、もし

　　可能であれば、理事長にも参加頂ければと思っています。

　5月17日、長谷川廣子寮母さんから、今年卒寮し信濃毎日新聞社に記者として就職した松井一史君の取材記事が掲載されていたと

喜びの報告をいただき、掲載記事をファックスにて送ってくれた。

　記事は紙面の4分の1の大きさで 《追跡》 というコラムに、被害神社の地図と被害写真とともに下記の題で取材記事 （松井一史名）が

掲載されていた。

　なお、長谷川寮母さんによると、その数日後に、この記事の内容がTBSテレビのニュース番組でも紹介されたとのことです。

　新聞記者となってまだ2ヶ月足らずの駆け出しの身で取材記事が紙面を飾ったことに我が事のように嬉しく思った。　特に長谷川寮母さんに

とっては、2カ月程前まで自分の賄い料理を美味しそうに食べていた我が子のような松井君のことだから、ことのほか嬉しそうであった。　今後の

活躍を楽しみにしたい。

　5月21日（金）に松井一史君本人にメールで 「長谷川寮母さんから貴方の取材記事が載っていたよ！と喜びの報告をいただき、読ませ

てもらいました。　入社早々の活躍ぶり、頼もしい限りです」 と連絡したところ、24日（月）夜に以下のような謙虚な返信をもらった。

　　松井ですが、ご無沙汰しております。　夜分遅く、また、ご返信が遅くなりまして申し訳ありません。

　　記事を読んでいただいて、ありがとうございます。

　　記事については、先輩記者におんぶに抱っこで、なんとか形にすることができました。

　　毎日、上手くいかないことばかりで、信陽舎での日々を思い出しては、あの頃に戻りたいなと思ってしまいます。

　　いつになるか分かりませんが、コロナが落ち着きましたら、信陽舎にご挨拶に上がりたいと思っています。

　　長谷川さんをはじめ、信陽舎の皆さんにも宜しくお伝え下さいませ。

　寮母さんはじめ寮の運営に携わっている者にとっては、信陽舎を巣立っていった寮生たちが、社会で活躍してくれることほど嬉しいことはない。

〠　支部報告　〠

　故・常盤昌昭（舎友会顧問）氏の葬儀に参列して　《飯田・南信支部報告》
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『ほこら倒壊 誰が何のために　【長野で相次ぐ被害 少なくとも ９神社 60基】

