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春風の歌（下田歌子先生作）と笹りんどうの風呂敷（復刻版）
　　　手枕は花のふぶきに埋もれて
　　　　　　　　　　　　　うたたねさむし春の夜の月
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実践桜会行事日程
	
平成22年—————————————————	　
５/８	（土）	通常総会、支部長懇談会
　　　	 （グランドプリンスホテル高輪）

６/19	（土）	キャリアネット総会、講演会
７/10	（土）	飯塚幸子先生叙勲記念講演会、祝賀会
８/９	（月）	～ 8/17（火）桜会会館夏季休館
９/11	（土）	地区懇談会（高崎）
10/ １	（金）	「なよたけ情報版」NO.16 発行
10/ ２	（土）	秋季委員会、110 周年記念講演会
	　　　　	 （実践女子学園中高校舎第 3館 5階）
10/ ８	（金）	学祖祭
10/16	（土）	在学生向け就職相談会（日野校舎）
10/30	（土）	～ 10/31（日）バザー開催（中高ときわ祭）
10/31	（日）	ホームカミングデー（渋谷校舎）
11/13	（土）	～ 11/14（日）大学 ･短大常磐祭
11/13	（土）	ホームカミングデー（日野校舎）
11/20	（土）	キャリアネット第 1回セミナー
12/ ４	（土）	臨時総会（実践女子学園中高校舎第 3館 5階）
12/24（金）	～ 1/8（土）桜会会館冬季休館
平成23年—————————————————	
１/10	（月・祝）初春歌舞伎観劇会（国立劇場）
２/19	（土）	キャリアネット第 2回セミナー
４/１	（金）	「那与竹」第 74 号発行
５/21	（土）	通常総会・懇親会・支部長懇談会
　　　	 （セルリアンタワー東急ホテル）

新桜会会館イメージ図

現在の桜会会館

実践桜会（実践女子学園同窓会）

生まれかわる桜会会館
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日時	 12 月 4日（土）午後 1時～ 3時
会場	 実践女子学園中高校舎
	 第３館 5階会議室

議題	 ①平成 22 年度補正予算案
　　	 ②平成 23 年度事業計画 ･予算案
	 ③その他

平成22年度　臨時総会のお知らせ

〔議題〕
１．平成21年度事業報告
２．平成21年度収支決算及び財産目録承認の件
３．監査報告
４．役員改選の件
５．平成22年度事業計画及び予算の件
６．新公益法人制度に関する件
７．新会館建設に関する件
８．その他

※臨時総会は渋谷で開催します。欠席の方は必ず同封の委任状をご返送ください。多くの皆様のご出席をお待ちしています。

平成 22年度実践桜会通常総会報告

1.下田歌子先生を顕彰する
　6 月に学園関係者総勢 16 名で恵那
市岩村の「下田歌子の墓参」が行わ
れました。学園創立者を顕彰する催

しは、実践桜会も積極的に行いたい
と思っています。昨年 12 月に、飯塚
幸子前学長に「下田歌子先生を顕彰
する－実践女学校創設の背景と女子
教育への貢献－」と題してお話して
いただきました。
2. 飯塚幸子先生の叙勲を祝う会
　7 月 10 日に講演会、祝賀会を開催
しました。上記講演会の続きとして、

「実践女学校設立の決意」と題してお
話いただきました。大勢の同窓生が
集まり、先生のこれまでの業績を称
えました。

3. 建設委員会
　4 月から毎週金曜日の午後に、建
設委員会が開催されています。まだ、
基本設計の段階ですが、2 階建ての
こぢんまりしたものとなり、事務室、
会議室 2 部屋、小・中集会室ができ
る予定です。
4. 一般社団法人移行申請について
　先の通常総会において、一般社団
法人法による定款の改正案が承認さ
れました。そこで、これまでの当会
で行ってきた事業内容をその目的・
趣旨などを再検討して、「公益目的支
出計画」を立て、必要な書類を揃え
内閣府に申請いたしました。

理事長	 	 鍜島　康子（昭 35 大被）
総務部	 常任理事	 飯尾　美甫（昭 35 大国）
	 理事	 大屋　恕子（昭 37 大食）
	 理事	 田島みち代（昭 41 大被）
	 理事	 吉田　和代（昭 45 短被）
	 理事	 霜田　早苗（昭 58 高校）
	 理事	 吉留伊智子（平 15 短福）
事業部	 常任理事	 吉岡　艶子（昭 49 短被）

