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創立 50周年記念の「合同同窓会」を開催しました

日時は 07年 6月 10日(日)、午後 5時 30分から。案内を差しあげたのは、成人(37期卒業生)以上の卒業生の

方、約 2500名でした。受付開始前、最終の参加申し込みは先生方を含め 331名でしたが、当日キャンセルと、最

後まで来なかった人を合わせて25名。当日の飛び入り参加者が8名あり、つごう314名の参加者で賑わいました。

ご出席の先生・事務職員の方々

吉永校長先生・岡田先生・能勢先生・

奥居(高野)先生・千賀(神谷)先生・大石先生・

勝山(光永)先生・藤中先生・金杉民先生・久保先生・

佐藤(金杉恵)先生・平岡先生・池上先生・

斎田(懸)先生・島田先生・東森(翁長)先生・

森(百瀬)先生・田路(長江)先生・

土井(古垣内)先生・田中先生・多川先生・細川先生・

小林先生・前田さん・清水さん・奥田さん

→ 写真は、当日の模様を伝える附属小学校ホームペ

ージ(http://www.kyoto-wu.ac.jp/fusho/)のニュース

(6.12付)です。

≪お詫び≫

合同同窓会のご案内に際して、事務局の不手際により、住所が判明しているにもかかわらずご案内をお届けできなかった卒業生の方が生じて

しまいました。心からお詫び申しあげます。

６月１０日創立５０周年を記念して合同同窓会が、京都東山のハイ

アットリージェンシーホテルで開かれました。

第１回卒業生から３７回まで合計３００名以上の出席者でにぎわい

ました。附小での楽しかった思い出話に花が咲きました。

６月 10 日は 50 年前に小学校の建物ができた記念すべき日です。

http://www/


「合同同窓会」の会計報告です

(支出の部) (収入の部)

ホテル支払い ￥2,609,424.- 会費 ￥3,372,000.- (@￥12,000.-の参加者×281名)

通信費 ￥227,340.- 会費 ￥ 260,000.- (@￥10,000.-の参加者×26名)

記念品代 ￥234,000.- 会費 ￥ 49,000.- (@￥ 7,000.-参加者×7名)

印刷費外雑費 ￥31,500.- 合計 ￥3,681,000.- (a)

合計 ￥3,102,264. – (b) 差引残額(a)-(b) ￥578,736.-

残金については、当日の団体保険料や便箋など事務消耗品代金を精算した残額である 569,445円を、お預

かりしています。

このたびそのなかから、この通信の送料ほかを支出させていただきました。

各期代表者のお知らせ

今回の同窓会をお世話させていただいたのは下記のメンバーです。A 班は会全体の企画･進行･まとめ係、

B 班は各卒業期の代表者でした。(なお、この印刷物については、A 班に名を連ねております者の連帯責任で編

集、発行させていただいております。)

(A班):河崎文信(6期)、鷺 珠江(8期)、泉 俊弘(9期)、吉田滋子(9期)、羽溪 了（11期）、

吉岡真紀(11期)

(B班):１期・阪下久男 ２期・川勝泰介 ３期・城谷 忠 ４期・奥田秀夫

５期・畑ひろみ ６期・河崎文信 ７期・阿部真奈美 ８期・鷺 珠江

９期・泉 俊弘 10 期・土谷 徹 11期・羽溪 了 12 期・平岡睦男

13期・浅見 武 14期・福井弘子 15期・城山英嗣 16期・古川敦子

17期・審 慶子 18期・増田倫明 19期・五領田寿義 20期・洞井美貴子

21期・宇野史誉 22期・今小路聡子 23期・井上晴美 24期・飯田 元

25期・志村光司 26期・村下千恵 27期・河上雄登 28 期・山本恵美

29期・渡邉昌通 30期・北村雅之 31期・木ノ下麻衣子 32期・高山千愛

33期・小林佳世 34期・弓場優雅 35期・弓場弥香 36期・金井一記

37期・中井源吾

今後、所定の手続きをへて小学校同窓会が再興されたあかつきには、これらの方々のうちには幹事・代表

幹事といったお役目(それぞれの役職については、別添の会則関係書類をご参照ください)をお引き受けいただく方

もおられますので、併せてお知らせいたします。

また、さまざまな催しが企画されるときには、卒業生の皆さまにはご案内等を差しあげることになります

ので、よろしくお願い申しあげます。



12月 5日 創立 50周年記念式典・祝賀会が開催されます

すでにご案内が届いておりますとおり、学園では、附属小学校創立 50周年を祝して次のとおり記念式典

および祝賀会の開催が予定されています。式典・祝賀会には、35期以前の卒業生から代表者(各期から 2名)

