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(1) (2)

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
行われてきており、そのほと
んどが既に完了・完成をして
おります。この事業支援のた
めの募金活動が当初より平成
16年度末（平成17年3月31日）
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」の教育がこれからもます
ます光り輝くよう願い、活動
に協力していきましょう。
＜●月●日現在の募金状況＞
申し込み総額
￥86,849,026（1,027 件）

小学校学園祭

秋晴れの中、小学校学園祭
が去る 11 月 13 日に催されま
した。
模擬店では例年通り地域と
の共生を図り、周辺の商店よ
り様々なメニューを取りそろ
えました。5年生役員での試食
会や、打ち合わせを重ね、当
日はスムーズに進行すること
が出来ました。寒かったこと
もあり、うどんや豚汁の売れ
行きは好調で終了時間を待た
ずに完売いたしました。お手
伝いのお母さま方の手際が素
晴らしく、後片付けが早々に
終了いたしましたことに感謝
しています。また、今年はご
み分別にも力を入れ、容器類
などは全て資源ごみといたし
ました。分別、洗浄にご協力
いただき、ありがとうござい
ました。
バザーでは多くの手作り品・
贈答品のご寄付をいただき、
品揃え豊かに開催することが
出来ました。例年と異なる教
室を会場として使用いたしま
したが、商品の陳列を工夫し
たことと、出入口を別々に設
けることによってお客様の流
れを良くすることが出来、販
売をスムーズに行うことが出
来ました。皆様のご協力に感
謝いたしております。
ビンゴ大会は会場の子供達
を男女に分けて、景品交換が
手早く出来るよう工夫いたし
ました。また、低学年の子供
達のそばには担任の先生方に
座っていただき、アルファベッ
トと番号が分かるように補助
していただきました。先生方
の全面的なご協力のおかげで
予定時間通りに終了すること
が出来、子供達にも十分に楽
しんでいただけたのではない
かと部員一同満足しておりま
す。
お父さんのゲームコーナー
は、今年も大盛況。新しく加

わった「フリスビー DE ビン
ゴゲーム」前にはまるでディ
ズニーランドのような長蛇の
列が出来ました。その日の記
念にもなるプリクラコーナー
も大人気！お手伝いをして下
さった多くのお父さま方、お
忙しい中ご協力をありがとう
ございました。
卒業準備委員会ではオリジ
ナル商品として、有志のお母
さま方がビーズ人形ストラッ
プを作って下さいました。東
小の夏制服姿の女の子、これ
が可愛い !! ２回に分けて 100
個を限定販売いたしましたが、
アッという間に売り切れてし
まいました。また、子供達を
喜ばせるためにアトラクショ
ンゲーム『ミステリー・ツアー』
を企画、展開いたしました。
役員だけでなく、プロジェク
トチームが発足、ご協力をい
ただきました。六年生母達の
熱い思いが結集し、プロ顔負
けのセットと仕掛けで、迫力
満点な出来に。子供達にとっ
ても、母達にとっても小学校
生活最後の学園祭が良い思い
出となったと思っています。

防災講座開催

去る６月 29 日、小学校研修
部による父母研修会「防災講
座」を開催いたしました。
東京消防庁武蔵野消防署の
時吉さんをお招きして、地震
災害の恐ろしさ、備えの大切
さを実際の阪神大震災のビデ
オを見ながらお話頂きました。
その後、起震車による震度
７の地震体験を行いました。
当日は晴れていれば校庭で
業間の時間を利用して、たく
さんの子供達に起震車体験を
見てもらえるはずだったので
すが、あいにくの雨で、抽選
に通った子供達だけがお父さ
んお母さんと共に起震車を体
験し、教室に戻って他のお友
達に話をしてもらう形になり
ました。
悪天候にも関わらず 113 名
の保護者の方々が参加、熱心
にお話を聞いてくださり、防
災に対する関心の深さが伺え
ました。
「親子で地震体験をさせてい
ただきました。予想以上に激