	 理事	 長嶺　弘子（昭 37 高校）
	 理事	 島尾　光代（昭 42 大食）
	 理事	 久保　貴子（平 ５ 院国）
財務部　常任理事	 大川　徳子（昭 37 高校）
	 理事	 荒井　櫻子（昭 46 大被）
文化部	 常任理事	 田中　逸子（昭 37 大食）
	 理事	 鈴木　克子（昭 29 大食）
	 理事	 福士　朝子（昭 51 大英）

	 理事	 北村恵美子（昭 56 院英）
広報部	 常任理事	 横田紀代子（昭 44 短英）
	 理事	 樺島　明子（昭 41 高校）
	 理事	 田光　雪枝（昭 47 大英）
	 理事	 味岡　令子（昭 48 大国）
	 理事	 神谷　早苗（昭 54 院国）
監事	 	 岩瀬　洋子（昭 32 大英）
監事	 	 古藤　黎子（昭 37 高校）

新役員の紹介（平成22・23年度）

　平成 22 年度通常総会が 5 月 8 日（土）グランド

プリンスホテル高輪プリンスルームにて開催されま

した。正会員 7,459 名、出席者数 164 名、委任状数

3,606 通、定足数 3,770 名で定款第 30 条により総

会は成立。右記の議題が審議承認されました。議題

６に関しては、一般社団法人移行のための定款変更

案が承認されました。

実践桜会の活動
社団法人教育文化振興実践桜会 理事長　鍜島　康子

岩村墓参　2010.6.13

桜会総会の役員のみなさん 太田紀美子とバードランドの方々によるハワイアンとフラダンス（親睦
パーティー）
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講演会に参加された方々が桜ホールに集い、心あたたまる叙勲祝賀会が
開催されました。（看板左下の額の前の赤いリボンをつけておられるのが
飯塚先生）

　 飯 塚 幸 子 先
生 は 永 年 に わ
た る 学 校 教 育
界 に お け る ご
功績により「瑞
宝 中 綬 章 」 を
受章されました。この受章を記念して「第２回下田
歌子先生を顕彰するとして、実践女学校設立の決意」
を講演して頂きました。
　２０１０年７月１０日、日野の香雪記念館に卒業
生・後援会・学内教職員・学生の方々 400 名が集い、
先生から大変貴重なお話を伺い、下田先生の功績・
軌跡に改めて感動いたしました。なかでも実践女学
校設立の決意のほどは〈匂えやしまのそとまでも〉
と校歌にあるように、下田先生の遺言である〈家庭
内だけに止まらず、世界に目を向け、女性の清らか
な徳性をもって社会の弊を正せ〉が根底に強く流れ
ていることを痛感させられました。
　また、かの有名な足利学校を永正～大正までに訪
れ学ばれた主な人々の中に１９２１年下田歌子先生
が記載されてありました。ここを訪れて勉強された
方には、渡辺崋山・佐藤一斎・吉田松陰・東郷平八
郎・大隈重信・渋沢栄一・井上馨・乃木希典・宇野
哲人・嘉納治五郎など政治家、文学者、芸術家を問
わず、そうそうたるメンバーがおりました（須永弘
編『足利学校年譜』より）。ほとんどが男性で､ 女
性は下田先生のみでした。男性と同じように勉学に
励んで、ご自分を磨かれ学校教育に貢献されたこと
に、いまさらながら頭が下がる思いでした。

　本年、３月末に任期満了で退任された松田
由紀子先生の後任として校長職に就任いたし
ました。私は、大学卒業と同時に本学園の教
壇に立つご縁に恵まれ、今日に至っておりま
す。その間多くの先輩方のお導き、保護者の
皆様や生徒との関わりを通じ、教師として、
また一人の人間として多少なりとも成長させ
ていただけたと思っております。長い人生の
中でも中学校・高等学校の６年間は、心も体
も大きく変化し成長する時期です。その大切
な時期に関わることができる喜びと、教育の
一端を担う責任と誇りを持ち、教職員一丸と
なって教育に取り組んでまいります。
　現代では女性に求められる役割も大きく変
わり、社会参加の形も多岐にわたってきてい
ます。中学校・高等学校での学びは生徒たち
の２０年後、３０年後の生き方の源流になる
ものと考えております。女性の社会的自立を
強く願った校祖下田歌子先生の教育理念を継
承し、現代化した教育体制（キャリア教育・
感性表現教育・国際交流教育）の下、本校で
はきめ細かな教育を実践しております。お近
くにお越しの際にはお気軽にお立ち寄りいた
だき、後輩たちの教育にお力添えをいただけ
ましたら幸いです。
　先日、ご主人の仕事の関係でニューヨーク
に転居した卒業生から次のような知らせが届
きました。「実践桜会ＮＹ支部の同窓会に参
加してきました。母校の情報について皆さん
お詳しく、改めてＪＪ愛校家だと確信いたし
ました。実践っ子で本当に良かったと感じた
実り多い一日でした。」実践の桜の花が国内
外を問わず咲きほこっているようです。実践
桜会の益々の発展をお祈りしております。

