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武蔵野東学園

連合後援会だより

皆さんこんにちは。早いもので1学期ももうす
ぐ終わりですね。各園校で様々な行事があり、
お子さんたちは、行事を経験するごとに、成長
してこられたかと思います。盆踊り大会は、全
園校の皆さんが一同に会する数少ない行事で、
私も毎年とても楽しみにしております。では、

夏バテしないように頑張ってまいりましょう。
（編集委員S）
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楽しいお店
・グリーンパーク商店会 ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、光るおもちゃ
・緑町一番街 アイスクリーム、スーパーボールくじ引き
・同窓会 地場野菜
・エンジョイ かき氷、おもちゃ
・レッツ ポップコーン

【プログラム】
「迎えばやし・送りばやし」･･･むさしのばやし保存会

第一部 4:00より 幼稚園 ※中学校3年生ＡＢ組・高等専修学校 有志（運営補助）

年少・りす・もみじ・れんげ組 4:00～4:30
年中・年長 4:00～4:45
4:50より 「東京五輪音頭-2020-」よさこい同好会

第二部 5:00より 小学校
1、2年生 5:00～5:35
3～6年生 5:00～5:50

第三部 6:00より
中学校1、2年生
3年生CDE組
高等専修学校

全体終了･･･7:00 ※生徒以外の方もどうぞ踊りにご参加ください

とき:7月21日(土)

ところ:小学校校庭

盆踊り大会の季節が近づいてきました。エンジョイ

では、今年も「かき氷」と「おもちゃのくじ引き」の

お店を準備しています。

かき氷店では、現役保護者とOBが協力し、きめ細や

かな、美味しいかき氷をつくります。シロップは、定

番のいちご・メロン・ブルーハワイ・マンゴー・コー

ラ。さらに、高等専修学校が作った天然果汁のシロッ

プも選べます。また、クジ引き店では、子供たちが喜

んでくれるおもちゃを、たくさん準備しています。皆

さんの笑顔のために、エンジョイのお父さん達も頑張

ります！ご家族・お友達と一緒に、ぜひぜひ、ご来店

ください（^^） （エンジョイリーダー Ｏ）

ポップコーンいかがですかー！！レッツでは、今年も

おいしいポップコーンを準備して皆様をお待ちしていま

す。やめられない止まらない「塩バター味」と、たまら

ない独特なあま〜い香りの「キャラメル味」の２種類を

ご用意して、皆様にとびっきりの笑顔をお届けしたいと

思います♪

お値段はどちらの味もひとつ１００円です。映画館や

テーマパークで食べるポップコーンに負けず劣らない、

レッツのお父さん達が作る「特製ポップコーン」を、盆

踊りと一緒に是非お楽しみ下さい！皆様のお越しをお待

ちしております！^_^！ （レッツ副代表 Ｓ）

盆踊りのお知らせ

みんな楽しく

今宵は楽しい 盆おどり

心にそれぞれ 灯をともし

友愛の輪や おどりの輪

校庭せましと 広げよう

編集後記

Ｗ杯の興奮冷めやらぬ日が続いています。今号では夏恒

例の盆踊りをはじめ、学園の様々なイベントを紹介しまし

た。生徒、保護者、OBの方の学園への理解が深まるきっか

けとなれば幸いです。

(編集委員 Ｎ)