多額の修復費 防犯カメラ設置も　「住民不安 対策に苦悩」

*  舎友便り  *

新卒寮生 就職早々の活躍！

（運営記録より）



　　　　　　　第3回美術の祭典 多摩展 （東京展美術協会主催） 舎友2名が出展　　

　コロナ禍のため一年越しとなった 「第3回美術

の祭典多摩展」 （東京展美術協会主催）が4月、

立川市民会館にて開催された。

　木版画を出展していた常連の福田璋夫（舎友

No.116、舎友会幹事長）と、今回が初出展の福與

卓臣（No.117、舎友会事務局）の2名が出展した。

福田璋夫 「西沢渓谷七ツ釜五段の滝四景」（木版画）

福與卓臣 「信濃路を行く 十景」（スケッチ画） 　　　　　　　 福田璋夫 「西沢渓谷七ツ釜五段の滝四景」　     福與卓臣 「信濃路を行く 十景」

 　❁ 中島敏晴（舎友番号 45、1959年～63年在寮）さん　 令和3年3月末ご逝去。　5月17日、奥様より

3月末にお亡くなりになった旨の連絡がありました。

　 ❁ 常盤昌昭（舎友番号136、1965年～68年在寮）さん　令和3年7月7日ご逝去。

2017年より公益財団法人信陽舎の理事として、また舎友会南信・飯田支部幹事

長として信陽舎の発展のためにご尽力いただきました。　一昨年より体調を崩されて

療養を続けておられましたが、ご家族の願いむなしく旅立たれました。      （故常盤昌昭氏）

舎友No. 氏 名 入寮年 出身高校 在籍大学等 ご逝去年月 舎友No. 氏 名 入寮年 出身高校 在籍大学等

1 稲垣　　　茂 1956 飯田髙松 早稲田大 90 堀口　 泰造 1961 飯田高校 日本大 2017年3月

5 後藤　 直衛 1956 飯田高松 早稲田大 2017年8月 93 宮沢　 康太 1961 飯田高校 武蔵大

6 佐々木敏文 1956 飯田高松 東京経済大 98 木下富士雄 1962 飯田高校 中央大

7 鈴木　 康弘 1956 飯田高松 國學院大 100 篠田　　　守 1962 飯田高校 中央大

8 忠平　　　挌 1956 中大杉並高 中央大 101 田中　 光夫 1962 飯田高校 東京経済大

12 福川　 瑛司 1956 飯田高松 早稲田大 104 橋爪　 洋視 1962 飯田長姫高 拓殖大

15 山下　 荘介 1956 飯田高松 一橋大 111 久保田　 匡 1963 飯田高校 日本大

19 田口　 宗平 1958 飯田高松 青山学院大 118 藤本富士雄 1963 小石川工業 東洋大

22 田口　 隆平 1958 飯田高松 早稲田大 119 山口　 靖博 1963 飯田高校 日本大 2014年

23 北澤　 正敏 1958 飯田高松 一橋大 2017年11月 122 北原　 源春 1964 上伊那農高 東京農大

25 飯島　 一彦 1959 飯田高松 早稲田大 125 篠原　 秀彦 1964 飯田高校 中央大

32 佐々木　 章 1959 飯田高松 東京写真短大 134 大平　　　宏 1965 飯田高校 日本大 2019年8月

33 佐々木保夫 1959 飯田高松 中央大 136 常盤　 昌昭 1965 飯田高校 法政大 2021年7月

39 武田　 年史 1959 飯田高松 法政大 2016年 139 高田　　　正 1965 飯田高校 東京経済大 2016年

45 中島　 敏晴 1959 飯田高松 中央大 2021年3月 142 中島　　　敦 1965 飯田高校 早稲田大

48 古田　 義男 1959 飯田高松 149 小口　 善幸 1966 岡谷南高 中央大

51 武藤　 忠彦 1960 飯田高松 中央大 2018年2月 153 菅沼　 信久 1966 飯田高校 東京農大

53 上松　　　進 1960 飯田高校 明治大 2019年7月 156 平沢　 英俊 1966 飯田高校 東京経済大 2019年10月

59 佐々木敏夫 1960 飯田高校 日本大 161 伊沢　 民雄 1967 飯田高校 早稲田大

60 下平　 雅巳 1960 飯田高校 中央大 163 片桐　 美彦 1967 飯田高校 早稲田大

68 林　　　友彦 1960 上伊那農高 東海大 170 松尾　 敏明 1967 飯田高校 明治大

69 前沢　 由一 1960 松本深志高 早稲田大 185 牛山　 喜文 1969 阿智高校 駒沢大 2020年3月