飯塚幸子先生の叙勲を祝う会

第２回下田歌子先生を顕彰する
『実践女学校設立の決意』を講演

新任のご挨拶

女性の社会的自立の理念を継承し、
きめ細かな教育を

実践女子学園中学校・高等学校

校長 嶋野恵子

飯塚幸子先生と受章さ
れた「瑞宝中綬章」
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【理事長】

１）新公益法人移行に伴う定款変更案作成

【総務部】

１）通常総会、臨時総会、理事会11回、常任   
 理事会11回、委員会2回
２） 大学・短期大学後援会・実践桜会主催
　　公開市民講座同地区支部との懇談会開催
　　（9月12日）於：静岡市
３）学祖祭：護国寺墓前及び渋谷校舎香雪記念 
   室内祭壇参拝

本部会館1階に祭壇設置参拝（10月8・9日）
４）入学、卒業祝記念品贈呈（大学院・大学・   
 短大・高校・中学）
５）学園創立110周年記念事業：講演会開催
　　（12月5日）
６）大学・短大「常磐祭」に参加（11月7・8日）
７）各支部・各科系列主催の講演会、発表会等 
 随時参加
８）事務局運営

【総務部―会員部】

１）コンピューターによる会員サービス事業
　　（名簿管理等）

【総務部―会館管理部】

　１）桜会会館、日野分室の点検整備・営繕　
　　・桜会会館　1.3.4.階消火器交換（4月10日）
　　・桜会会館　3.4階畳張替え（5月22日）
　　・桜会会館　玄関ロールカーテン（5月26日）
　　・桜会会館　2階ガスレンジ購入（5月28日）
　　・桜会会館　2階ホール照明交換（8月10日）

【事業部】

１）学園助成金贈呈（5月16日）
　２）実践桜会奨学基金給付
　　　 大学院・大学・短大・高校：各１名、計4名

給付
　３） 実践桜会国際交流基金給付：6名（奨学生交

流会実施　10月、3月）
　４） 社会活動助成金支給：学園関係1団体、11

支部、5科会、他2団体

５） 大学・短大｢常磐祭｣へ協賛金支給・桜会賞贈呈
６）入学・卒業祝記念品発注
 入学時：『 下田歌子先生小伝』、実践桜会しおり
　　卒業時：「 6ポケットホルダー｣、実践桜会しおり
７）結婚相談（第２・第４土曜日）
８）書道教室（毎月２回）・ハーダンガー刺繍 
 教室（毎月１回）
９）貸室業務
10）図書の貸出及び整備・購入

【文化部】

１） 渡辺美佐子ひとり芝居『化粧二幕』観劇会
　　5月21・22日
２） 親睦バス旅行（鎌倉古寺巡りとアートの旅）

9月18日
３）バザー開催
　　10月24・25日
４）歌舞伎観劇会開催
　　 （国立劇場）
　　平成22年1月11日
５） 母校記念品販売

【広報部】

１）｢那与竹｣第72号発行　４月１日
２）｢なよたけ情報版｣№15発行　10月１日
３）桜会公式ホームページ管理・運営

【キャリアネット】

１）運営委員会　毎月１回　開催
２）総会と講演会（6月20日）　
　　 「特別企画　母校・実践の現状を中高・大学

の先生から伺おう！」
　　講師：実践女子大学人間社会学部　高木教授、
　　　　　 実践女子学園中学校高等学校　多葉田副

校長
３）セミナー開催
　　10月 「視覚障害者に対するIT関連技能と就労

支援」講師：井上英子氏
　　12月 「忙しい方にも簡単に作れるFlower 

Christmas Cake」講師：生形幸子氏
　　 ２月「変化する労働市場～雇用環境と仕事」
　　　　講師：楢迫敦子氏
４）在校生就職相談会開催（6月27日）
５）｢卒業生のための就職・転職相談会｣
　　開催（毎月第2・4土曜日）

