
 

 

京女大附小           2010年9月 11日発行 

ふふじじのの子子 同窓会通信 第4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4号、表紙題字 

2010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10月30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 09年度の決算・監査報告及び 10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) 
  

2010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)  

・「ふじの子コンサート」の開催 

  … 2010年4月3日に開催、出演者延べ 50名超、鑑賞者700名(詳細は別記) 

【この事業については、皆様から寄せられた「協賛金」をもって独立採算制のもとで運営したため、会場で頂戴しまし

た同窓会への寄付金についてのみ「寄付金・雑収入」の項目に計上しております。】 

 ・「ふじの子成人式」の開催 … 2010年8月 28日に実施しました(対象は 41期卒業生、ホスト役は 21 

                期卒業生) 

・卒業生による「陶芸展」の開催 … 2011年 1月 11日～25日に錦華殿にて開催予定(詳細は最終頁に) 

・在校生向け「むかしの校舎めぐり」ツゕーの開催 … 2011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、2011年3月の卒業式前 

に実施 
 

○ 10年度予算(案)  

（収入の部） （支出の部） 

前年度繰越金 1,600,220 円  印刷費 250,000  円 『通信』、返信葉書 

会費収入 553,000 円 @7000× 79名 通信費 200,000  円 送料等 

寄付金 ・ 雑収入 41,000円 ｺﾝｻｰﾄ会場での寄付 事業費 70,000  円 記念品代ほか 

 合計 2,194,220円  雑費 20,000  円 事務用品 

（次期繰越金         1,654,220 円） 合計 540,000   円 

 

 

○ 09年度決算   

（収入の部） （支出の部） 

前年度繰越金 1,423,163円   印刷費 155,295円   『通信』、返信葉書 

会費 553,000円 48期卒業生 @7,000×79 通信費   191,760円 送料等 

雑収入 33,041円 48期 端数残額を繰入 事業費     44,889円 記念品・参考図書 

   -       -   雑費 17,040円     事務用消耗品 

合計 2,009,204円   予備費        0円   

 
  次年度繰越額 1,600,220円 

合計 2,009,204円   



 

 

「「京京女女大大附附小小卒卒業業生生にによよるるふふじじのの子子ココンンササーートト pprroodduucceedd  bbyy  CChhiikkaakkoo  HHIIRRAAOOKKAA」」    

盛盛  大大  にに  開開  催催      22001100年年 44月月 33日日((土土))  京京都都ココンンササーートトホホーールル大大ホホーールル  

  

この催しは今回のプロデュースを担当され

た平岡千加子先生の発案にもとづき企画。 

代表幹事会のほか多くの同窓生の皆様の 

ご協力で、幾多の困難を克服しつつ無事開催

にこぎつけました。当日は、同窓生をはじめ

700 名を超す方々がご来場くださり、会場は

熱気に包まれました。 

～～ 協賛金の御礼 ～～ 

 昨年の『通信 第 3 号』に予告を掲載し、その後も

チラシやクチコミなどでコンサートへの協賛金をお

願いしてまいりましたところ、同窓生の皆様方より多

大のご厚志を頂戴いたしました。また、会場でご鑑賞

のあと「素晴らしかった」とのお褒めの言葉とともに

ご協賛をいただきましたこともありがたいことでし

た。おかげをもちまして、諸方面への支払いも無事に

済ませることができました。以下にご芳名を掲載させ  

ていただき、御礼にかえさせていただきます。【コンサートプロジェクト・チーム 代表幹事 泉・吉田・吉岡】 

 

郵便振替または当日の受付でご協賛いただいた方々のお名前 

敬称は略させていただきました、ご了承ください。 数字は卒業期、数字のない方は卒業期丌明または卒業生以外の方です。 

今石京子 1 関本照代 1 坂部恵美 2 別所節子 2 嵯峨山篤子 3 荒木久代 3 廣瀬順子 4 木村道子 4 畑ひろみ 5 河崎文信 6 

長谷川敏伸 6 鷺珠江 8 泉俊弘 9 吉田滋子 9 森直哉 10 井上幸三 11 北野仁史 11 橋本昌也 11 羽溪了 11 吉岡真紀 11 

平岡睦男 12 藤本明美 12 斎藤宣子 13 清水淳子 13 城山英嗣 15 萩山斉 15 井口香代子15 岡田ユリ 15 代谷直史 18 田仲祐美 19 

宇野史誉 21 栗本英理 21 西村直子 22 福島貴子 22 福井弘美 22 北本奈巳 23 老川佳世子25 桃井晋子 25 谷口順子 26 関西紀子 26 

高畠千枝 26 武田郷子 27 山田弓子 27 北本佳代 27 古川拓郎 30 長尾典子 30 武田容 31 奥村有加里32 高山千愛 32 依田香子 32 

小林佳代 33 古川剛 34 金田洋大 34 長谷川真子34 鷺良介 36 中島惠海 37 長谷川佳亮37 久野はるか 39 奥田健登 40 栄藤仁美 40 

髙木真子 41 沼田真奈 41 萩山諒 41 宮川智帆 42 田中里奈 42 奥田芽久 42 林美佑 43 高橋圭 43 豊島亜彌 43 野原仁美 43 

平住沙恵子43 山本奈  々 44 華園沙弥香44 元廣祥子 44 木村しおり 44 鈴木咲葵子44 久野ありさ 44 鷺佳保里 44 奥田祐万 44 加川陽一郎44 