72 宮島　 儀人 1960 飯田高校 上智大 216 菅沼　 良和 1971 塚原天竜高 拓殖大

73 山口　　　勝 1960 飯田高校 中央大 256 唐澤　久勝 1975 飯田高校 早稲田大 2000年

74 山田　 精宏 1960 飯田高校 中央大 272 北原　　　亨 1977 飯田高校 日本大 2017年7月

80 大竹　 靖夫 1961 飯田高校 東京経済大 324 片桐　 正吾 1985 阿智高校 東京外語専門

82 久保田　 修 1961 飯田高校 慶応義塾大 338 稲葉　 正彦 1987 長野吉田高 法政大 2012年6月

86 篠田　 善博 1961 飯田高校 法政大 359 上野　　　勝 1990 上田千曲高 明星大 2012年5月

87 下平　　　肇 1961 飯田高校 青山学院大 2021年3月 434 宮下　 創一 1998 飯田高校 法政大

89 仲田　 長三 1961 飯田高校 法政大 2018年11月 455 田村　　　亘 2000 須坂高校 帝京大

ご逝去年月
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*  舎友便り  *

舎友（武蔵境寮以降）物故者 60名（2021年7月時点判明者）

訃　報

 ご冥福を！



　4月24日（土）の新入寮生歓迎会は、コロナ禍で3度目の緊急事態宣言が翌25日に発令される状況のため、理事やケアハウスの参加は

取り止め、万全の感染防止対策のもと寮生13名と寮母さんだけで行われた。

　翌日の25日午前8時に長谷川寮母さんから、「寮生たちは理事から指示のあったコロナ対策を徹底しつつ、今までになく楽しんでいました」 と

嬉しい報告をいただいた。　以下はその報告の概要です。

　  昨年の歓迎会もコロナ禍で実施できなかったので、昨年入寮の市澤文太、

　中村翼の2名も主役に加わり歓迎会を行った。

　 　宴の半ば、藤原改君がピアノで歌を披露し、五味零弥君が得意のヒップホッ

　プダンスを披露、先輩の土本涼也君がギター演奏で歓迎、大久保龍太君

　が歌で加わった。　藤原改君が 「理事に媚びを売ろうと思って今日のために

　 　練習したのに理事が参加できなくて残念だ」 と言いなが ”津軽海峡冬景色” 

　を弾き語りで熱唱したら、樋口君が飛び入りで踊り出し大爆笑だった。

　（長谷川寮母さんが） 「理事が好きな歌は”津軽海峡” じゃなくて ”さだまさし”

　の歌だよ」 と言うと、寮祭の時は ”さだまさし” を用意しますと答えた。　また、

　寮生たちがリクエストした曲は全て譜面なしで即興で演奏するので、その才能

　 　に皆 「スゲー！」 と驚き、感嘆していた。　

　　宴の途中、昨年の春、寮生の多くが帰郷していて人数が少ない中、寮の

　自治活動を当時1年生の市澤君が一人でこなしてくれていたことに感謝した

　いと、3～4年生がお金を出し合い”スポーツタオル” をプレゼントするなど寮

　 　生たちの絆と成長を実感したと寮母さんは嬉しそうに語ってくれた。

　　二次会では、将棋の強い樋口達也君に挑戦しようと、食堂のテレビの将棋

　　ソフトで樋口君 ｖｓ その他多勢の対戦で盛り上がっていた。　全員が本当

　に楽しそうで仲の良いチームワークを感じたとのこと。

　　良い雰囲気の中、今年後期と来年前期の三役を決めたいと長谷川寮母

　さんが持ち掛けたところ、以下のとおり皆喜んで引き受けてくれたとのこと。

　　　【今年後期】 寮長：市澤文太、副寮長：藤原   改、樋口達也

　　　【来年前期】 寮長：中村   翼、副寮長：五味零弥、太田   悠

　　素晴らしい寮生たちに寮母さんはとても嬉しそうであった。　（運営記録より）

  　　　　　コロナ禍のため全員マスク着用（どこかの暴走族ですか？）  後列=坂口大成・土本涼也・市澤文太・中村翼・風間大輝・小林尚登

　後列右端が大久保龍太 （新入寮生の北原真斗君は残念ながら欠席）  前列=北沢陽紀・五味零弥・太田悠・樋口達也・櫻井陽向・藤原改

***  寮生活  ***

令和3年（2021年）度新入寮生歓迎会
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稀に見る充実した歓迎会