平成21年度会館利用状況
月 件数 人数 月 件数 人数
４ 36 313 10 31 289
５ 40 292 11 33 296
６ 51 525 12 24 172
７ 36 326 1 30 288
８ 9 49 2 32 287
９ 32 260 3 36 268

合計　390 件　3,365 名

奨学生発表会（3月）

交流会茶道体験（3月）

バザー（10月）

平成 21年度事業報告
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収支計算書総括表　
平成21年４月 1日から平成 22年３月 31 日まで

Ⅰ資産の部     
 １ 流動資産     
     現金・預金等 3,951,816 3,235,368 3,190,881  10,378,065
  　 　　未収入金 31,500 0 0  31,500
     　 流動資産合計 3,983,316 3,235,368 3,190,881 0 10,409,565
 ２ 固定資産     
     (１) 基本財産     
   　　     減価償却資産 9,411,393 0 0  9,411,393
   　　    預金その他 27,966,601 13,150,000 60,000,000  101,116,601
     　 基本財産合計 37,377,994 13,150,000 60,000,000 0 110,527,994
     (２) 特定資産     
   　　    会館建設特定預金 100,000,000 0 0  100,000,000
   　　    会館修理特定預金 8,945,334 0 0  8,945,334
   　　    退職給付引当預金 1,096,220 0 0  1,096,220
     　 特定資産合計 110,041,554 0 0 0 110,041,554
     (３) その他の固定資産     
   　　    定期預金等 52,130,000 0 0  52,130,000
   　　    減価償却資産 2,535,543 0 0  2,535,543
     　 その他固定資産合計 54,665,543 0 0 0 54,665,543
     　 固定資産合計 202,085,091 13,150,000 60,000,000 0 275,235,091
     　 資産合計 206,068,407 16,385,368 63,190,881 0 285,644,656
Ⅱ負債の部     
 １ 流動負債     
  　 　　前受金　 3,648,000 0 0  3,648,000
  　 　　預り金 8,444 0 0  8,444
     　 流動負債合計 3,656,444 0 0 0 3,656,444
 ２ 固定負債     
  　 　　入会予納金 52,130,000 0 0  52,130,000
  　 　　退職給付引当金 1,314,568 0 0  1,314,568
     　 固定負債合計 53,444,568 0 0 0 53,444,568
     　 負債合計 57,101,012 0 0 0 57,101,012
Ⅲ正味財産の部     
 １ 指定正味財産 37,377,994 13,150,000 60,000,000  110,527,994
 ２ 一般正味財産 111,589,401 3,235,368 3,190,881  118,015,650
     　 正味財産合計 148,967,395 16,385,368 63,190,881 0 228,543,644
     　 負債及び正味財産合計 206,068,407 16,385,368 63,190,881 0 285,644,656