しい揺れで、実際に起きたら
パニックになるので、備えを
することが大切と改めて家族
で話合いました。」「防災頭巾
をかぶったつもりでも激しい
揺れの中では飛んでしまい、
頭を守ることが出来ませんで
した。これでは自分の身を守
る前に子供を守ることが出来
るだろうかと考えさせられま
した。防災グッズも用意して
いない我が家では、もう一度
防災についての意識を高めよ
うと思います。パンフレット
を頂いたので、立川防災館に
も足を運んでみます。」「帰宅
してから我が家の家具配置は
危険だと気付きました。家具
は倒れるだけでなく横に飛び
出してくる事を知り、早速金
具で家具の固定をします。」な
どのご感想を多数頂きました。
新潟やインド洋での大地震
のニュースの流れる毎日です、
とても人事とは思えません。
どうぞいざというときの備え
をお忘れなく。

小学校M

ご理解、ご協力をありがとう
ございました。
その他にも、毎年ご参加く
ださるOB会の皆様による焼き
そばや、餅つき。お菓子作り
の得意なお母さま（実はお父
さまもいます。）によるショッ
プ “ ままずスウィーツ ”。特別
参加として CDE 組の有志の保
護者の方による「スペシャル
オリンピックス日本」の長野
冬季世界大会記念 T シャツの
販売も行われました。東学園
ならではの売れ行きに関係の
方々にも大変喜んでいただけ
たそうです。ご支援をありが
とうございました。
このように学園 40 周年の学
園祭における後援会活動を大
変賑やかに、和気あいあい楽
しむことが出来ましたことを
ご報告させていただきます。

小学校W・M・他

幼稚園 園まつり

第 40 回園まつりは、あや
しい天気も吹き飛ばし、無事
に楽しく終了することができ
ました。ありがとうございま
した。皆様のご協力のおかげ
です！さて今回は、園まつり
準備の様子と当日の卒準の様
子についてご紹介します。模
擬店の新しいメニューなどは
6 月から話し合い、多数決で
絞り込んでいきます。どの位
注文数が入るかドキドキです。
バザーの値付けのためには、
担当を決め、" 夏休みの宿題 "
で、デパートや大型スーパー
などで値段をリサーチ！それ
を一覧表にし、参考にしなが
ら割安に値段付けをします。
そして当日、楽しいお店の開

店 ! となるのです。売上は園に
寄付し、子供たちのため役立
てていただきます。卒準の方
も、今年も先生方、保護者の
方々のご協力のもとにゲーム、
販売共大盛況でした。ゲーム
は子供達の大好きな "ニモの世
界 " を想定し海底を探検する
という設定で、前売券 780 枚、
当日券 130 枚すべて完売でし
た。販売は、おもちゃ･雑貨･
オリジナル品･喫茶コーナー
と、どこもお客様でいっぱい
で、心のこもった手作り菓子
も大好評でした。売上は、卒
園準備として使わせて頂きま
す。今後も 3 月の卒園に向け
て活動を続けて参りますので、
ご協力の程宜しくお願い致し
ます。

幼稚園Ｗ・ Ｏ

月日が経つのは早いもので、あたふたしているうちにもう今年
度もこれで最終号となりました。11 月の臨時増刊号をはさんで
前号（7月 9 日発行の新 24 号）からしばらく期間が空いてしま
いましたので、年度後半の半年分の記事を一気に掲載させていた
だきました。やや旧聞に属することもありますが、たくさんの思
い出が詰まったこの半年を振り返っていただければ幸いです。



(3) (4)

ありがとう東幼稚園

幼稚園副会長　渡辺深香

微力ながら後援会の一員と
してお手伝いをさせて頂き、早
３年もの月日が経つのかとし
みじみ感じる今日この頃です。
娘にはお友達をたくさん作
ろうねと常々話しをしていま
すが、自分もこの場を通して
多くの方と知り合う事ができ
たと思っています。
何より嬉しいのは園に顔を
出す事が多いのでたくさんの
お友達が声を掛けてくれる事
です。“ 子供浴 ” とはまさにこ
の事。
たくさん癒してもらいまし
た。よく考えてみると私の場
合、後援会のお手伝いをさせ
て頂いたというよりは園から
多くの事を学ばせて頂いたと
感じています。卒園後も親子
共々園長先生をはじめ諸先生
方に感謝の気持ちを忘れぬ様
にし今後も武蔵野東学園の発
展をお祈りしたいと思います。

