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2012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 6月 2日(土)に開催されます。主な議案は、こ

の『通信』にも掲載している 11年度の決算・監査報告及び 12年度の事業計画と予算の決定です。 

  (ご出欠連絡は、5月25日(金)までに同封ハガキで) 
  

2012年度の事業計画と予算です （ 6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 … 2012年9月 1日(土)に実施予定(対象は 43期卒業生、ホスト役は 23 

    期卒業生) 

・在校生向け「むかしの校舎めぐり」ツアーの開催 … 2013年 2月～3月ごろ、3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、2013年3月の卒業式前 

に実施 

 

○ 2012年度予算(案)  

（収入の部） （支出の部） 

前年度繰越金 1,912,862円  印刷費 240,000  円 『通信』、返信葉書 

会費収入 553,000円 @7000×   79名 通信費 250,000  円 送料等 

雑収入    0円  事業費 

会議費 

70,000  円 

90,000  円 

記念品代ほか 

打合せ関連経費 

 合計 2,465,862円  雑費 10,000  円 事務用品 

（次期繰越金        1,805,862円） 合計 660,000  円 

 

(参考) 

○ 2011年度決算   

（収入の部） （支出の部） 

前年度繰越金 1,695,423円   印刷費  143,850円   『通信』、返信葉書 

会費 581,000円 49期卒業生 @7,000×83 通信費    217,640 円 送料等 

寄付金・雑収入 41,028円 

前年度入金予定の寄付収

入繰越分 及び50期学年

費の端数残額を繰入 

事業費     43,099円 記念品・参考図書 

   -       -   雑費 0円    事務用消耗品 

合計 2,317,451円   予備費  0円   

 
次年度繰越額 1,912,862円 

合計   404,589円   

  

 



2011年度のおもな事業レポート 

「ふじの子成人式」を開催  

2011年 9月 4日に開催。台風接近のあいにくの天気で

したが、ホスト学年の 22期の方々による準備の下、ゲス

ト学年の 42期卒業生約30名をはじめ、約50名が出席し

て大いに盛り上りました。退職された金杉先生のほか、多

くの現職先生方もご出席、遠方からの参加者とともに旧

交を温めました。 【副会長、全代表幹事が出席】 

「むかしの校舎めぐり」ツアーを実施 

3年生を対象に、2012年 2月 25日に実施しました。55年

前に建てられ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見学し、昔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・吉岡と幹事 森が担当】 

