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創立 40周年記念事業募金

東学園では、平成 16 年度創
立 40 周年に向けて、平成 13
年度から、校舎の再生・拡充
やコンピュータ環境の整備と
いった「創立 40 周年記念事業」
が行われてきました。この事
業支援のための募金活動が平
成 16 年度末まで行われていま
す。創立者北原キヨ先生をはじ
めとする先生方と、私たち保
護者が望んだこの素晴らしい
「東」の教育を、まだ見ぬ未来
の子供たちが、より良い教育
環境のもとで受けることがで
きるように願って、今できる
ところからはじめましょう。

＜ 5月 11日現在の募金状況＞
申し込み総額
￥83,845,226（1,013 件）

平成 16 年度事業目標の発表

【連合後援会】
 ①創立精神を継続発展させるための活動
 ②創立 40 周年記念事業への協力
 ③ボストン東スクールとの交流活動。
【幼稚園】
 ①連合後援会事業目標への協力
 ②子供を中心とした明るく温かい幼稚園づくりの協力
 ③保護者の趣味や特技を生かした活動の推進。
 ④地域との和やかな関係づくりへの協力
【小学校】
 ①連合後援会事業目標への協力
 ②会員相互の友愛の輪を広げる活動の推進
 ③防犯・防災対策への協力。
【中学校】
 ①連合後援会事業目標への協力
 ②友愛会主催の行事を含む、学校行事への積極的な参加
  と教育へのサポート
 ③職場見学への協力。
【高等専修学校】
 ①連合後援会事業目標への協力
 ②学校行事への保護者の積極的な参加と教育への協力
 ③家庭での親と子の対話の充実。
【むらさき会】
 ①連合後援会事業目標への協力
 ②「すべての会員の子弟は我が子である」を合言葉に会 
  運営の推進
 ③会員相互の理解と親睦を兼ねた行事の開催
  ・むらさき親子運動会 5 月 22 日（土） 
  ・保護者会 - 慰労会 - 5 月 22 日（土）
  ・保護者会 - 新年会 - 1 月 22 日（土）
 ④「可能性をひろげて」の編集発行
 ⑤むらさきOB会との連携（地域ネットワーク等） 

新しい年度がはじまりました。5月号の連合後援会だよりはこ
の言葉でスタートします。
“ たより ” は、私たち保護者の目をとおして映る学園全体の動
きや、子供たちの様子などをお伝えしています。今年は学園創立
40 周年の節目の年にあたります。この間の先生方をはじめ保護
者の皆さま方、子供たちはもちろん、関係者のご努力により創立
者の理念が生かされ充実し、一層年を追うごとに創立者の息吹が
学園全体に満ちていくように感じます。さあ皆さん、節目の年を
ご一緒にステキな一年にしていきましょう。

平成 15 年度事業報告

【幼稚園】
父親による園庭の遊具のペンキ塗りなど、園のメンテナンスに
積極的に参加し、明るく温かい幼稚園づくりに協力する事ができ
ました。またソーイングクラブによる園バスのカバー作りやガー
デニングクラブによる園庭内外の環境整備等母親による各クラブ
の活動が積極的に行われました。

【小学校】
例年行われた CDE クラス父親懇親会を改にし、ABクラス父親
懇親会を発展させ、全学年・全クラス合同の父親懇親会が開催さ
れ、お父さま方が楽しく親睦を深めました。学園祭に向けて、地
元商店街のご協力のもと、地域との共生が行われ、さらなる結び
つきを感じる模擬店となりました。バザー会場、ビンゴ大会は子
供たちにとって楽しい喜びの場であり、子供たちの笑顔を思い浮
かべながら、日々の準備に協力することができました。

【中学校】
昨年に引き続き、学園祭で「おやじの店」を出店したり、生徒
の運営する模擬店を手伝ったりしました。また 2年生の職場見学
のための職場の紹介に協力しました。9月には父親懇親会が企画
され、相互の親睦を深めました。

【高等専修学校】
各学年で 5月に保護者懇親会を企画し、学校への理解と親睦
を深めました。6月には後援会親睦会を計画し、役員OBの皆さ
んと卒業後のご活躍をお聞きしながら楽しいひと時を過ごしまし
た。学園祭では生徒が主体となる紫峰祭の中、バザーへの協力を
呼びかけ、一昨年を上回る収益を上げる事ができました。

【むらさき会】
5月にむらさき連合親子運動会、保護者懇親会、翌 1月にむら
さき連合保護者新年会を行い、会員相互の親睦を深めました。OB
会とは年 5回の連絡会をもち地域ネットワークの活動を通して
OBとの交流を図りました。会報「可能性をひろげて」を年 3回
編集発行しました。