東学園での 12年間に感謝

中学校副会長　波山万紀子

一昨年、まさかの五役入り
で、戸惑っていた私でしたが、
皆様のお支えの下、何とか勤
めさせて頂きました。会長様
方はじめ皆様に心より感謝致
します。いろいろ貴重な経験
をさせて頂きましたが、中高
協会で他の私学の方々とお話
する機会があり、その際、強
く感じたことは、東学園後援
会の結束の固さ、学園の先生
方の熱心さが並々ならない点
です。また先日の発表会で、
中三の長女が初めて客席から
舞台を観て、一人一人の一生
懸命な姿に元気をもらい、幼
稚園からの舞台も思い返され、
本当に感激したと申しており
ました。ひとつの舞台を観て、
そこまで感動し、舞台裏の苦
労まで思いやれる感性を育て
て下さった東学園の 12 年間に
心から感謝申し上げます。

東のつながり

小学校副会長　池山美奈子 

現在６年生になる次男が、
新年中生として入園した間も
ない頃のことです。お風呂場
から息子二人の歌声が聞こえ
てくるので、そっと覗き込ん
でみると、当時３年生だった
長男が弟の背中を洗ってやり
ながら、学園歌を教えてやっ
ておりました。弟も東の仲間
になったことが、どんなにか
うれしかったのだろうと思い
ます。兄弟の枠を超えて、東っ
子ならではの縦のつながりを
感じる場面でした。たとえ年
齢が違う園校に分かれていて
も、しっかりとした共通の熱

い思いが息づいている学園の
素晴らしさがあります。殺伐
とした少年犯罪が多い今の時
代だからこそ、東の教育に育
まれたことを心から感謝いた
しております。いつも温かい
ご指導を頂きました先生方、
ありがとうございました。

編集委員会（編集スタッフ）

□大矢田鶴子 （高等専修）
□久保　法子 （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）
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『ウェルカムパーティー』

発表会シーズンを迎えた 2
月 18 日。ボストン東スクール
から 11 名のお客様をお迎えし
て、恒例のwelcome party が
開催されました。皆様ご存知
のとおり、ボストン東スクー
ルは、北原キヨ先生が 1987 年
に設立した姉妹校です。連合
後援会として、発表会前日に
ボストンの友をおもてなしす
ることが大切な活動となって
います。
今年も、暖かいムードの中
で楽しいひと時を過ごすこと
ができ、東学園が誇る世界的
なネットワークを肌で感じる
ことができました。自閉教育
を通じた繋がりは、言葉や文
化の違いを問いません。米国
でグループホームを成功させ
た体験談や、英国でも保護者
の絆が益々深まっているとの
お話しをうかがい、国を超え
てネットワークが着実に広

がっていることを大変心強く
感じました。
創立 50 周年に向けて、こ
のすばらしい交流がさらに深
まっていけるよう、引き続き
皆様ご支援をよろしくお願い
致します。
幼稚園後援会会長 臼井周平

K2DANCE リサイタル

9 月 12 日（日）ARTE（武
蔵野文化会館大ホール）にて
「K2DANCE リサイタル Vol.5 
Seek Deeper さらに深淵へ」が
行われた。3 部で構成された
ステージは、「COME DANCE 
WITH ME」で歓声と共にその
幕を開けた。色とりどりの衣
装、そして軽快なステップ。
これから始まるショータイム
に心をワクワクさせたのは、
私だけではないだろう。1部、
2 部はソロやチームのダンス
だった。それぞれにテーマが
あり、ある時は、凛々しく、
元気良く、ある時は、艶やかに、
しなやかに、手先、足先まで
心を配りながら表情豊かに現
してゆく。ただ、音に合わせ
て踊るだけでなく、その曲の
イメージとステップがピタリ