　 科         目 一般会計 奨学基金 国際交流基金 内部取引消去 合　計

（単位：円）　

 科         目 一般会計 奨学基金 国際交流基金 内部取引消去 合　計

（単位：円）　

（単位：円）　

貸借対照表総括表     
平成 22 年３月 31 日現在     

Ⅰ一般正味財産増減の部     
 １ 経常増減の部     
　   (１) 経常収益     
  　  ①基本財産運用益 50,537 22,601 92,746  165,884
  　  ②受取入会金 13,450,000 0 0  13,450,000
      ③受取会費 15,458,000 0 0  15,458,000
      ④事業収益 4,347,851 1,000,000 2,000,000 △3,000,000 4,347,851
　    ⑤受取寄付金 1,179,177 0 0  1,179,177
      ⑥雑収益 846,021 0 0  846,021
      ⑦指定正味財産からの振替額 884,221 0 0  884,221
 　　  経常収益計 36,215,807 1,022,601 2,092,746 △3,000,000 36,331,154
　   (２) 経常費用     
  　  ①事業費 21,555,869 1,200,000 2,088,136 △3,000,000 21,844,005
   　　 ・教育文化事業費 10,675,725 1,200,000 2,088,136 △3,000,000 10,963,861
   　　 ・会員関係事業費 10,880,144 0 0  10,880,144
  　  ②管理費 17,623,739 0 0  17,623,739
 　　  経常費用計 39,179,608 1,200,000 2,088,136 △3,000,000 39,467,744
　　  当期経常増減額 △2,963,801 △177,399 4,610 0 △3,136,590
 ２ 経常外増減の部     
　   (１) 経常外収益 0 0 0 0 0
 　　 経常外収益計 0 0 0 0 0
　   (２) 経常外費用 0 0 0 0 0
 　 経常外費用計 0 0 0 0 0
　　 当期経常外増減額 0 0 0 0 0
　　 当期一般正味財産増減額 △2,963,801 △177,399 4,610 0 △3,136,590
　 一般正味財産期首残高 114,553,202 3,412,767 3,186,271 0 121,152,240
　 一般正味財産期末残高 111,589,401 3,235,368 3,190,881 0 118,015,650
Ⅱ指定正味財産増減の部     
  　  ①一般正味財産への振替額 884,221 0 0 0 884,221
　　  当期指定正味財産増減額 △884,221 0 0 0 △884,221
　　  指定正味財産期首残高 38,262,215 13,150,000 60,000,000 0 111,412,215
　　  指定正味財産期末残高 37,377,994 13,150,000 60,000,000 0 110,527,994
Ⅲ正味財産期末残高 148,967,395 16,385,368 63,190,881 0 228,543,644

正味財産増減計算書総括表　
平成21年４月 1日から平成 22年３月３１日まで

平成 22 年度収支予算書総括表　
平成22年４月 1日から平成 23年３月 31 日まで

Ⅰ事業活動収支の部     
 １ 事業活動収入     
  　 (1) 基本財産運用収入 50,537 22,601 92,746  165,884
  　 (2) 入会金収入 13,450,000 0 0  13,450,000
  　 (3) 会費収入 15,458,000 0 0  15,458,000
  　 (4) 事業収入 4,347,851 1,000,000 2,000,000 △3,000,000 4,347,851
  　 (5) 寄付金収入 1,179,177 0 0  1,179,177
  　 (6) その他収入 846,021 0 0  846,021
 　事業活動収入計 35,331,586 1,022,601 2,092,746 △3,000,000 35,446,933
 ２ 事業活動支出     0
  　事業費支出 21,555,869 1,200,000 2,088,136 △3,000,000 21,844,005
  　 (1) 教育文化事業費支出 10,675,725 1,200,000 2,088,136 △3,000,000 10,963,861
   　(2) 会員関係事業費支出 10,880,144 0 0  10,880,144
  　管理費                   16,563,827 0 0  16,563,827
 　事業活動支出計 38,119,696 1,200,000 2,088,136 △3,000,000 38,407,832
　　　事業活動収支差額 △2,788,110 △177,399 4,610 0 △2,960,899
Ⅱ投資活動収支の部     0
  １ 投資活動収入              0 0 0  0
  ２ 投資活動支出              0 0 0  0
　　　投資活動収支差額 0 0 0 0 0
Ⅲ財務活動収支の部     0
  １ 財務活動収入 0 0 0  0
  ２ 財務活動支出 0 0 0  0
　　　財務活動収支差額 0 0 0 0 0
Ⅳ予備費支出 0    0
    　当期収支差額            △2,788,110 △177,399 4,610 0 △2,960,899
    　前期繰越収支差額        3,114,982 3,412,767 3,186,271  9,714,020
    　次期繰越収支差額           326,872 3,235,368 3,190,881 0 6,753,121

 科         目 一般会計 奨学基金 国際交流基金 内部取引消去 合　計

（単位：円）　

 科         目 合　　計 一般会計 奨学基金 国際交流基金
Ⅰ事業活動収支の部    
 １ 事業活動収入    
  　 (1) 基本財産運用収入 280,000 100,000 30,000 150,000
  　 (2) 会費・入会金収入 32,000,000 32,000,000  
  　 (3) 事業収入 9,700,000 6,700,000 1,000,000 2,000,000
　　　（内部取引額） (3,000,000)  (1,000,000) (2,000,000)
  　 (4) その他収入 1,850,000 1,850,000  
 　事業活動収入計 43,830,000 40,650,000 1,030,000 2,150,000
 ２ 事業活動支出    
   　(1) 事業費支出 27,400,000 23,900,000 1,200,000 2,300,000
　　　（内部取引額） (3,000,000) (3,000,000)  
   　(2) 管理費支出 20,750,000 20,750,000  
 　事業活動支出計 48,150,000 44,650,000 1,200,000 2,300,000
　　　事業活動収支差額 △4,320,000 △4,000,000 △170,000 △150,000
Ⅱ投資活動収支の部    
  １ 投資活動収入              0   
  ２ 投資活動支出              0   
　　　投資活動収支差額 0 0 0 0
Ⅲ財務活動収支の部    
  １ 財務活動収入 0   
  ２ 財務活動支出 0   
　　　財務活動収支差額 0 0 0 0
Ⅳ予備費支出 1,000,000 1,000,000 0 0
    　当期収支差額               △5,320,000 △5,000,000 △170,000 △150,000
    　前期繰越収支差額           10,520,000 5,000,000 3,320,000 2,200,000
    　次期繰越収支差額           5,200,000 0 3,150,000 2,050,000