毎年、東京近郊の散策や観劇等々を企画している後援会ＯＢ会の

日帰り旅行ですが、今回は「浅草演芸ホール」で落語鑑賞。

６月１６日（土）、１１時の開場に合わせて集合したのは計９名。

入口で豪華弁当とお茶を受け取り、開演までにみんなして早弁（そこ

はやはり芸の方に集中したいですからね）。

前座の方から始まり一人１５分ほどの持ち時間でしょうか？プログ

ラムが進むほどに高座のペースに引き込まれ、爆笑につぐ爆笑。合間

に入る色モノでも皆さん話芸が達者な方揃い。今回もとても楽しい１

日となりました。

ＯＢ会ではお子様の卒業後も学園を支える保護者の皆さんが親睦を

深める場を用意しておりますので、是非、ご参加ください。

（後援会ＯＢ会員 Ｏ）

5月の父親研修会では、加藤園長から幼児期の遊びを通

じて主体性を持ち、楽しみながら学ぶ教育についてお話頂

きました。屋根張りエピーソードの紹介からは自主性を重

んじながらも、失敗を経験しながら根気よく取組む子ども

たちの一所懸命な姿を垣間見ました。

後半のワークショップでは、父親グループ毎に印象に残っ

た点についてディスカッションと発表を行い、父親間の認

識も深まりました。今回の研修会から家庭での取組につい

ても考えさせられ、学び（遊び）の場の環境づくりをサポー

トできればと思いました。 （年中保護者 Ｋ）

●編集委員会（編集スタッフ）

高等専修 横田佐和子 山下詩織

中学校 工藤美智恵 杉岡美恵子

小学校 森百代 松本裕子

幼稚園 石川陽子 松本佳奈

高等専修 松井幹和 本間 聡

中学校 咲間全雄 遠藤崇浩

小学校 内藤忠男 白田剛 大黒貴之

少なくとも一人は、むらさきの子がいるバンドのお祭り「夏ふぇす」が今年も開催されます。昨年スカラーホー

ルで3組のバンドで始めた、「夏ふぇす」ですが、今年は新たに今春高専を卒業したOBを中心としたバンドが加わり、

また、少しだけパワ－アップしてみなさんと楽しみたいと思っています。4組のそれぞれ違ったバンドがそれぞれの

色で音楽を奏でます。さて、今年はどんなフェスになるでしょうか！ぜひ、みなさんも体感してみてください。ど

なたでも大歓迎です。しかも入場無料です。

「東の夏ふぇす」2018年8月26日(日)13時00分開演 スカラーホール

連絡先、東の夏ふぇす実行委員会事務局 メールアドレス:esff2017@yahoo.co.jp

（高専卒業生保護者 Ｓ）

「東の夏ふぇす」

父親向け勉強会
皆様こんにちは！今年の学園祭で「おやじの店」が

開店されます。手打ち蕎麦＆うどんを始め、寒い日に

合う磯辺焼き、テイクアウトに適した焼き鳥を販売し

ます。蕎麦、うどんは校舎内にイートイン型式となり

ますので休憩がてらお越し下さい。磯辺焼き、焼き鳥

は校庭で販売します。

中学生とコミュニケーションを図りながら学園祭を

エンジョイする「オヤジの店」に是非お立ち寄りくだ

さい。メンバーとして参加されたい方はプランノート

にメモを挟んで頂ければ幸いです。 （店長中３ Ｓ）

中学おやじの店



★幼稚園運動会★心配していたけれど

「全部頑張る！」朝から息子は大張り切り！年中さ

んになり2回目の運動会。流れややるべき事に見通しが

つき、そんな気持ちで望めたのでした。今年は“やる

気”ともう一つ嬉しかった場面があります。玉入れで

す。玉入れでは少人数クラスのお友達も一緒にチーム

になります。

我が家には、この春少人数クラスを卒園した長男が

います。2年前、交流クラスのまつ組に混ざって玉入れ

をした時、不安感からずっとグズグズしていたのを先

生やお友達が支えてくれて最後まで頑張る事が出来ま

した。

今年は、その支える側になっている次男を目にした

のです。男の子の手を繋ごうと何度も手をとったり、

違う場所に行けば後をついて側についていたり。少し

ずつ寄り添える事が出来るようになったのかなぁとし

みじみ。

行事を通して沢山のお友達の中で少しずつ成長して

いる事が分かりました。改めてこの東幼稚園で過ごせ

る事に感謝の気持ちでいっぱいです。

（年中保護者 Ｔ）

★第1回ＪＯＹＤＡＹ★小学校

毎回、工夫を凝らしたユニークな企画がいっぱいのJoyD

ayに今回、初めて親子で参加させて頂きました。息子が選

択したコンテンツの一つであるプログラミング教室では、

外部団体の方々がコンピューターの面白さを小学生向けに

分かりやすく解説、その後のワークショップで参加者一人

一人が実際にプログラミングに挑戦し作ったゲームで遊ぶ

等、貴重な体験をすることができました。

このように外部講師を招き、学校という身近な場所で本

格的に子供達が興味ある様々な事にチャレンジ出来るのも、

このJoyDayならではの最大の魅力だと実感致しました。そ

して、それは企画運営を綿密に取り仕切って下さるEnjoy

の皆様をはじめ、先生方やＯＢの方々のサポートあっての

事と、改めて感謝しております。

初参加のJoyDayでしたが、名前のごとく多くの子供達の

素敵な笑顔に出会い、親子で楽しく充実した一日を過ごす

事ができました。

（小４保護者 Ｔ）

「本物の人に会えた！」娘が初めての海外、グアム学

習から帰宅した時の第一声です。東中に入学した時か