【連合後援会】
40 周年記念事業計画への協力として、Tシャツの販売をいたし
ました。2月にはボストンからのお客さまをお招きし、ウェルカ
ムパーティが催されました。また、編集委員会により、「連合後
援会だより」を年 4回発行いたしました。

最後に各園校における学園祭の収益金は、全額学園に寄付させ
ていただきました。

編集委員会（編集スタッフ）

□室山なるみ （高等専修）
□大矢田鶴子 （高等専修）
□波山万紀子  ( 中学校）
□山本　成実  （中学校）
□高橋かおり  （小学校）
□宮島　祐子  （小学校）
□渡辺　深香  （幼稚園）
□野内　陽子  （幼稚園）
■北川久一郎  （小学校）
■桑原　厚  （小学校）

編集後記

会長さん方のメッセージを
編集で削ることなく掲載する
ために、編集後記がこんなと
ころに飛び出してきてしまい
ました。おゆるしください。
今号までが平成 15 年度ス
タッフでの発行でした。次号
から、新スタッフでの発行と
なります。みなさん 1 年間あ
りがとうございました。

「新校舎のホールに

グランドピアノを！！」

連合後援会では、「新校舎の
ホールにグランドピアノをプ
レゼントしよう」を合言葉に、
「授業で使える40周年記念グッ
ズ」を企画しています。この
記念グッズの販売による収益
は、40 周年記念事業に寄付さ
れます。
第一弾として、先日ご案内
させていただいた、40 周年記
念ロゴをデザインしたオリジ
ナル Tシャツを企画しました。
今後、靴下・タオル・トレー
ナーなど、子供たちが授業で
使える実用的なグッズを企画
していきますのでご期待くだ
さい。
またグッズのアイデアもお
待ちしていますので、「これが
欲しい」というものがありま
したら、是非お寄せください。
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平成 16 年度各園校後援会々長のご紹介と皆さんへのメッセージ！

幼稚園後援会々長

【氏名】　臼井　周平（うすい　しゅうへい）
【生年月日】　1968 年 12 月 10 日⇒３億円事件の日⇒お金に縁あり？
【西洋占星術の星座】　いて座⇒ミラノスカラ座も好き
【血液型】　O型⇒小さい頃「大型」と書いて笑われた経験あり
【在園状況】　長男：小学校３年、長女：年長⇒いよいよ卒園
「初心と集中力、そして、子供たちへの恩返し」
東学園の魅力は何でしょうか。それは、プロジェクト Xで取上げられた「YAMAHAのグランドピ
アノ」の音色への執念や昨年の阪神の強さにも共通します。私は「初心を貫く明確な目的をもった
集中力」だと考えています。
オールスター集団が時として結果が出せないのは、慢心によって初心を見失うから。目的をもっ
て集まった人々がその達成のために集中して取り組む。これこそが強さの本質であり、東の魅力です。
子供たちも先生も、そしてご家族の皆さまも、東の良さを心から理解しているからこそ、すばらし
い結果が生み出される。「混合教育」が世界一なのは、世界の誰よりも集中して考えて、いつも初心
に立ち返って行動してきた結果だといえます。
後援会活動も斯く在りき。それぞれ限られた時間でも、初心を忘れず、皆さんと集中して知恵を
出し合い、最良のものを生み出す。そして、「これまで子供たちからもらい続けたパワーに感謝して
恩返しすること」、これが 40 周年に向けた私の抱負です。
皆さん、本年度も後援会活動にご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

小学校後援会々長

【氏名】　岩崎　充利（いわさき　みつとし）
【生年月日】　1959 年 2月 8日
【西洋占星術の星座】　西東京在住　水も滴る水瓶座
【血液型】　B型
【在園状況】　小学校 6年、小学校 3年（他OB 2 人）
初夏を思わせるような日差しを感じるようになりました。武蔵野東小学校も元気な新１年生を迎
えてから、早くも１ヶ月が経とうとしています。子供たちの元気さに、私も「負けてはいられない」
と思いながらも、どうも体よりも先に口がでてしまう今日この頃でございます。
今年度は東学園 40 周年の記念の年です。保護者の皆さまのお力をお借りして、東っ子と先生方に
大きな声援を送りたいと思います。ぜひご理解とご支援をどうかよろしくお願いイタシマス。
チナミニ今年度小学校後援会スローガン、明るく楽しく＋αしっとりと。