音楽と囲碁で鳴らした

藤原改君

駅伝で鳴らした

櫻井陽向君

ヒップホップダンスで鳴らした

五味零弥君

将棋で鳴らした

樋口達也君

フットサルで鳴らした

太田　悠君

ロボコンで鳴らした

北沢陽紀君土本先輩はギターで歓迎拍手で迎えられる新入寮生



　新型コロナウイルスが感染拡大するなか、「密集・密接・密閉の三密を避けよう！」と叫ばれる中、”大学部活の寮でクラスターが発生！”とか

”高齢者施設でクラスターが発生！” といったニュースを目にする日々が続きました。　信陽舎も学生寮という共同生活であるだけでなく、ケアハ

ウスの高齢者と同じ屋根の下で生活していることもあり、他人ごとではなく、寮母さんはじめ寮生も理事も必要以上に感染予防に神経を使いな

がらの日々を送っています。

　主な予防対策としては、寮の玄関にアルコール消毒液と検温器、体温記録帳を設置し、外出から帰った時は必ず手をアルコール消毒した上

で検温し、記録帳に入寮時間、氏名、体温を記帳する。　各階の洗面所には洗剤以外に消毒液（次亜塩素酸ナトリウム）を設置し、触っ

た場所を消毒液をつけたタオルで消毒する。 食堂に入る時は、食堂入口の洗面台で手洗いアルコール消毒した上で入室する。 夜風呂掃除

終了後、玄関の施錠をする時には玄関に設置した消毒液にて玄関の取っ手などを消毒する。　寮生個室以外の寮内の共用部分ではマスク

着用を徹底する。　個室で複数の人数が集まらない。　談話したいときは、各階の談話コーナーか食堂で行う。　風雨が強くない限り、食堂及

び廊下などの窓は換気のため開けておく等々・・・・・。

　長谷川寮母さんのきめ細かな気配りと寮生たちの努力の結果、これまで感染者は出ていない。　ただし、緊急事態宣言の度重なる発出によ

って、若者たちには慣れによる気のゆるみが生じないとも限らないため、理事側からも、数度にわたって 『感染予防対策の徹底を！』という緊急

提言を行ない、気を引き締めるよう指導を行っている。

　桜堤ケアハウスの高齢者との交流もコロナ禍のため自粛せざるを得ない状態が1年半以上続いている。　平常であれば、寮の行事（新入寮

生歓迎会、寮祭、卒寮生送別会）やケアハウスの行事（夏の夕涼みビアパーティー、福祉と介護の地域祭、年忘れお楽しみ会）、年6回の

合同避難訓練などを通じて交流できるのであるが、残念ながらそれぞれ感染予防対策をした上で別々に行っているのが現状である。

　ただし、直接の対面交流ができない代わりに、寮生活を紹介する写真やお年寄りの皆さんを励ますための寄せ書きの色紙、七夕用に寮生た

ちの願い事や夢を書いた短冊等を作成し、ケアハウスの食堂に掲示してもらうなど、間接的な交流を行っている。

　また、今年から始まった障碍児の放課後デイサービスに通っている児童たちが、寮とケアハウス共用の2階テラスでプール遊びをしたいというのを

聞き、障碍児童たちに気持ちよく水遊びしてもらおうという長谷川寮母さんの優しい気遣いと指示の下、寮生たちは7月初旬の日曜日に全員

