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カットは文集「ふじのこ」第3号、表紙題字 

2009年度総会の開催について 

 京都女子大学附属小学校後援会（ふじの子同窓会）の総会が 11月 1日に開催されます。 

主な議案は、この『通信』にも掲載している08年度の決算・監査報告及び09年度の事業計画と予

算の決定です。 

 当日は京都女子学園のホームカミングデーも開催されますので、ご多忙とは存じますが 

多くの会員の皆さまにご出席いただければ幸いに存じます。(ご出欠連絡は、同封ハガキで) 

 

2009年度の事業計画と予算です （11月の総会議決を経て確定します） 

○ 事業計画(案) 

 ・「ふじの子成人式」の開催 

    2009年8月29日に実施しました(対象は 40期卒業生、ホスト役は 20期卒業生) 

     2010年度以降も定例化－次は 41期卒業生を対象に 21期がホスト 

・在校生向け「むかしの校舎めぐり」ツアーの開催 

    年明けごろ、3・6年生を対象に実施 

 ・卒業記念品（念珠）の贈呈   

 同窓会に新規加入される全員を対象として、2010年3月の卒業式前に実施 

 ・「ふじの子コンサート」の開催準備 

    2010年4月3日を目指して準備中（本「通信」最終ページで詳しくご案内しています） 

 

○ 09年度予算(案)  

（収入の部） （支出の部） 

前年度繰越金    1,423,163  円 印刷費  250,000円 

会費収入          553,000円 (@7000×79名) 通信費  200,000円 

雑収入             1,000円 事業費    61,000円 (記念品代ほか) 

 合計         1,977,163円 雑費    5,000円 

（次期繰越金     1,461,163円） 合計          516,000円 

 

○ 08年度決算   

(収入の部) (支出の部) 

前年度繰越金 1,253,631   印刷費 172,357   

会費 553,000 47期卒業生 7,000×79 通信費 181,000   

学年費残額繰入 19,742 47期 端数残額を繰入 事業費 47,858 記念品・参考図書 

      雑費 1,995 事務用消耗品 

合計 1,826,373   (小計      403,210)   

     次年度繰越額 1,423,163   

   合計 1,826,373   



卒業・卒園の集い  京女ホームカミングデー 2009のご案内 

開催日時： 11月 1日(日)  9:30受付開始 10:30-11:00 式典 11:00-12:00 記念講演  

12:10-14:00パーティー（懇親会） 会費￥1,000          

‐懇親会会費は当日払いですが、事前に申込みが必要です‐  

お問い合わせは、同窓会事務局（藤陵会本部）075-561-5086 e-mail：touryou＠kyoto-wu.ac.jpまで。 

この日は「ふじの子同窓会」総会を上記パーティー終了後に開催します、ぜひ多数ご参加ください。 

むかしの校舎めぐりツアー を 実施しました 

 

 

 

 

3年生向けを 2009年2月27日、6年生向けを翌28日に実施しました。初代の小学校校舎で 

現在は大学の D校舎と呼ばれている建物を中心に見学し、むかしの小学校についての問題を出 

題する「附小検定」もおこないました。        【代表幹事 泉・吉田・吉岡が担当】 

 

ふじの子同窓会入会式 兼 卒業記念品贈呈式 

2009年 3月 14日に開催。「ふじの子同窓会」に新しく 79人が

入会しました(47期生)。 

 同窓会副会長から記念品(お念珠)を贈呈し、お祝いの言葉を贈

りました。新しく同窓生になった 79人の代表からは、「ふじの子

同窓会員として恥ずかしくないように、一生懸命に頑張ります。」

と、挨拶がありました。  【副会長羽溪と代表幹事 吉田が出席】 

(http://www.kyoto-wu.ac.jp/fusho/topics/post_272.html) 

 

ふじの子成人式 を 初めて開催しました 

2009年 8月 29日に開催。ホスト学

年の 20 期の方々による周到な準備

の下、ゲスト学年の 40期卒業生約20

名をはじめ、約 50 名が出席して盛り

上りました。 

会場では、小学生時代の「寄せ書き」

や作文の披露もあり、遠方からの参加者とともに旧交をあたためました。   

  【副会長羽溪、代表幹事4名が出席】 

   

久保先生・田和さん ご退職 

2009年3月31日付けで、久保孝教諭と用務の田和加代子さんが定年を迎え

られました。ふじの子同窓会からお二人にたいし、感謝の花束を贈呈させてい

ただきました。 

http://www.kyoto-wu.ac.jp/fusho/topics/post_272.html


最新の幹事さん …昨年の総会以降にご選出いただいた方々です

田中 準一 39期 

村田理悦子 39期 

石羽  舞 40期 

河崎 文彦 40期 

 

卒業生の活躍情報 

○ 第21期卒業生 米澤 泉さん 

2008年 12月に 勁草書房より 

『コスメの時代 「私遊び」の現代文化論』 を上梓 

 

