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2011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 7 月 9 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 10年度の決算・監査報告及び11年度の事業計画と予算の決定です。 

 従来は京都女子学園のホームカミングデーに合わせて開催してきましたが、今年からは夏季に繰り上げて

の開催となります。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) 
  

2011年度の事業計画と予算です （7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 … 2011年 8月 27日に実施予定(対象は42期卒業生、ホスト役は22期 

                卒業生) 

・在校生向け「むかしの校舎めぐり」ツアーの開催 … 2012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、2012年 3月の卒業式前 

に実施 
 

○ 2011年度予算(案)  

（収入の部） （支出の部） 

前年度繰越金 1,695,423 円  印刷費 200,000  円 『通信』、返信葉書 

会費収入 574,000円 @7000×   82名 通信費 250,000  円 送料等 

寄付金 ・ 雑収入 41,000円 前年度入金予定を繰越 事業費 70,000  円 記念品代ほか 

 合計 2,310,423円  雑費 10,000  円 事務用品 

（次期繰越金        1,780,423円） 合計 530,000  円 

 

(参考) 

○ 2010年度決算   

（収入の部） （支出の部） 

前年度繰越金 1,600,220円   印刷費 165,820円   『通信』、返信葉書 

会費 546,000円 49期卒業生 @7,000×78 通信費     196,560円 送料等 

雑収入 6円 49期 端数残額を繰入 事業費     84,395円 記念品・参考図書 

   -       -   雑費 4,028円    事務用消耗品 

合計 2,146,226円   予備費  0円   

 
次年度繰越額 1,695,423円 

合計 2,146,226円   

  



最新の幹事さん (敬称略)  

15期 馬庭 協子 (前号で「児玉 志桜子」さんとしていたものの修正です。関係の方々にはご迷惑をおかけしました) 

22期 福井 弘美  25期 松尾 光博 

 

2010年度のおもな事業レポート 

卒業生による「陶芸展」  2011年 1月 11日～25日に錦華殿にて開催 

本展は、2010年度の京都女子学園創立100周年の記念事業の一環として、附属小学校の卒業生、つまり、「ふじの子

同窓会」会員である18名の陶芸作家の方々による作品約40点にて開催されたものです。 

 私たちの母校、京都女子大学附属小学校は京焼の産地=東山のエリアに位置しています。その関係で陶磁器製造業や

陶芸家のご令息ご令嬢が多く在籍されてきました。さらに、卒業後に陶芸界において活躍している方々も数多くおられ

ます。本展の 18名の卒業生は、第 2期生から第 34期生まで、年齢で言うと 20代から 50代後半までと幅広く、また

作風も実用品からオブジェまで多種多様で、普段なら同じ会場に並ぶことはないような作品群が一堂に会することとな

りました。 

多くの来場者から、「さまざまな作風でありながら、見事な調和がとれていて圧巻である」といったような声をいた

だきましたが、こうした評価はひとえに、同じ母校に集う同窓生としての調和、温かさによるものであったと、関係者

一同、実感した次第です。 

 京都女子大学附属小学校の創立50周年(2007年)の折に、卒業生による陶芸展を開催したのがこの種の企画の最初で

したが、その内容が高く評価されたことが今回の再度の記念展の開催へと繋がりました。作家の方々にとっては三年ぶ

りとなるご出展でしたが、三年の月日によってもたらされる変化の跡を見ることが出来たことも大変興味深く、第3回、

第4回と継続して欲しいという声も多くありました。こうしたことが継続出来ることの素晴らしさは、京都女子大学附

属小学校ならではのもので、「ふじの子同窓会」の誇りといえるのではないでしょうか。また近い将来、若い世代の新

たな作家も交えながらの陶芸展が実施される日を、心より待ち望みたいと思います。    【代表幹事 鷺 記】

  

 

出品者：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 

 
 

 

 

 

見学の附小児童向けのギャラリー・トークもおこなわれました。 

むかしの校舎めぐりツアー を実施  

3年生を対象に、2011年2月5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 吉田・吉岡、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  

2011年 3月 15日に開催。「ふじの子同窓会」に新しく 78人が入会しました(49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、代表幹事 吉岡が出席】  

 

ふじの子成人式 を開催  

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。退職された金杉先生や平岡先生はじめ  

多くの先生方もご出席、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。(前号記事の再録です) 

 

 

卒業生の活躍情報  

 3年生の音楽授業の一環で、チェロ奏者の中山由佳理さん(23期)が

2011年 1月25日に、小学校で演奏されました。曲目は、「白鳥」「シチリ

アーノ」「メヌエット」「さんぽ」。以下、附属小学校HPからの引用です。 

“子どもたちは低く響き渡るチェロ

の音色に聞き入っていました。真

剣な顔をしていた子どもたちも最

後に演奏していただいた「さんぽ」

では、伴奏が聞こえてくると、笑顔

がこぼれ、一緒に歌いとても嬉し

そうでした。 

 子どもからの質問にも答えていただき、「指を震わせているのはなぜですか。」との質問に、「震わせてビブラートをつけて

いるのですよ。」と教えていただくと、「ビブラート、知ってる！」という声があちらこちらから聞こえました。” 