総出で2階テラスの大掃除を行い、雨続きのためテラス床面に生えた苔を除去したり、タワシで綺麗に洗い流したりした。　寮生たちのその奉仕

行動に感激したケアハウスの皆さんから、お礼にと寮生たちにお菓子と飲物の差入れを頂戴した。

　長谷川寮母さんが所属する㈱レオック（ONODERAグループ）から、職域接種を始めているが、ワクチンに余裕があるので寮生さんもどうぞ！

との嬉しい提案をいただいたので、6月25日に寮長・副寮長を通じて寮生たちに接種案内を通知し、希望者は予約するように勧めた。

　しかし、寮生に案内通知した直後から、「ワクチンの供給不足のため、職域接種の受付を中止した企業や大学がある」とか、「予約なしでも受

け付けていた大規模接種会場では、予約なしの接種は中止した」、「医療機関での2回目接種が一時停止された」などのニュースが出たりした

ため、レオックの職域接種にも予約が殺到、寮生たちが接種予約をためらっているうちに全て埋まってしまった。

　結局、レオックの職域接種を予約できた寮生は1名で、大学の職域接種を受ける予定が6名、残りの7名は未定となっている。

　ケアハウスでは、高齢者施設なので接種が優先され、入居者、職員全員が6月24日に2回目の接種を終えたとのこと。　また、長谷川寮母

さんは、7月11日に近所の桜野クリニックで2回目の接種を終えたとのことで、一安心といったところである。

　6月28日夜から腹痛を起こした1年生のG君は深夜（29日午前2時頃）激痛に耐えられず苦しんでいたため、副寮長のN君と4年生のS君

が寮母さんに相談し、タクシーにて武蔵野赤十字病院に緊急入院させた。　二人の先輩は医師の検査終了の朝まで徹夜で付添い、午前6

時になって帰寮したとのこと。　29日午前12時30分G君本人から、検査結果が出て尿管結石でしたとラインで連絡があり一安心。　その後、

長谷川寮母さんから、薬で結石を散らすことで治療できるとのことで退院できたとの連絡があった。

　その間、後輩のG君の介護や付添をしてくれた先輩のS君とN君にラインにて彼らの優しい心遣いに感謝の意を伝えたところ、以下のような謙

虚で心温まる返信をもらった。

　　　” いえ、N君が献身的に介護してくれたおかげです。　だいじにいたらないことを祈っています ” （S君）

　　　” 報告が遅れて申し訳ありません。　お言葉有難うございました。　当たり前のことをしただけです。　詳しい病状が分かり次第、

　　　　　改めて連絡させていただきますので宜しくお願いいたします ” （N君）

　なんという素晴らしい青年たちでしょう。　これぞ寮生活の醍醐味！「友の憂いに吾は泣き、吾喜びに友は舞う」 という宇佐美第3代理事長

の言葉そのものではないか！　素晴らしい寮生たちの友情と絆に乾杯！　　
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【 コロナ禍でのケアハウスとの交流 】