財務報告
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渡辺美佐子さ
んは前列右か
ら２人目

八戸支部　三浦佳子（昭 32 短生卒）　　

若い会員も参加。楽しい一時を過ごして
　平成 21 年９月、八戸グランドホテルで総会を開き、
桜会本部からの資料や学園の最近のようすなどを報告
することができました。
　懇親会は新たに若い会員も入り、ホテルの新しい試
みの献立をおいしく頂きながら、先輩方の学生時代の
思い出などをうかがい、楽しい一時を過ごすことがで
きました。
　欠席が続いている会員の方は、どうぞ時間を作って
お顔を見せてください。お待ちしております。

岩手支部　清水キミ子（昭 41 大被卒）

世代を超えて、桜会の好（よしみ）を認識
　幸い晴天に恵まれた 7 月４日（日）に盛岡市郊外繋
温泉のホテル紫苑で総会を開催しました。
　15 名の参加ながら昭和 19 年卒の大先輩藤沢忠子様
と前沢マサ様の仲良し同士が元気な姿を見せて下さい
ました。後輩の私達には大いなる励みになりました。
　懇親会では美味しい料理を戴きながら、近況報告を
交し合い学生時代の思い出話に盛り上がり、終始和や
かな雰囲気の中に時間が流れました。その後、田舎情
緒たっぷりの「南部曲がり家」造りの天然温泉入浴も
楽しみました。世代間の垣根を越えて桜会会員ならで
はの好（よしみ）を認識できた一日でした。

宮城支部　渡辺恭子（昭 39 大国卒）

芭蕉はなぜ「おくのほそ道」を歩いたか？
　５月 29 日（土）仙台国際ホテルにて本年度の総会
を 16 名の会員の出席を得て行いました。本部よりの
議題報告の後、福島支部からお招きした、昭和 39 年
大学国文科卒業の田口恵子さんに「芭蕉は何故おくの
ほそ道を歩いたか」の講義を受けました。芭蕉と同じ
道を克明に歩き辿った田口さんの深い研究の講義に一

札幌支部　佐々木靖子（昭 36 大食卒）

落語を聴いて笑って若返りましょう
　6 月 20 日（日）平成 22 年度支部総会、親睦会なら
びに社会活動として落語鑑賞会を行いました。
　総会は 80 歳以上の方 8 名の出席を頂きまして、新
公益法人制度による本部実践桜会の定款の改正点や支
部名の変更等について話し合われました。
　親睦会昼食後、北海道大学落語研究会の学生 4 名に
よります落語鑑賞会を、外部の方 16 名をお迎えして
行いました。「笑う門には福来る」で大いに笑い合い
楽しいひとときを過ごしました。
　来年の再会を願って解散致しました。

函館支部　宮腰泰子（昭 34 大英卒）

渡辺美佐子さんの楽屋に押しかけ記念写真
　遅い夏がやっと訪れた 7 月 3 日土曜日、平成 22 年
度の支部会が函館山のふもとの蕎麦蔵（支部大先輩の
小林武子姉様のご実家で函館の古き良き時代に建てら
れた蔵を素敵に改造）にて 8 名の出席のもと開かれ、
宮腰支部長より桜会の報告、連絡事項等のお話の後、
美味しい蕎麦会席を頂きながら古いお道具、器等を鑑
賞、楽しい会話がはずんだひと時でした。ただ若い同
窓生の出席が少なく寂しく感じる昨今です。
　今年は 4 月に大先輩の女優渡辺美佐子さんの一人芝
居『化粧二幕』が市芸術ホールで開演されましたが国
内外で 600 回以上行った代表作。函館はファイナル
と銘打つ旅公演の最終地ということで桜会の便宜を頂
き、6 名の支部員が渡辺美佐子さんのステージいっぱ
いに動き回る迫真の演技に引き込まれました。終了後
に楽屋に押しかけお疲れのところを記念撮影までして
いただき良い思い出になりました。（海老沢）
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同感銘を受けました。２度に亘って上梓された本をす
でに読みましたという会員もおり、またの機会をお願
いしました。その後、ホテルのシェフが腕をふるった
地元の素材を生かしたお料理に舌鼓を打ち、来年の再
会を約して散会致しました。