ふじの子同窓会入会式 兼 卒業記念品贈呈式 

2012年 3月 15日に開催。「ふじの子同窓会」に新しく 83人が入会し

ました(50 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 卒業生の代表からは、「ふじ

の子同窓会員として恥ずかしくないよう、進学先でも一生懸命に頑張り

ます」と挨拶がありました。 【副会長 羽溪、代表幹事 泉・吉岡が出席】 

ふじのこ合唱団 結成、白馬に遠征しました  

ふじの子コンサートをきっかけに合唱団が誕生。2011 年８月に長野県白馬

村であった「夏の終わりコンサート」に参加し、合唱団としての初舞台を踏み

ました。前日から白馬入りした10名で中田喜直作曲の四季折々の歌を混声4

部で合唱。入賞商品の「白馬で採れた野菜」(昨年は東北被災地への支援物

資に変更)を目指して頑張りましたが…。 

2012年3月には大学に新設された文中ホールでの「心の学園コンサート」

にも参加、学園内で唯一の混声合唱団の歌声を響かせてきました。  

2010年に退職された音楽専科の平岡千加子先生を囲み、普段は月 1回の

ペースで小学校の音楽室に集まって、京都ゲヴァントハウス合唱団所属の北村雅之さん（30 期卒）をトレーナーに、

部員 15名程で活動しています。現在、経験・性別不問で、団員募集中です。  【部長 松尾光博（25期）】 

               ＜お問い合せ＞ 附小職員室075-531-7385 小林佳世 教諭（33期卒）まで 

ふじの子同窓会 in 東京 が開催されました  
2011年 10月29日、東京有楽町、外国人記者クラ

ブにて、 岡田信基、能勢豊三、大石進の創設期か

らの先生をはじめ、金杉恵子、平岡千加子、翁長ま

ゆみ他、退職された先生や職員のご参加をえて

開催しました。土井善夫会長(1 期卒)も京都から駆

け付け、総勢 33 名。会場は、22 期卒でソプラノ歌

手の今小路聡子さんにお世話いただきました。皇

居のお堀を見下ろせる絶景と、美味しい食事に参

加者一同、大感激でした。  

同期からの参加者がなくても、年齢の近そうな者同士がお互いに探り（?）を入れながら、共通の話題を見

つけ盛り上がり、その輪に別の輪が加わる様子は、とても楽しげな光景。コミュニケーション能力抜群の集ま

りでした。さらに、参加者お一人お一人のスピーチを、全員が最後まで静かにうなずき、笑い、涙して聞き入る

姿は、さすがふじの子と感じた次第です。            【リポート:副会長 羽溪】 



ふじの子会 in 東京 に参加して ～父、平尾清文のこと～ 第３期卒業生 平尾 雅子 

  先日10月29日、初めて東京でふじの子会の同窓会があり、

出席させていただきました。薫陶賜った岡田、能勢、大石諸先

生方を始め、金杉恵子、平岡、翁長、澤井、小橋諸先生がご臨

席下さり、とても懐かしく和やかな時間で、あっという間に時

間が過ぎてしまいました。私にとっては数十年ぶりのお仏参で

幕が開き、三帰依、らいはいの歌や念仏の歌、そしてまた最後

には校歌を歌い、それはそれは懐かしかったです。職業柄いつ

も音楽と接している私ですが、数年前に演奏した曲を忘れるこ

とがあっても、子供の頃に毎日歌っていたメロディーは、意外

と今でも覚えているものだなぁと思いました。 

 第３回卒業生の私のクラスは一人でしたが、第１期卒業の先

輩、土井会長を始め、今は各界で活躍なさっている同窓生の方々

ともお会いすることができ、昔の思い出が次々と蘇ってきまし

た。私は幼稚園から高校まで京女で育ちました。というのも両

親が二人ともお世話になっていたため、京女の世界が私の子供

時代の全世界であり、他の学校は範疇になかったというのが本

当のところです。ですから、いまだにこちら（横浜）でも京都

女子学園の文字を見ると、反射的に”ホーム”を感じてしまい

ます。 

 先生方や初めのころの同窓生の皆様のスピーチの中で、父に

対する心のこもった感謝のお言葉を聞かせていただき、父の嬉

しそうな笑顔が浮かぶとともに、目頭が熱くなる思いでした。 

 今は世代も代わり、次第に父を知らない卒業生の方々もいら

っしゃると思いますので、これを機に学校設立の経緯や平尾清

文の娘の目からみた当時のお話を、少しご紹介したいと思いま

す。 

 

 父は、広島の鉄工所を経営する裕福な家庭に生まれました。

原爆ドーム（元産業奨励館で、当時広島で最高層、最も近代的

なビルだった）の鉄骨も平尾鉄工所によるものです。祖父は安

芸門徒総代を務め、子供の父を連れて西本願寺にお参りに行っ

たこともあったそうです。そして22歳のとき原爆にあいました。

それも爆心地からほんの1.8キロのところです。現広島大学、

当時の広島高等師範学校の物理学を専攻する学生だった父は、

そのときトラックを運転していましたが、たまたま爆心地とな

る場所を数分前に過ぎたところで車が故障し、車から降りて下

にもぐって修理をしていました。そこで被爆したため、まさに

九死に一生を得たのです。運転し続けていたら 100％命はなかっ

たそうです。家族や親類の多くを失い、たくさんの無惨な犠牲

者を目の当たりにして、生き残った自分に何ができるか、真剣

に悩み抜いた父は、京都におもむき龍谷大学で真宗学を勉強す

ることを決意しました。そして大学を卒業後、京女の中高の物

理の教師として働き始めたのです。途中、オシロスコープの研

究を評価されて、島津製作所から入社の依頼もあったそうです

が、学校に残り、教育者として一生を捧げることを自分の天職

と判断したようです。 

  