中学校後援会々長

【氏名】　高橋　信一（たかはし　しんいち）
【生年月日】　1957 年 5月 5日
【西洋占星術の星座】　牡牛座
【血液型】　Ａ型
【在園状況】　中学校 3年
後援会では平成 16 年度がスタートし、今年は学園創立 40 周年の節目の年となります。2年前よ
り学園全体で施設等の改修工事を行ってきましたが、中学校でも昨年校舎西側に増築工事を行い、
生徒やご父兄の皆さまにご利用いただけるような立派な校舎が完成いたしました。また来年は学園
本館を現在の小学校南側に新校舎を建設する予定になっており、ますます 21 世紀にふさわしい教育
環境が実現することになります。近年学園もマスコミ等を含め情報を発信し、また学園の教育に対
する期待をよせられるようになっています。中学校でも生命科が注目され私学の中でも一段と進ん
だ教育内容に親として誇らしい限りです。
私も 3人の息子を 16 年間に渡りお世話になって参りましたが、親子共々学園がより一層飛躍する
よう願い、皆さま方のさらなる学園へのご理解とご協力をお願い申し上げます。

高等専修学校後援会々長

【氏名】　穴井　秀喜（あない　ひでき）
【生年月日】　1955 年 9月 30 日
【西洋占星術の星座】　天秤座
【血液型】　O型
【在園状況】　高等専修学校３年
こんにちは、高等専修学校後援会々長の穴井です。会長の大役をお受けし今年で３年目、いよい
よ娘が東学園の卒業を迎える年度になりました。娘が幼稚園にお世話になってから早 14 年、振り返
ると色々な事が思い出され感慨も一入ですが、最後の年に東学園 40 周年を迎えることができるのも
幸運に思います。合同役員会全体会での挨拶で申し上げましたが、無理をせず、出来ることを、出
来るだけ、肩肘張らずに、楽しく行う後援活動が、活動結果をより成果として高めて、園児・生徒・
学園への後援になると思います。各園校が連携して、連帯感を持った活動をしていきましょう。また、
後援会活動は、サポーターではありますが、学園との協創・共創ができればと思っています。皆さ
まのご理解とご協力よろしくお願いします。

むらさき会々長

【氏名】　阿部　登（あべ　のぼる）
【生年月日】　1956 年 3月 6日
【西洋占星術の星座】　うお座　
【血液型】　B型　
【在園状況】　高等専修学校 3年（野球部）
会長とは名ばかりの最後の年度を迎えました。活動的なむらさき会の皆さまと、むらさき会役員
の皆さまに支えられてまいりました。（影の会長が数名いらっしゃるようで、大変助かりました。）
ありがとうございます。今年度は学園の 40 周年記念という節目を迎え、後援会への協力、さらに子
供の将来を考えたむらさき会の活動への協力は日頃から肝に命じております。家族のため、どうし
ても仕事中心になりがちな毎日ですが、各園校の保護者の皆さんの積極的な活動を耳にしますと 10
年前、OBの皆さまから受け継いだ自閉症の子を思う親の強力な精神が益々結束し、社会への理解も
全国的かつ世界的に推し進められ、その輪もどんどん広がっているような気がします。残りわずか
1年足らずで息子も卒業ですが、正直な所、社会人として巣立つことへの不安と期待で、あれやこ
れやと頭が痛い毎日です。14 年間お世話になった学園の皆さまと、共に歩んできた保護者の皆さま
に感謝の気持ちを述べ、卒業後も学園とむらさき会のすばらしさを自慢していきたいと思います。
今年度もよろしくお願いいたします。

むらさき会副会長

【氏名】　佐野　恭一（さの　きょういち：ボンボヤージ佐野）
【生年月日】　19XX 年 10 月 31 日
【西洋占星術の星座】　強運のさそり座
【血液型】　几帳面な A型
【在園状況】　中学校２年、小学校５年
今年度もよろしくお願いいたします。むらさき会で現在のように活動することになって３年目を
むかえました。親としてちょっとばかり特徴のある子供を授かって、その後東学園に出会って、そ
こで培われたすばらしい信念や皆さまの優しい気持ちと接することができて我が家は大変元気にな
りました。私の子供の頃は受身だった学校生活ですが、今は親の立場ではありますが積極的に子供
の学園生活に参加させていただいてまだまだ勉強になることがたくさんあります。むらさき会は縦
に長い結束があり、毎年毎年ネットワークが広がっています。時代とともに社会や子供たちが育つ
環境も変わってきていますが、学園を通じた活動でひとの良い面、悪い面、弱い面を理解しあい、
指摘しあい、協力しあえる関係を親子や親同士で育んでいきましょう。

ご意見、ご感想お待ちしております
（編集スタッフ募集の申し込み先）