吉岡実玖 44 田中志歩 45 佐々木良謙45 野原智子 45 川口かおり 45 福田奈那美46 小倉圭史 46 野村佳菜美46 清田博美 46 増子竜平 46 

西出蒼 46 澤田和輝 46 加川裕美子46 星野月乃 46 宮川真季 47 洲崎航平 47 金井塚友理47 太田さや香47 山口晃穂 47 佐々木聖歌47 

澤田倫子 47 元廣竜士 47 鈴木隆嗣 47 吉岡啓己 47 田中芳歩 48 磯野桜 48 羽溪あそか 48 北尾孝樹 48 川口敦徳 内藤甘奈 

石井美紀子 金田優希 金田洋生 三宅町子 西出渚沙 中川純子 久保玲子 冨井紘久 芦田和児 橋本純子 

高谷辰生 吉岡妙子 奥田幸子 内藤薫 髙野淑子 光永瑠美子 出嶌質子 粟井三千代 金杉民雄 磯野理香 

羽溪史恵 翁長まゆみ 日下知美 山崎菜央 田中豊恵 砂崎美由紀 高見雄一 佐々木博規 岡坂圭 田中陽子 

長江柳子 酒井愛子 古垣内千鶴子 細川寿樹 20期有志一同 Ｔ．Ｒ．茶  

むかしの校舎めぐりツゕー を 実施しました 

3年生を対象に、2010年 3月 6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、幹事 森が担当】 



 

 

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 (敬称 略)

10期 早藤 良江  15期 児玉 志桜子 

    ふじの子同窓会入会式 兼 卒業記念品贈呈式 

 2010年 3月 13日に開催。「ふじの子同窓会」に新しく 79人が 

入会しました(48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 羽溪ほか代表幹事全員が出席】 

 

今夏も ふじの子成人式 を開催しました 

  2010年 8月 28日に開催。ホスト学年の 21期の方々によ

る万全の準備の下、ゲスト学年の 4１期卒業生約３0 名をはじ

め、約７0名が出席して大いに盛り上りました。 

会場では、卒業時のひとことや「卒業の歌」の披露もあ 

り、東京、九州など遠方からの参加者とともに旧交をあた  

ためました。 

 

卒業生の活躍情報 

「城陽で登校の安全見守り４年」…第11期卒業生 北野 仁史さん   『京都新聞 2010年03月04日(木)』より 

交通事故で全身に障害を負った城陽市の男性が、近所の小中学生の登校を見守ろうと、通学路の交差点に立ち続けている。 

雨や吹雪でも休まず、今月で４年目に入った。「いつも気に掛けているよ」。子どものささやかな心の支えになれば、と 

願っている。男性は城陽市久世下大谷の北野仁史さん（49）。…一日も休まないから、小さな変化が目にとまる。うつ 

むき気味の子には「元気出せ」ではなく「気を付けて」と優しく送り出す。 こけると自力で起き上がれず、ＳＯＳ用 

の携帯電話を持つ。落とした杖を拾ってくれる子や帰り道に付き添ってくれる見守り仲間の存在が心強い。近所の人たち 

のねぎらいの言葉もうれしく、「周囲に生かされている」と感じている。 

 

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・フゔ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 2011年6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）。 

  

平岡先生・金杉恵子先生・徳岡さん (写真左から順) ご退職 

2010年3月31日付けで、この三名の方が定年を迎えられました。 

ふじの子同窓会からも感謝の花束を贈呈させていただきました。 

 

卒業・卒園の集い  京女ホームカミングデー 2010のご案内  

開催日時： 10月30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パーテゖー（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。 



 

 

ふじの子同窓会 オリジナルグッズ頒布のご案内 

○「ふじの子コンサート」のパンフレット (1部200円) を実費でおわけします。 

   当日の演奏プログラム・出演者プロフィール・楽曲解説などを収録したＡ4版8ページ、総天然色刷り 

の美麗冊子です。ご希望の方は住所・氏名を明記したメモを同封のうえ、小額(できれば50円)切手200円 

分を、封書で事務局まで送付してください。 (ＤＶＤとは同梱できません。ご了承ください。) 

 （内容見本） 

 

 

 

 

 

 

○「ふじの子コンサートDVD」(1枚2,000円)  当日の全演奏の模様を収録、練習風景等のフォトアルバム付き 

限定30枚。ご希望の方は「お断り」の内容をあらかじめご了解いただき、次の要領でお申し込みください。 

(現物)                

  ～お断り～ 

1. このＤＶＤは、パソコンでの再生専用です。ご家庭のＤＶＤプレーヤー等では  

ご覧いただけません。 

2. 製造年やソフトの関係で、一部のパソコンでは、ＤＶＤの読み取り・再生ができ

ないことがございます。 

 

  お申し込み方法 注文を受けてから製作に入ります。まず、同封のハガキでお申し込みください。 

(ご用意できる数に限りがあるため、原則としてお一人様2枚までに限定させていただきます。) 

  お渡し・お支払い方法 出来上がりましたら、事務局より代金（送料・税込み2,000円）の振込先を 

お知らせいたします。ご入金を確認次第、メール便にてお届けします。 

(パンフレットのお申し込みとは別便での発送となります、ご了承ください。) 

    予予    告告      

 
 附属小学校卒業生陶芸作家展 のご案内 

    期間:２０１１年１月１１日（火）～２５日（火） 

            １０～１６時 開催期間中は無休 入場無料 

     場所: 京都女子学園建学記念館 錦華殿 

 出品予定者: 安田 佳代（２） 清水 六兵衞（５）  河合 徳夫（７）  土谷 徹  （10） 

      浅見 武  （13） 小川 多佳子（15）  米澤 猛  （16）  高島 大樹（16） 

西村 直子（22） 川嵜 基生  （23）  北村 公亮（23）  北本 奈巳（23） 

小川 興  （25） 谷口 晋也  （28）  小川 裕嗣（29）  古川 拓郎（30） 

土渕 善亜貴（30）古川 剛   （34）     ※（ ）内の数字は卒業期です 

 