ふじの子同窓会は 3千人を超す会員を有し、卒業生は各界で幅広く活躍

しています。 

 そこで『ふじの子同窓会通信』に、そのような卒業生の活躍に関する

情報を掲載するコーナーを常設し、編集の段階で判明している同窓生に

よる社会的な活動内容についてお知らせしていくことにしました（掲載の

選択については、幹事会にご一任ください）。 

 マスコミなどに取り上げられた、演奏活動や作品展示を予定している、著書を上梓したなどの情報

がございましたら、自薦・他薦を問いません。葉書・ファックスなど書面で小学校事務室までお寄せく

ださい。（次回の〆切は 2010年7月末とさせていただきます）。 

 

予予  告告  とと  募募  集集 

一一昨昨年年のの「「卒卒業業生生にによよるる陶陶芸芸展展」」ににつつづづくく、、ふふじじのの子子同同窓窓会会企企画画  第第二二弾弾  

22001100 年年 44 月月 33 日日、、平平岡岡千千加加子子先先生生ののププロロデデュューーススにによよりり、、音音楽楽のの分分野野でで

活活躍躍中中のの卒卒業業生生をを中中心心ととししたた  「「ふふじじのの子子ココンンササーートト」」をを開開催催ししまますす。。  

 

○ 当日の入場は無料です が、この「通信」の末尾についている招待状をご持参ください。 

1枚で何名さまでも入場いただけます ので、お知り合いなどお誘い合わせの上、多数 

ご来場くださいますようご案内申しあげます。 

○ コンサートの終了後、同じ場所で、パーティー（予約制 3,000 円）を開催します。同封している 

総会の出欠連絡はがきの下部に出欠連絡欄があります のでご利用ください。 

また、3 月 31 日付で退職される平岡先生に当日の鑑賞者からの御礼をこめて花束を贈呈したく

思います。コンサートの当日、会場にて「花束協賛金」（一口 1,000 円、何口でも結構です）を募り

ますので、ご協力ください。 

 

～～～～当当日日ののアアンンササンンブブルル((合合奏奏おおよよびび合合唱唱))にに参参加加ししてていいたただだけけるる卒卒業業生生をを募募集集ししまますす～～～～  

((ととももにに、、ああららかかじじめめ決決定定ししてていいるる演演奏奏曲曲目目にに加加わわっってていいたただだくく形形ににななりりまますす。。応応募募数数者者にによよっってて

ははごご希希望望ににそそええなないいここととももあありりまますすののでで  ごご了了承承くくだだささいい。。))  

詳詳ししくくはは、、下下のの番番号号ままたたははアアドドレレススままででごご照照会会くくだだささいい。。  

            ごご連連絡絡専専用用電電話話    009900--66991177--88447733  （（代代表表幹幹事事  吉吉岡岡  真真紀紀））  

        ごご照照会会メメーールル      KKaa881133@@aaiill..ccoomm  （（2255期期幹幹事事  老老川川  佳佳世世子子））  

  

  

  



「「ふふじじのの子子ココンンササーートト」」ののごご案案内内  

  

下記の日程・出演者で開催いたしますので、皆様お誘い合わせのうえ 

多数ご来場くださいますよう ご案内申しあげます。 

 

下のキリトリ線から切り離して、当日会場入口でご提示ください。 

1枚で何名様でもご入場いただけます(コピーでも差しつかえございません)。 

記 

日 時： 2010年 4月 3日(土) 午後 1時 30分～5時 (午後 1時開場) 

場 所： 京都コンサートホール 大ホール 

出演者 <卒業年順、敬称略  懐かしい旧姓で記載しております。ご了承ください> 

1期：木村 照代、2期：松井 恵子、3期：荒木 久代、4期：林 津也子、5期：佐々木 敏乃、 

11期：今西 真紀、竹上 千晶、13期：山田 英津子、15期：児玉 志桜子、 

22期：今小路 聡子、23期：中山 由佳理、鈴木 晴美、25期：吉水 佳世子、26期：岡本 久仁美、 

30期：浅野 久江、長尾 典子、北村 雅之、31期：木下 めぐみ、磯貝 文彦、 

32期：姜 秋里、33期：市川 千紗子、冨井 俊宏、34期：原 摩利彦、 

35期：大釜 保子、磯貝 碧里、河合 由実、36期：木村 嘉男、中谷 愛里、金井 一記、 

37期：中島 恵海、39期：小笠原 純也、41期：高木 真子、 

43期：稲垣 綾華・豊島 亜彌・林 美佑、45期：田中志保、?（辻彩理） 

＊ 公募出演者による アンサンブル(合奏と合唱) もございます。 

 
 

キリトリ線 

「「ふふじじのの子子ココンンササーートト」」ごご招招待待状状  

本状をお持ちいただいた方の  卒業期   期(  年 3 月)  

お名前             (お差支えなければ、ぜひご記入下さい) 

本状 1枚で、何名さまでもご入場いただけます。お知り合いの方にはコピーをお渡しいただいても結構です。 

                                 発行:ふじの子同窓会 