【 コロナワクチン接種の現状 】

***  寮生活  ***

コロナ禍で様変わりした寮生活

【 感染予防対策が奏功し信陽舎では感染者ゼロ！ 】

㈱レオックからワクチン職域接種の提案

寮生活が育む友情と絆

（運営記録より）



　　公益財団法人信陽舎の令和3年度定時評議員会並びに臨時理事会は

　6月19日に開催予定でしたが、コロナ禍による緊急事態宣言下のため、関係

資　格 舎友No. 職務分掌 　する法律の規定に基づき ”みなし決議（書面決議）”による開催となりました。

理 事 長 117 運営全般 　　定時評議員会では、議題１．令和2年度事業報告、議題２．令和2年

副理事長 147 寮生指導・施設管理 　度決算計算書類、議題３．任期満了にともなう役員改選の件が提案され、

常務理事 109 会議企画・寮生募集 　全評議員11名より原案通りの同意が得られ承認された。　また、令和2年度

” 115 会計・財務 　の監査報告、令和3年度事業計画及びび収支予算、令和3年度寮生募集

理事 67 理事長補佐 　並びに寮生活の近況報告が書面にて報告された。

” 140 寮生募集補佐 　　その結果、役員改選では左記のとおり理事11名、監事2名全員が再任さ

” 207 寮生募集補佐 　れ引きつづき任期2年（令和5年6月まで）運営を担うこととなった。

” 220 会議企画補佐 　　評議員会で選出された理事による臨時理事会では、代表理事（理事長）

” 298 寮生募集補佐 　及び職務執行理事（副理事長、常務理事）の選出、並びに役員の職務

” 470 電子申請補佐 　分掌につき提案し、理事11名全員の同意と監事2名全員の意義のないこと

” 580 ホームページ管理補佐 　の確認が得られたので、下記の通り決定した。

監事 151 運営・会計監査 　【代表理事】 理事長：福與卓臣　【執行理事】 副理事長：伊原江太郎

” 408 運営・会計監査 　　常務理事：池神利勝、 常務理事：深澤克巳

注１） 定款の規定により、役員の任意は2年、評議員の任期は4年です。　注2） 評議員選定委員会は、「評議員選定委員会規則」により、

評議員2名、監事1名、外部委員2名の計5名で構成されます。　注3） 「入寮審査選考規程」 により、入寮面接選考審査は、選考委員の

中から、「理事1名を含む最低3名以上」 で実施することとなっています。 上記メンバーで2年間運営を担ってまいります。　（福與記）

高柳　 俊男

評議員

評議員

監事

牧野　 憲治 （157）

浅沼　 弘愛 （172）

五島　 久揮 （176）

小林　　　隆 （354）

牧内　 良平 （ 91）

上松三治彦 （108）

片桐　 勝臣 （110）

福田　 璋夫 （116）

鈴木　 昭夫 （154）

外部委員

個人情報取扱責任者
【個人情報保護規定】

取扱責任者

福與　 卓臣

評 議 員
《任期：至2023年6月》

古島　 史雄 （ 47）

久保田光昭 （ 58）

評議員選定委員
【評議員選定委員会規程】

委  員

本島　　　信 外部委員

資  格

片桐　 勝臣

上松三治彦

坪木　　　崇

田村　 裕昭 （　”　）

岩原　　　伸 （　”　）

神波　　　潔 （長野）

水上　 壱雄 （　”　）

仁科　 圭右 （　”　）

坂　　　好章 （飯田）

五島　 久揮 （　”　）

深津　　　徹 （　”　）

中山　　　卓 （松本）

深澤　 勝吉 （　”　）

田尻　　　実

原　　 　　誠

池野　 兼浩

田中　 淳一

岩原　　　優

池神　 利勝

深澤　 克巳

福與　 卓臣

竹村　 治恭

伊原江太郎

《 運営報告 》

公益財団法人 信陽舎  役員（理事・監事）全員再任

令和3年6月19日 ”みなし決議” による定時評議員会・臨時理事会
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氏　　名