 

 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2012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.1 

41・４８期卒業生同窓会 [2011/03/28 ] 

４１期卒業生と、４８期卒業生が元気な顔を見せてくれました。４１期といえば、去

年の夏にふじの子同窓会の成人式をむかえた学年です。 

４８期は一年前に小学校を巣立った子供たちです。１年ぶりの再会に、部活動の

話や思い出話に花が咲きました。 

  卒業生のみなさん、いつでも母校を訪れてくださいね。 

今回は小学校の HPより抜粋しました。次号からは、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。 

(2011年 4月以降 2012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 izumi@soci.ous.ac.jp (2012年3月 21日まで) 

mailto:izumi@soci.ous.ac.jp　(2012年3月21


翁長先生 ・ 日下先生 が退職されました  

2011年 3月 31日付けで、お二方が退職されました。 

ふじの子同窓会から感謝の花束を贈呈させていただきました。 
                  (老川代表幹事より花束を贈る↑) 

 翁長先生には、2007 年に開催した合同同窓会の場での「ふじの子同窓会」の再興以来、教頭先

生としてたいへんお世話になりました。 

いろいろと難しい注文にもこたえていただいたおかげで、陶芸展やコンサートなど多彩な催し

を実現することができました。 ありがとうございました。 

 

 一緒に声を出してリフレッシュしませんか？  ふじのこコーラス部 仮称（混声合唱） 部員募集 

  昨春の「ふじの子コンサート」での合唱参加者を中心に、附小OBによるコーラス部が発足しました。 

  トレーナーを京都ゲヴァントハウス合唱団の北村雅之さん（30期卒）、ピアノ伴奏を平岡千加子先生にお願いし、 

 月1回（土曜の午後か日曜の朝、不定期）附小音楽室で活動しています。この8月には長野県で行われる合唱祭に 

 参加する予定です。 ぜひ一度見学においでください。コーラス経験の有無は問いません。 

         -問い合わせ先：部長 松尾 光博（25期卒）080-3764-5137   coralblue9v@ezweb.ne.jp -   

 

 

 予告「ふじの子同窓会 イン 東京」(仮称)の開催について 
 

附小の同窓生の集まる機会は、これまでどうしても京都が中心でしたので、「参加したくても出来ない」、「東京

を中心とする関東圏在住の友人から、関東での同窓会開催はないか」などの声があることを耳にしてきました。  

いっぽう小学校の草創期から教鞭をとられた先生方では 平尾清文先生と奈良武先生が亡くなられましたが、

岡田信基、能勢豊三、大石進の三先生方はみなさんお元気で活躍中でいらっしゃいます。 

そこで懐かしい先生方がお元気で、東京へご足労いただけるうちに、”京都ではなかなか会うことの叶わなか

った同窓諸兄姉との再会を！”との思惑が大きなうねりとなって、今回の企画となりました。 

日程等は下記の通りです。 

          記 

日時：2011年10月29日（土）  午後 0時～午後 2時  (午前11時30分から受付開始)    

場所：外国人記者クラブ（東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル北館２０階） 

会費：8,000円 

 参加申し込み等 詳細については、11期の羽溪 了まで メールでご連絡・ご照会ください。 

  アドレスは  hatani@human.ryukoku.ac.jp です。  

また、7月の総会終了後に附属小学校HP内の「ふじの子同窓会」のページに告知を掲載する予定です。 

 

この『通信』の発送先件数は、東京・神奈川・千葉・茨城・埼玉・栃木の各県合わせて 100 件強ですが、宛先は

京都のご実家であっても、実際は関東に在住の方もかなりの数いらっしゃるように承ります。この機会にこれら

の方々への直接の音信の回復をも視野にいれて、幅広くお知り合いにお声掛けいただければと思います。 

何分はじめての取り組みで手探りでの企画となりますが、関東在住同窓生の皆様との新たな絆への契機にな

ることを願っています。 

同窓諸氏の声かけやネットワークが頼みの綱です。ご協力のほどを、重ねてお願いいたします。 

 

＊ なお、今回ご参加予定の先生方は、岡田・能勢・大石先生をはじめ、翁長（旧姓・東森）先生=2011春退職=、平岡千加子 

先生・金杉（旧姓・佐藤）恵子先生=2010春退職=、久保孝先生=2009春退職=、金杉民雄先生=2008年春退職= 等、 

すでにご退職された先生方と事務職の方々です。 現職の先生のご参加はありませんので、ご了承ください。 

mailto:coralblue9v@ezweb.ne.jp
mailto:hatani@human.ryukoku.ac.jp

