豊かな生活願い祝福ミサ
生徒有志ら300人で第九演奏も

となりつつある。

た。演奏には、弦楽オーケ なく練習を重ねてきたであ の動力源の一部に利用され 今後、第二体育館、武道場、

テニスコート（４面）
、そ

新校舎整備計画では体育 して人工芝を敷いたグラウ

吹奏楽部、
グリー ろうことが容易に想像でき ます。
この新講堂完成を記念し ストラ部、

新しい講堂の竣工で、山 施設として、すでに使用し ンドを造ることになってい

て、
同月 日に祝福ミサと、 クラブ、ドルチェ・コーラ た。

、有志の生徒・教 手駅から歩いていき、肉屋 ているプールのほかに、今 ます。
キリスト教で「祝福」と フィル）

～

堂棟がついに竣工した。地 また、
講堂には新たに「鐘」
ると、今までとはまったく

上３階、地下１階の建物と が備え付けられ、正午と午 は、私たちの生活が豊かで 職員など総勢３００名を超 の角を曲がり少し坂道を登 回の第一体育館、さらには
助っ人演奏者を招かず、 違った学校の姿を目にする

なっており、
講堂棟内の
「ラ 後５時の２回、心地よい時 あるようにと神の恵みが与 える人たちが参加した。
ムネホール」は、日本有数 の知らせを生徒だけでなく えられることをいい、司教
のコンサートホールにも引 山手一帯の人たちへも伝え 様を含む４名の聖職者の手 学校関係者だけによる、ま ことができる。初めてみる
祝福ミサ終了後、ベートー による演奏であるにもかか 校舎なのかときっと驚きを

テニスコート×２

～

新講堂棟完成で完成記念行事
12

平成 年 月、新しい講 果を兼ね備えているそうだ。 第九演奏会が開催された。 ス、聖光学院管弦楽団（聖
24

けを取らない優れた音響効 てくれ、山手の新しい名物 を通じて祝福が行われた。 さに自分たちだけの手作り 来訪者には、これが新しい

期工事
始 ま る

ヴェンの第九演奏会が、午 わらず、その完成度は大変 与えてくれるであろう。
前 と 午 後 の ２ 回 演 奏 さ れ 高く、出演者が日々絶え間

新体育館 月完成

新しい体育館のフロアは 公式コートなら１面、練習

２０１１年５月に起工し 特別教室棟が新築されます。 様に、バスケットボールは
た新校舎の建設も２年経っ

て、工程の６割を消化しま 南北方向に ・１㍍、東西 用コートなら２面とれる広
した。４月中旬には２期工 方向に ・６㍍あって、旧 さです。バドミントンの場
事が終了し、新しい体育館 第一体育館の約１・５倍の 合は公式コートが６面とれ
また、新第一体育館の屋

ができあがりました。今回 広さがあります。床から天 ます。
は体育館施設のうちフロア 井梁下までの高さは ㍍あ

部分を先行して新築しただ ります。バレーボールコー 上にはソーラーパネルとパ
けで、シューズボックスや トは、公式コートでフロア ネルに載せた植栽を置きま
更衣室、手洗い、水飲み場 全面を使って２面、練習用 した。ソーラーパネルで発
などの付属施設の完成は３ コートでフロアの半分の範 電した電気は、屋上緑化の
期工事を待たなければなり 囲に２面取っています。同 散水装置や校舎の空調など

中庭

のこころのケアを行います。 が幸せになるクリニック」

私自身、聖光との縁は深 をキャッチフレーズに、上

く、クリニックの近くには から目線の医療ではなく、

９期生の中野京司先生が綾 患者さんに寄り添う医療を

のご来院をスタッフ一同お

ＯＢやそのご家族の皆様

瀬中央歯科医院を開業され していきます。

ており、長く地域に貢献し

１９７６年の卒業後、慶 待ちしております。よろし

ていらっしゃいます。

年９月、神奈川県綾瀬市に る電車の駅が一つもない市 名高速をまたぐように走る ましたが、入部したヨット

内科医院「原クリニック」 です。東名高速の綾瀬バス 県道 号線沿いにあり、駐 部の監督が３期生の名取道

也先生、父の糖尿病の主治

心臓・頸動脈・腹部の超音 輩でした。聖光学院も 年

消化器、
心療内科を中心に、 至先生も、聖光、慶応の先

受付時間

☎０４６７
（ ）
８３４８

１

神奈川県綾瀬市寺尾釜田

原クリニック

波（エコー）検査、動脈硬 を迎えた今では、慶應大学

平日

原クリニックは糖尿病、 医であった４期生の神谷知

亭といえば渋滞の名所です 車場を完備しています。

化 を 発 見 す る 脈 派 検 査 医学部卒の聖光卒業生も増

８

（CAVI）
、A１c迅速検 え、
「聖光慶応三四会」と

８時 分〜 時、

１

査機、苦しくない鼻から入 いう同窓会を開催するほど

息子も聖光 期卒業し、

れる内視鏡を装備して、患 になりました。

者さんの健康管理、病気の

早期発見と治療を積極的に 帝 京 大 学 医 学 部 ６ 年 生 に

原クリニックは「みんな

進めます。心療内科では、 なっています。

ストレス社会において皆様

時 分～ 時 分

30

ません。しかし、これを受

人工芝化

30

79

17 12

けて、
旧体育館・旧講堂（旧

グラウンド

4期

12

−

ラ・ムネ・ホール）は解体

患者に寄り添う医療を

第２体育館、武道場、
（柔道場、剣道場）
テニスコート×２

30 30

−

水・日・祝日

休診日

８時 分～ 時 分

土曜

14

50

15

され、その場所に高校棟、

体育棟

綾瀬市は藤沢市の北にあ が、原クリニックはその東 應義塾大学医学部に進学し くお願いいたします。

「原クリニック」（綾瀬市、内科医院）

図書室、PC室、理科実験室×４
美術室、技術室、陶芸室
多目的室

30

期生の原眞一です。本

特別教室棟

2014年3月

３期

2014年10月

HR教室×18、第１体育館施設

2014年4月

高校棟

2013年4月

主な施設

43

12

新築棟

期間

39

卒業生のオフィス紹介

工期

3

13

を開業します。

42

4

28
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