秋田支部　境田幸子（昭 48 大被卒）

次回総会は故分銅元学長に関する講話を企画
　年 1 回の支部総会開催が主な事業で県北・県南・中
央地区からの参加も、近況報告の内容になっており、
若い卒業生の魅力ある会にするための工夫が必要で
す。
　今年度は、初の試みとして、秋田市中央図書館館長
から、本学に関わりの故分銅元学長に関する講話をし
ていただくことになり、一般の方々の参加もあわせて
呼びかけております。
　今後は名簿を拡充させつつ、総会以外の事業も検討
してゆきたいと考えております。

山形支部　公平恵子（昭 42 大食卒）

同県人「藤沢周平」を熱く語り合う
　山形支部は運営上４つの地区に分け、毎年輪番で総
会を受け持ちます。
　今年は庄内地区が担当し、今を時めく小説家藤沢周
平の故郷、鶴岡市で催されました。江戸時代の酒蔵を
偲ばせる蔵屋敷で総会をし、その後は庄内の旬の味を
楽しみながら、終始おしゃべりと笑いでひと時を過ご
しました。そんな中で、大先輩方の素敵な生き方を伺
い、後輩にとって大きな刺激になりました。会食後
は、今年 4 月に開館した藤沢周平記念館を見学しまし
た。同じ山形県人であるという親しみと誇りを抱きな
がら、藤沢文学について熱く語り合いました。今年も
充実した総会でした。（平成 22 年 6 月 13 日記）

茨城支部　篠﨑和子（昭 38 大食卒）

総会では水戸黄門の実像に迫る
　支部総会が 6 月 19 日（土）水戸市のレストランで
開催されました。例年出席者の少ないのが役員の悩み
でございます。総会はスムーズに進行し、予定通り正
午に終了致しました。今年度は役員改選の年で、本支
部は 50 年以上の歴史がありますが、一時衰退してし
まい、現在の姿に蘇らせてくださった大先輩の海老原
トミ様が副支部長を退任され、出席者一同厚く御礼申
し上げました。
　午後は恒例となりました、昼食をとりながらの講師
とお誘いした地域の方々との懇親会。その後は歴史学
者但野先生による、テレビとは異なる黄門様の実像に
迫る有意義な御講演を頂きました。

栃木支部　加藤通子（昭 42 短国卒）

海なし県の支部が磯の香る地で総会を計画
　皆様お元気でお過ごしでしょうか。昨年の支部総会
は、那須で開催いたしました。出席いただいた同窓生
の年齢の層は厚くまさに年代を超えた会話は楽しくは
ずみ和気あいあいと終わることができ、心より感謝い
たしております。ありがとうございました。今年は、
10 月 3 日（日）に栃木支部は海なし県なので初めて
の試みですが、場所を海の見える茨城県ひたちなか市
に移して磯の香りを楽しみながら支部総会を開催する
予定です。総会後の懇親会は、徳川御三家の一つ水戸
藩の歴史にもふれてみたいと思っておりますので、一
人でも多くの皆様のご参加をお待ちしております。

群馬支部　星井信子（昭 41 大国卒）

生で聴くシャンソンの調べに酔いしれて
　総会後のアトラクションとして、今年度は会員以外
の方々にも、広く呼びかけをして、シャンソン歌手の

　
支
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原れい子さんを招き、シャンソンコンサートを開催致
しました。生で聴くシャンソンの調べにしばし酔いし
れ、すばらしい時を過ごしました。また、毎年秋には
会員相互の研修親睦旅行が企画されており、今年度は
温泉地群馬ならではの「温泉とグルメの旅」が計画さ
れております。年々会員数の減少、高齢化という悩み
を抱えつつも、同じ母校に心を寄せる、世代を超えた
仲間たちが心のよりどころとして、安心して集える同
窓会にと心がけております。

