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  ふふじじのの子子 同窓会通信 第２号 

編集・発行：ふじの子同窓会 代表幹事会 

カットは文集「ふじのこ」第2号、表紙題字 

2008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年度の事業計画案と予算案の決定です。 

 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。 

 
 

2008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) 

 ・在校生向け「むかしの校舎めぐり」ツアーの開催 

    秋～冬ごろ、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、09年3月の卒業式前に実施 

                        

○予算(案) 

 （収入の部）       （支出の部） 

 会費収入 553,000円 (@7000×79) 印刷費  350,000円 

 特別収入     1,253,631円  通信費   300,000円 

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

     事業積立金繰入   1,091,631円 

  合計          1,807,631円         雑費     5,000円 

  （次期繰越金    1,091,631円）   合計     1,807,631円 

 

卒業・卒園の集い  京女ホームカミングデー ２００８ のご案内 

今年も、次の日程でホームカミングデーが開催されます。 詳細は、藤陵会の HPでの告知

http://www.kyoto-wu.ac.jp/.fushimi/touryou/soukai2008.htmをご参照ください。 

開催日時： 11月 1日(土)  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‐ 

http://www.kyoto-wu.ac.jp/.fushimi/touryou/soukai2008.htm


最新の幹事一覧 …幹事さんの補充をお願いしておりましたところ、多数のご選出をいただきました。 

  昨年の総会以降にご選出いただいた方々を含む、「最新の幹事名簿」です。

阪下 久男 １期 

川勝 泰介 ２期 

城谷 忠 ３期 

奥田 秀夫 ４期 

北村 美砂 ４期 

畑 ひろみ ５期 

河崎 文信 ６期 

阿部 真奈美  ７期 

鷺 珠江 ８期 

泉 俊弘 ９期 

吉田 滋子 ９期 

森 直哉  10期 

土谷 徹 10期 

吉岡 真紀 11期 

橋本 昌也 11期 

平岡 睦男 12期 

浅見 武 13期 

山田 英津子 13期 

福井 弘子 14期 

城山 英嗣 15期 

古川 敦子 16期 

審 慶子 17期 

森本 知行 17期 

増田 倫明 18期 

五領田 寿義  19期 

洞井 美貴子 20期 

宇野 史誉 21期 

 西村 直子 22期 

今小路 聡子 22期 

今井 久美子 23期 

北本 奈巳 23期 

飯田 元 24期 

老川 佳世子 25期 

南郷 良太 26期 

村下 千恵 26期 

河上 雄登 27期 

山本 恵美 28期 

渡邉 昌通  29期 

北村 雅之 30期 

田中 美帆 30期 

木ノ下 麻衣子 31期 

高山 千愛 32期 

小林 佳世  33期 

弓場 優雅 34期 

古川   剛 34期 

弓場 弥香 35期 

金井 一記 36期 

中井 源吾 37期 

 

※なお、第 38 期～45 期のお世話役（満年齢 20 歳に達したのち幹事会にお加わりいただく方々）のうち、

すでに確定しているのは次の方々です。-空欄の期は未確定 

 ３８期:        43期: 大橋一輝 進藤ももこ 

  39期: 田中準一 村田理悦子         44期: 鷺佳保里 吉岡実玖  

  40期: 河崎文彦  石羽 舞  45期: 北尾遼平 田中志保  

  41期:     46期: 塚本哲也 吉岡佳泰  

  42期: 西出彩文 渡邉麟太郎                

  

小学校施設設備改修工事の起工式・祝賀会が開催されました 

 長期改修計画にもとづく普通教室の増設、図工室・図書室の

移動・改装などの工事が開始されるにあたり、2008年 7月 5日

に法人・学園のほか設計・施工関係者を迎えて、小学校講堂で起

工式が開催されました。                 写真上:小学校HPより 

  

 竣工後の新学期には、5・6 年生の 3 クラス制に対応した普通

教室の増設や特別教室と校舎内装の一新などが実現します。 



また、式後におこなわれた祝賀会では、「ふじの子同窓会」から 

代表幹事が祝辞を述べました。 

  

   

タタイイムムカカププセセルル  オオーーププンン  セセレレモモニニーー  

           上記の起工式のあと、第30期と 32期卒業生が校地内（西出入口の 

          西方）に埋めた「タイムカプセル」を掘り起こし、中身を取り出す催しが 

          ありました。 

           これは、今回の改修工事によってそれまでの土の地面がコンクリー 

          トで固められてしまうため、約束の 20年を待たずにカプセルを回収 

          する必要が生じたことによるものです。 

 

 セレモニーにはカプセルを埋めた当時6年生担任であった 

能勢先生も参加され、約2時間かかってカプセルを開けました。 

心配されていた中身も、良好な状態で保存されていました。 

なおセレモニーの内容は、翌日の毎日・読売・京都新聞で報道 

されました。         

         

 

卒業生の活躍情報 

  

 

○清水六兵衛さん (第5期)   

  「ギャラリー六兵衛」オープン （『京都新聞』8月6日付） 

     場所:東山区五条通東大路西入る 

      六兵衛窯・窯元「キヨロク」敷地内 

  開廊時間:AM9:00-PM5:00 （土日祝休み） 

 

 

 

 

 

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 09年7月末とさせていただきます）。 

 



附小ホームページのリニューアルと「ふじの子同窓会」ページの開設 

 

2008年 6月 17日に附属小学校の

ホームページが全面リニューアル

されました。 

(附小ホームページのトップページ →） 

 

 これにあわせて、「ふじの子同

窓会」のページも新設され、この

『通信』のバックナンバーがいつで

もご覧いただけるようになりまし

た。 

 

URLは http://www.kyoto-wu.ac.jp/fusho/です。        (↓ 「ふじの子同窓会」のページメニュー） 

        

予予予   告告告   

2010年3月頃に、 現在音楽の分野で活躍中の卒業生を中心としたコンサートを企画すべく、 

各方面との調整作業をはじめています。 

          本企画の内容については、詳細が決まり次第、お知らせいたします。 

   

   

京京京都都都女女女子子子大大大学学学附附附属属属小小小学学学校校校後後後援援援会会会                              ※「会員証」を作成しました。   

    （（（ふふふじじじののの子子子同同同窓窓窓会会会）））   会会会員員員証証証               下線部に氏名、その下に卒業年（西暦） 

           を書き入れていただき、切り取って 

              ケース等にいれて保管してください。 

         年 3月（第 期）卒業           （参考）    

           ふじの子同窓会 連絡先 075-531-7386      1期：63年卒  10期：72年卒 20期：82年卒 

                            （附属小学校事務室 気付）             2008年3月卒が46期 です 