らどれだけこの時を楽しみにしてきたか分かりません。

パスポート申請へ行った時も、荷造りしている時もす

でに気持ちは海を越えていました。なので帰国後、娘

が笑いあり驚きありの沢山のエピソードを話してくれ

る姿を見て『実際に経験をする』事がどれほど大切で

素晴らしい事なのかを改めて実感しました。

ハマモトフルーツワールドでお会いした濱本さんは

娘にとって『本物の人』との出会いであり、そして言

葉や文化の違いの中で出会えた現地の人との交流や様々

な出会いは、これからの娘の豊かな変化へとつながっ

て行くと感じています。

娘は「叶うならもう一度東中のみんなとグアム学習

に行きたい！」と言っています。本物に出会える機会

を作って下さった東中の先生方に感謝の気持ちで一杯

です。ありがとうございました。

（中３ 保護者Ｎ）

６月２日、第３１回スポーツ大会が武蔵野総合体

育館で行われました。今年も、学年カラ―でお揃いの

Tシャツを着た生徒たちによって白熱した戦いが繰り

広げられました。

競技が始まり、１年生は初めての参加でまだぎこち

ない動きでしたが、初々しさも感じられました。２、

３年生はやはり先輩、パワーもありますが、生徒同士、

手助けが必要な子へのさり気ない思いやりや優しさが

みられ、日々の学校生活でのあたたかい様子が感じら

れました。

生徒達が一番力をそそいだ応援合戦は、どの学年も

アイデアにあふれ、先生方のユニークな扮装も加わっ

て大変盛り上がり、３年生が、さすがの貫録で１位と

なりました。各学年、一生懸命力を合わせた結果、総

合順位は４００点越えで２年生が１位。卒業生の熱い

応援や保護者の参加もあり、子どもたちの成長を間近

で見ることができ、沢山の感動を頂いた１日となりま

した。 （高専２ 保護者Ｙ）

★スポーツ大会★高等専修学校★グアム学習★中学校

今年の夏休みも、サマーキャンプに「かき氷隊」が出動します！「かき氷隊」とは、子供達を盛り立てることを目的と

して結成された「保護者有志の会」です。昨年はチロル学園にて行われましたが、過去には山道の途中でかき氷をふるまっ

たりと、1日中活動してヘトヘトな子供たちに、ホッと一息のプレゼントを提供しています。

また、今年は、昨年と変わり、小・中学生の前半チームがチロル学園へ、高校・卒業生の後半チームが諏訪湖周辺へ向

かいます。さらに、前半チームについては、初日に甲斐黄金村にて砂金採りを行う予定ですが、その際もかき氷隊が出動

し、先生方のサポート役として、子供たちの安全をしっかり守ります。最後に、、、 かき氷隊では、みなさまの参加を

お待ちしております！我々と一緒に子供たちの笑顔を見守りませんか。お母さま方の参加もお待ちしております (^^)

前半チーム（小・中学生） 大黒 takayuki.oguro.19750709.ilc@gmail.com

後半チーム（高校・卒業生）松井 summercamp2015@yahoo.co.jp （保護者代表 Ｏ）

５月２６日土曜日、快晴の空の下、第28回むらさき連合親子運動会が小学校校庭で開催されました。むらさき運動会の

醍醐味は、｢練習なしのぶっつけ本番｣というところかもしれません。親子で競技に参加し、子どもたちを応援し、先生方

のリレーで盛り上がります。我が子にハラハラドキドキしながらも、ちょっとしたパプニングがあるからこそ、笑顔が溢

れるように思います。

運動会終了後は、サンライズホールにて懇親会が行われました。学年クラスごと車座になって、先生方から学校の様子

を伺ったり、保護者同士語り合ったり。運動会後の程よい高揚感と疲労感も相まって、ホールにはたくさんの声が響き渡

り、皆さん会話が弾まれていたように思います。

今年も幼稚園から高専、OBの方までたくさんご参加頂き、保護者の皆さまにはご協力頂きましてありがとうございまし

た。また先生方、高専ボランティア生徒の方々には朝早くから準備、サポート、後片付けまでご協力頂いたことに感謝申

し上げます。本当にありがとうございました。 (高専２ 保護者Ｍ)

武蔵野東教育センターは、“Heart to Heart”「心から心へ わかちあう あたたかさ」

を合い言葉に2006年に開設されました。この言葉は、キヨ先生の学園創立の初志でもある

「子を思う親の気持ち」を継承し、利用者にとって心と心が通じ合えるあたたかい場所にし

たいという願いが込められています。

活動内容は、療育活動、保護者支援、支援者養成、研究活動、広報活動などの5分野を軸に、

発達が気になる子どもたちとその保護者への支援を展開しています。特に療育活動の推進に

おいては、半世紀を越える学園の実績に基づいた2歳から高校生までのプログラムを有し、年

間受講数が1000に及ぶ国内有数規模の療育施設として成長を続けています。

教育センターは、学園以外の園や学校に通う子どもたちを中心にお預かりしているため、

学園に在って外からの多様な風が吹き込むユニークな環境にあります。文化の交差によって

優れた文明が育まれるように、新しい発見や発想が生まれるところ、それが教育センターで

す！

（教育センター職員 Ｔ）

むらさき運動会&懇親会

教育センターってどんなところ？