福與　 卓臣

伊原江太郎

池神　 利勝

深澤　 克巳

林　　　史典

竹村　 治恭

理事　10名 著名OB　10名

入寮審査面接選考委員
【入寮審査選考規定】

坪木　　　崇

新役員（理事・監事）
《任期：自2021年6月～至2023年6月》

責任担当（主務） 副担当（補佐）職務概要職　　務

田尻　　　実

原　　　　 誠

池野　 兼浩

田中　 淳一

　寮生指導・自治会活動指導 伊原理事 福與理事

岩原　　　優

葛岡　 龍夫

　総務

　舎費・委託業務

　会計・財務

　理事会・評議員会等企画運営・対外折衝

　電子申請・登記等公官庁対応

　ホームページ更新管理

　会計・財務・税務管理

　舎費集金、給食・清掃委託業務

　舎友会対応 　舎友会運営・折衝 福與理事 池神理事・伊原理事

役員職務分掌

　施設・設備管理 　寮内施設・設備・備品管理 伊原理事 福與理事

　寮生募集 　寮生募集PR・面接選考審査 池神理事 福與・伊原・原理事

深澤理事

福與理事

福與理事

池神理事

福與理事

福與理事

原　 理事

田中理事

岩原理事

伊原理事

　寮生指導



　30年以内に起きる可能性が指摘されている巨大地震、地球温暖化による風水害などの災害時に備え、食料や水、簡易トイレなどを備

蓄すべく検討を重ねた結果、公官庁や大企業など多くの施設が採用している下記の長期保存が可能なサバイバル・フーズ、保存水、トイレ

タブレット（発売元：㈱セイエンタープライズ）を備蓄することに決定した。

サバイバル・フーズ：賞味期限 25年　（洋風とり雑炊、洋風エビ雑炊、野菜シチュー・クラッカーセット等）

飲　料　水　　　　：賞味期限 15年　（カムイワッカ麗水）

トイレタブレット　：保存期限　 5年　（タブレット＋処理用ビニール袋）

　長期保存が可能で品質も良いが、寮生数30名分をカバーすることを考慮すると価格も結構なものとなるので、以下の通り毎年5～6万円

位購入して備蓄量を増やしていくことにした。

購入品目 費用 備蓄量

サバイバルフーズ 60食

トイレタブレット 100回

サバイバルフーズ 120食

飲料水 12ℓ

サバイバルフーズ 180食

飲料水 36ℓ

　以下同様に購入していけば、5年後の2026年4月時点の備蓄量は、食料が420食分、飲料水が72ℓ、簡易トイレが200回分となる。

　昨年来の新型コロナ禍に伴い、各大学の授業の多くがリモート（ウェブ）授業となったため、インターネット（Wi-Fi）環境の整備が急務と

なった。　これまでは寮生個々に対応してもらっていたが、他の県人寮等は、県のホームページ等で 「Wi-Fi 無料！」 と謳ってPRしているの

と、今年の新入寮生からの要望もあったため、環境整備にとりかかった。

　まずは、Wi-Fi 環境整備の専門業者で、学生寮などの整備も手掛けているエレコム㈱

に問い合わせ、見積書を取り寄せたところ、約5,600,000円 とあまりの高額なので諦め、

以前に2階の理事長室にWi-Fi を導入してもらったNTT東日本に連絡、”できる限り安

い費用で環境整備を” と相談したところ、こちらの事情を汲んで対応してくれた。

　まずは、試しに3階の談話コーナーの西棟通路角に電話回線を引き、モデムとルーター

を設置し、3階の全個室に電波が届くかどうか見てみることになった。　その結果、西棟の

301号室から310号室と東棟の314号室は問題なく電波は届いたが、東棟の311号室

から313号室には充分に届かないことが判明。　対策として東棟通路角に電波中継用

の有線ルーターを１台増設することで、7月1日3階のWi-Fi 環境は整った。

　4階に関しては、7月8日に回線工事を行い、7月13日に3階同様に西棟通路角に

モデムとルーターを、東棟通路角に電波中継用有線ルーターを設置して、全ての寮生個

室でWi-Fi の使用が可能となり、全館での Wi-Fi 環境整備が完了した。　整備に関わ

る費用は、工事費等初期費用が約50,000円、利用料は月額約22,000円となった。

　これにより、来期寮生募集要項に ”Wi-Fi 無料” と謳うことも可能となった。

【業務用冷凍冷蔵庫】　2階厨房で使用している業務用冷凍冷蔵庫（ホシザキ製）の内部断熱材が劣化し水滴が出るようになり、このま

ま使用するとカビの発生など衛生面で問題がある為交換することになり、ホシザキ㈱に見積を依頼したところ、交換買取だと 655,710円で

年2回の定期点検料は別途50,000円。　リースの場合は、年2回の点検料と修理費込みで月額15,400円とのことで検討の結果、リース

契約に決定し、4月28日に新機種への交換を行った。

【3階洗濯乾燥機】　3階の洗濯乾燥機が使用中にガラガラと大きな騒音が発生ししばらくすると止まってしまい使用できなくなった。　乾燥機

の使用については、雨の日以外は使用禁止としてあったが、これから梅雨の時期に入るため、無いと不便だから新製品に交換することになり、

金井無線電機に発注し4月27日に搬入され交換した。

設備管理　：　厨房用冷凍冷蔵庫及び3階乾燥機の交換

6万円

6万円

5万円