が招待を受け参加します。

ちなみに、12月 5日は「心の学園」記念日です。 錦華殿 大学

○日時:2007年 12月 5日(水) 午後 1時 30分～6時 新日吉神社

○場所: 小学校 大学

1)記念式典 学園講堂(中高校舎 最上階) 

午後 1時 30分～3時 (午後 1時から受付開始) 中高校舎

2)祝賀会 ハイアットリージェンシー京都(東山七条西行きバス停前)

午後 4時～6時 (午後 3時 30分から受付開始)

附属小学校創立 50周年記念 陶芸展のお知らせ

創立 50周年記念行事の一環として、同封のチラシのように附属小学校卒業生の陶芸作家の方々の作品展

示会を開催します。

○日時:2007年 12月 1日(土)～9日(日)

○場所:建学記念館 錦華殿 地階展示室

なお、同じ期間に、錦華殿 1階の展示スペースを利用して、かつて附属小学校で

使われた品々や学校内に展示・掲示されていたモノ、懐かしい写真などを集めて小

学校の歴史を回顧する「モノ語り 附小 50年のあゆみ展」を開催します。

みなさまお誘いあわせの上、ぜひご来駕くださいますようご案内申しあげます。

（駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。京都駅八条口からﾌﾟﾘﾝｾｽﾗｲﾝﾊﾞｽ、終点下車）

寄付についてのお願い

学園では附属小学校 50周年を記念して恒久的な施設・教材の充実をはかる目的で寄付金を募っています。

時節柄何かと大変な中ではありますが、私たち卒業生が共々に協力させていただけば、と存じます。

(学園からの案内では〈一口３万円〉と案内されていますが、分数口 [例えば 3分の 1口] でも結構です。

郵便振込み利用で「加入者名:学校法人 京都女子学園,口座番号:01050-4-400」までお振り込みいただければ幸甚で

す。あくまでお気持ちで結構ですので、どうぞ宜しくお願いいたします。)



小学校同窓会の立ち上げにむけて-お願い

今回の合同同窓会の成功をきっかけにして、附属小学校独自の同窓会組織を設立してはどうかという意見が各方面か

ら寄せられました。学園・小学校・準備委員会で検討を重ね、すでに組織がある「京都女子大学附属小学校後援会」

を活用して、恒常的な同窓会の母体とする方向で進めていくことになりました。そのためには会則の変更等の手続きが

必要になります。

つきましては、現行の会則第 10条にもとづいて総会を開催いたします。開催日時は、2007年 11月 26日午後 5時か

ら、場所は附属小学校会議室を予定しています。提出議案は次のとおり(詳細については別添の議案書をご覧ください)。

(会則の変更について)

・第 1号議案-会則変更に関する書類を添付しております。

(役員の人事について)

・第 2号議案-役員案を添付しております。

(事業計画等について)

・第 3号議案-チラシのとおり陶芸展等を実施します。

同封の出欠連絡はがきを、きたる１１月１７日までに（恐れ入りますが）切手を貼ってご投函下さい。

「京都女子大学附属小学校後援会後援会」会則変更等の手続きについて

第 1号議案については現行の会則第 14条の規定により、出席者の 3分の 2以上の賛成をもちまして議決となります。

(会則変更が認められた場合、その後の手続き)

・すみやかに役員の委嘱手続きを実施します。

・第一回代表幹事会を招集し、事業計画・予算などの原案を決定します。

・第一回幹事会を開催し、事業計画・予算などについて協議していただきます。

・１２月 5日を期して小学校同窓会を再興し、今後は 『ふじの子同窓会』 として活動してまいります。

(以上の日程を一覧表で示すと次のようになります)

11 月 3 日

全卒業生に「通信」第 0号を送付

「京都女子大学附属小学校後援会」会則変更案・役員人事案 提起

11 月 26 日

総会

日時:2007年 11月 26日(月) 午後 5時から

場所:附属小学校会議室 （予定）

←1号議案：出席者の３分の 2以上

の賛成を以って議決とする

2・3号議案：出席者の過半数

の賛成を以って議決とする

12 月上旬

以下は、総会で設立が認められた場合の日程

第一回代表幹事会を開催し、下記事項の原案を作成 ←代表幹事招集

1)2008 年度事業計画

2)2008 年度予算

12 月下旬 第一回幹事会開催、事業計画および予算について協議 ←幹事会招集

2 月初 頃 全卒業生に「通信」第 1号を送付 、「ふじの子同窓会」の再発足を告知