 ちょうどそのころ、当時の増山学園長より、附属小学校設立

に向けて、その実施を全面的に請け負うようにという勧告を仰

せつかったのです。父32才の時です。今から思えば、なんと若

き青年への大抜擢だったのだろうと驚きを禁じ得ません。父の

30代は、学校作りにかんする数多くのユニークなアイデアが頭

からほとばしり出ていた時代でした。これらのことを考えるだ

けで楽しくてたまらない、仕事以外の家族のヴァカンスなどに

時間を費やすのももったいない、という心境だったと思います。

もっともそんなことをする経済的余裕もなかったと母は申して

いますが・・・。時代が時代ですから、仕事に邁進する父に対

して、家族が犠牲になっているという感覚など、我が家ではま

るで感じることがありませんでした。 

 男子用制服のデザインは、父の入りたかった海軍兵学校の制

服からヒントを得、学習院の小学校にも影響を受けたものです。

女子用のカーディガンには、真宗のシンボル「下がり藤」を編

み込みましたが、母が何回も編み物の先生のところに通ってデ

ザインしたものです。浄土に咲くハスの花びらの形をした努力

賞、朝礼前のカスタネットリズム打ち行進、朝のお仏参等々、

附小特有のならわしが次々と生まれていきました。 

 私は最高学年が３年生という時期に入学しましたが、何か行

事があるたび母も祖母も家族総動員、大騒ぎでした。お弁当産

業がまだ盛んではありませんでしたから、夜明け前から母と祖

母がたくさんのお弁当を用意して、私はそのおこぼれにあずか

ったものです。どなたに差し上げていたのかわかりませんが、

日頃も家族の人数以上のお弁当ができあがっていることがよく

ありました。 

 当時の附小は、新任の先生方がほとんど全員20代前半、新卒

のかたが多く、 校舎ばかりでなく教師もたいへん初々しい学校

でした。父はその先生方とともに力を合わせて新しい手作りの

学校を築いていきましたが、きっとワンマンで元気いっぱいの

ボスについていくのは、「しんどいなぁ、なんでこんなことま

でせんならんの」と思われることも多々あったこととお察し申

し上げます。今更ながら、亡き奈良先生、岡田先生、能勢先生、

大石先生を始め当時の先生方に、父に代わってお礼を申し上げ

たい気持ちです。先生方がいらっしゃったからこそ、父も頑張

れたのですから。先生方と一丸となって築き上げた附小時代が、

父の人生でいちばん輝いていた時期だと確信します。 

 

 父は姉４人、５人兄弟の末っ子長男として生まれました。そ

のせいか家庭では最後まで甘えん坊、気が短くわがままのし放

題で、いつも母を困らせていました。とくに体調が悪くなって

からは、機嫌が悪いことも多く、それに対する私の反応といえ

ば、理屈ばかりの非難。もっと優しい言葉で対応して上げるべ

きだったと反省するばかりです。新任の先生方に説いたという

「字を丁寧にきれいに書く」、「約束時間の５分前には到着す

る」等々、先生方にはちゃんと伝わっていたさまざまな教訓も、

娘である私には耳にたこ状態で、成就されたとは言い難いです。 



今となってはほんとうに忸怩たる想いです。晩年の父は陶芸に

凝っていましたが、いまだに我が家の食器の半分以上は父の作

品です。すでに時遅しですが、父に言われたことや良いところ

を想い起こしながらこれらを使っています。 

 今回の同窓会で、人間として立派に成長なさった皆様のご様

子を拝見して、 ここに父がいたらどんなに喜んでいるだろうと

思いました。そして人間の最初の教育機関である小学校教育、

初等教育の重要さを再認識させられました。 

                                                     

父の精神の根底には、原爆の辛い経験があったに違いありませ

ん。戦争のな い世界を作るため、未来の大人を今いかに教育す

るか、浄土真宗の心を伝えるか、すべてはここから始まったと

思います。 

京都女子大学附属小学校のますますの発展を念じます。 

 

 

 

                     

卒業生の活躍情報  

「たのしいまい日でした。それが、とつぜん、じめんがゆれました。」２０１１年３月１１日（金） 

１４時４６分。“東日本大震災”が発生しました。町のあらゆるものは、大津波に流され、がれ

きと化しました。がれきの中で、てんとう虫のミドとマリは、小さなスイカと出会います…。         

岡田純也前校長先生（1998年4月～2005年3月）と本学卒業生である羽溪 了さん 

（１１期）のお二人による絵本「子どもたちはどこに～がれきの中のスイカ～」（ＫＴＣ中央

出版）が３月１１日に発刊されました。 児童文学研究が専門の岡田先生ですが、童話作

家としても数々の絵本や童話作品を手がけられてきました。羽溪さんは昨年の第43回日

展で特選受賞された日展会友の日本画家で、岡田先生の童話作品「サギソウのような女

の子」（ＫＴＣ中央出版／2004年）の挿絵も手がけ、今回は絵本で再びのコンビ結成。京

都新聞(4.13付け)やラジオ等のメディアでも広く紹介されています。 

 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。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 2013年3月末とさせていただきます、また掲載の選択については、幹事会にご一任ください）。 

最新・同窓会開催情報 Vol.2 

9期卒業生同窓会 [2011/10/16 ]                 4期卒業生同窓会 [2012/ 3/24]   

                     於:ハイアットリージェンシー京都                               於:ホテルグランヴィア京都 

次号からも、前年度に同窓会を開催した卒業期の情報を写真入りでお伝えします。(2012年4月以降2013年3月までに同窓

会を開催された学年は、簡単なリポートと写真をお送りください。) 宛先：代表幹事 泉のPCアドレス kt31ok7ti@hotmail.co.jp 

 

-第 20期卒業生学年報「あおぞら」について- 

 代表幹事宛に写真のような学年報が送られてきました。同期卒

業生の希望者に不定期で配信され、1年間で５０号に到達したそう

です。  
各学年での「絆」強化の手段として活用いただけるのではない

かと、ご参考までに掲げます。 

〔20期卒の方々で配信を希望される場合は、世話人の駒井さんにご

一報ください。〕 

mailto:kt31ok7ti@hotmail.co.jp