寮内の Wi-Fi 環境を整備

2020年12月

2021年4月

2022年4月

100回分

60食分

12ℓ

60食分

24ℓ
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《 運営報告 》

災害時用品の備蓄計画

賞味期限25年の食料、15年の飲料水、保存期限5年のトイレタブレットの備蓄スタート

購入年月

2045年12月

2025年12月

2046年4月

2036年4月

2047年4月

2037年4月

消費期限 購入量

60食分

コロナ禍のリモート（ウェブ）授業に対応



　2017年（平成29年）より年会費1,500円 収支

の徴収と会報「武蔵野」の発行を開始。

　その後、消費税等の値上がりに伴い、

2020年より 500円値上げし年2,000円と

した。　納入実績は下記のとおり、140名

～153名で推移しているが、170名以上

を目標としている。

入金額

229,500

211,500

229,500

290,000

印刷費

 第1号（300部） 64,152

 第2号、3号（各400部） 69,984

 第4号、5号（各450部） 71,928

 第6号～8号（各450部） 73,260

総印刷部数 500部

印刷費用 73,260円

配布部数 395部 　　　2020年度信陽舎舎友会における事業報告、決算収支報告書、郵貯振替口座、現金出納帳

　　並びに付属明細書、領収書等を監査した結果、適正に処理・記載されていることを認めます。

　　令和3年8月16日

　　　　信陽舎舎友会　監事 　　　　　信陽舎舎友会　監事

総印刷部数 500部 　　　　　片桐　勝臣　　㊞ 　　　　　　原　　　　誠　　㊞

配布部数 410部
　　

　  舎友の皆さんの近況報告や寮生活の想い出、あるいは 　　舎友会では、個人情報保護の観点から 「舎友名簿」 の発行は行っ

　親しい舎友の情報など気軽にお寄せください。 　ておりません。　同期会又は各地区舎友会等を企画される折に、舎友

　　また、寮の運営に関するアドバイスや信陽舎の知名度を 　の連絡先を必要とされる場合は、下記の事務局までお問合せ下さい。

　上げるためのアイデア、会報の編集内容に関する助言など 　　また、住所移転などにより所在不明となっている舎友が多数おられま

　も大歓迎ですので、下記事務局宛に郵送・メール・ライン 　すが、お知り合いの舎友で会報等が届いていない方がいた場合は、お手

  等でどしどしお寄せ下さい。 　数ですが下記事務局までご一報いただければ幸いです。

福田　 璋夫（116）

深澤　 勝吉（135）

原　　　　 誠（220）

田中　 淳一（470）

年度（会費金額） 納入者数

会報印刷費用推移

会報（印刷部数）

会報第7号発行報告

発行日　：　令和2年9月1日

2018年（1,500円）　141名

8

支出の部

2020年（2,000円）　145名

2019年（1,500円）　153名

≪ 会報 「武蔵野」 編集委員 ≫

福與　 卓臣（117）

五島　 久揮（176）

仁科 　圭右（306）

73,260円

2020（令和2）年度 信陽舎舎友会　会計監査報告書

　　信陽舎舎友会　殿

【 事務局からのお願いとお知らせ 】

〠 　お便り大歓迎！  〠 (　舎友名簿に関するお願い　(

会報第8号発行報告

発行日　：　令和3年4月1日

印刷費用

合計 445,173

繰越金内訳
郵便振替口座 191,745

現金 11,236

小計 242,192

繰越金 次期へ繰り越し 202,981

郵便振替・印字手数料、振込手数料等 25,463

コロナ禍により開催中止 0

事務費 印刷用紙、プリントインク代等 10,324

通信費 案内状・返信ハガキ、会報郵送料 59,885

手数料

第6回総会開催費用

合計 445,173

会報「武蔵野」制作費 第6号、第7号（各450部）印刷代 146,520

寄付 後藤寿明（No.4）様より 2,000

2017年（1,500円）　153名

　　” 浜　国昭（No.65）様より 2,000

収入の部
繰越金 前期（令和1年度）より繰越金 149,673

年会費 郵便振替　143件 286,000

　　” 現金　2件

　　” 前年会費（1,500円）1件 1,500

第6回総会参加費 コロナ禍により総会開催中止 0

4,000

(　　事務局・編集部便り　　(

年会費納入推移 2020（令和2）年度　信陽舎舎友会　決算報告

項目 摘要 金額

岩原　 　 優（580）

〒225-0026　横浜市青葉区もみの木台 34-8

  ☎（045）902-2575 携帯☎ 090-9841-6349

　E-mail : tof2943@citrus.ocn.ne.jp

発行人 ：　福田璋夫 （舎友会幹事長）

  事務局 ：　福與卓臣 （舎友会事務局長）

会報「武蔵野」第9号　令和3年9月1日発行
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