と合っていて個々の表現力の
レベルの高さをうかがうこと
ができた。
3部は大作。今回は「おしゃ
れ泥棒」を光、闇など 6 場
面に演出。静と動を巧みに表
現し楽しく見応えのある作品
だった。静の表現で圧巻だっ
たのは、ルノワールの「舟遊
びの昼食」をはじめとする名
画、彫刻である。大きな額縁
の中（或いは台の上）実物
を彷彿とさせる動作を長時
間、息も瞬きもしていないの
では？と思うほど完璧にこな
していた。とにかくスゴイ！
のひと言。その名画、彫刻の
前では、主人公ニコルと父の
会話で物語が展開する。絵を
盗みに来たバウア－率いる泥
棒たちのダンスは、シャープ
でカッコイイ！又、美術品の
見学者刃優雅で、所狭しと動

き回る警備員は、コミカルで
印象的。チャーミングで愛ら
しいメイドたちは、エピロー
グへと観客をいざなう。総勢
37 名のダンサーたちは、それ
ぞれの思いを胸に今日の日を
迎えたことだろう。もしかし
たら辛い時もあったかもしれ
ない。でも舞台の上の彼女た
ちの表情はとても晴れやかで
自信に満ちていて何より美し
かった。母であり、妻であり、
娘であり、はたまたダンサー
でもある彼女たちの努力のた
まものである。公演終了時の
観客の拍手も温かく、会場に
一体感が生まれ、何か大切な
ものを取り戻した気分になっ
た。あれからしばらく、気に
入った曲が頭に浮かんで思わ
ずステップしたくなったのは
私だけだろうか？

幼稚園 Y

幼稚園発表会

2 月 5 日 ( 土 ) 幼稚園発表会
が行われました。40 周年とい
う事で、運動会で登場した、
大きな青いゆうくんあいちゃ
んの旗が、J リーグの応援のよ
うに客席から波うちながら舞
台上の園児の方へ向かってい
きました。子供達が振り返る
と舞台後ろの壁いっぱいにゆ
うくんとあいちゃんが !! 大喜
びの歓声とともに元気一杯の
舞台が始まりました。
何といっても学園中で一番
小さな子供達。風邪など流行
るこの時期、保護者の心配は
やはり体調管理です。元気に
本番の日を迎えられるよう、
一生懸命練習した成果を是非
舞台の上で発揮できるよう、
心をこめて食事作り、衣装の
準備をします。そして当日、
大きく成長した子供達の姿に
感激、感涙するのです。

幼稚園O

記念グッズ販売のご報告

連合後援会では、創立 40 周
年の記念行事として記念グッ
ズの販売を行いました。「新校
舎にグランドピアノを寄付し
よう」との合言葉の下、Ｔシャ
ツ 1,194 枚、タオル 348 枚の
ご購入をいただき、合計で「90
万 532 円」の収益を得ること
ができました。皆様の暖かい
ご支援、ご協力誠にありがと
うございました。収益金は全
額、学園に寄付させていただ
きましたのでご報告致します。
グランドピアノの音色が楽し
みですね。

「 卒業 」 ～ 息子へ ～

高等専修副会長 阿部　明美

学校生活はもう卒業ですね。
おめでとう！小さな手で「bye-
bye」して幼稚園バスに乗って
いた頃が懐かしいです。あっ
と言う間に大きくなって、高
校生になったら何時も難しい
顔をして、話もしてくれなく
て心配でした。でも職場実習
は緊張したけどよく頑張った
ね。先日、会社に遅れそうに
なった夢を見て、自信を無く
して落ち込んでいましたね。
就職の日が近づいて、 段々不安
になっていたのですね。気が
付かなくてごめんね。これま
でにもまだ気が付かなかった
事が沢山あったかもしれない
ね。長い間ごめんなさい。母
は涙が出てしまいました。こ
れからは、もっと厳しい事が
沢山あるかもしれないけれど、
大丈夫だよ、皆が応援してく
れるから自信持って仕事して
ね。社会人になる事の意味を
理解し、強く生きてほしいと
願っています。最近、優しい
顔になったね。何でも手伝っ
てくれるので、とても嬉しい
です。人は助け合って生きて
行くものだから、皆に優しく
してね。いろんな事を教えて
くださった東学園の先生方に
感謝しましょう。
アルバムを広げて見たく
なった時に感謝の気持ちがわ
かります。14 年間、頑張って
くれて　あ・り・が・と・う！

～　母より　～