埼玉支部　小河原俊子（平 4 院食卒）

下田先生の熱い思いと功績に再感動
　6 月 26 日、埼玉支部第 14 回総会・講演会を埼玉
会館にて開催いたしました。鍜島理事長、湯浅学長、
総合企画室内田氏をお迎えしました。
　本部・学園の皆様からは、取り組んでおられる課題
を具体的にお話されました。
　講演会は、湯浅学長の「下田歌子先生に学ぶ」につ
いて、資料・映像を用いて、大学での授業の目標・内
容を話されました。創立者への深い尊敬、学生への熱
い思いを感じ、聴衆者一同、時を忘れて感動した時間
でした。
　10 月 5 日「彩の国めぐり－さいたま文学館とべに
花の里－」（桶川市）を訪ねます。ご参加をお待ちし
ております。

千葉支部　芝田エミ（昭 48 大食卒）

ネットワーク世話人の会を立ち上げ飛躍！
　平成 22 年秋からの支部活動は、10 月 19 日・20
日が、下田歌子先生の故郷・岐阜県岩村の研修旅行、
11 月下旬には留学生に日本文化を伝える交流会の社
会活動を計画しています。
　さて、千葉支部は去る 5 月 9 日第 7 回総会・講演
会・親睦会を千葉京成ホテルミラマーレにて開催、総
勢 65 名の会員が出席して無事に終了いたしました。

　当日は、学長代理の文学部長の棚田先生、鍜島桜会
理事長、熊切家政科会会長のご出席をいただきました。
講演は美学美術史学科武笠朗先生による「興福寺の阿
修羅像と光明皇后」という演題でした。端整な顔立ち
の阿修羅像などの映像を交えての講演は、これから仏
像を見るときに、今までとは違った見方ができるよう
な興味深いお話でした。
　なお今年度は、“ 一生涯心豊かに生きる ” ためのネッ
トワーク活動をさらに充実、現在、県内 9 箇所の地
域ごとに、様々な活動をするとともに、さらなる飛躍
を願って「ネットワークの世話人の会」も立ち上げま
した。まだ、千葉支部の会員になっていない方も、ぜ
ひご参加ください。ご連絡を心よりお待ちいたしてお
ります。

小田原支部　青木正子（昭 41 大被卒）

ミニコンサート付きの総会に多くの参加
　支部の皆様、お元気でお過ごしでしょうか。
　9 月 12 日（日）に支部総会を開催しました。
　　内容…総会・親睦会・ミニコンサート
　　会場…大磯プリンスホテル
　当日は、たくさんの方々がいらしてくださいました。
和気あいあいで、旧交を温め親睦を深めることができ
ました。ありがとうございました。
　近隣にお住まいの方、是非、支部会へのご入会を、
お待ちしております。
　連絡先・青木正子／ TEL0463-31-3030（夜間）
　どうぞよろしくお願いいたします。

山梨支部　石川泰子（昭 41 大被卒）

ハーブ、手作り料理、ラベンダーを抱え家路に
　山梨県は果樹王国で多くの会員は 8 月末まで繁忙
期です。ここ数年、総会は 9 月第２日曜日に実施し
ています。研修会は梅雨の晴れ間の 7 月 2 日に会員
の中村さん宅でハーブ摘み取りと手芸の会を行いまし
た。中村講師による小袋自習は学生気分に戻っての楽
しい一時でした。昼食は手作り料理で「食」のミニ研
修。3 時はハーブティーとクッキーでおしゃべりタイ
ムを。有意義な研修会が終わり、各自ラベンダーの束
を抱えての家路となりました。

講演会の様子
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長野支部　永田　節（昭 41 大食卒）

北アルプスの山麓で次回総会を予定
　昨年度より支部長交代となりました。諸先輩より引
継ぎ 31 年目。南北に長い県を北東（事情により一緒
になる）、中、南と 3 ブロックに分け、各々地域色豊
かな活動をしております。年１回の支部総会は、各ブ
ロックで持ち回り、昨年は南信で岡谷市の同窓生のホ
テルを会場に、近くのイルフ童画館（イルフ＝古いの
反対 = 新しい）の学芸員さんのお話と見学。久しぶり
に童心に返り懐かしいひと時でした。
　今年は中信担当で 10 月 3 日（日）に安曇野市・松
本平を一望する北アルプス山麓の温泉で、支部総会を
計画しております。また 6 月には念願だった下田歌
子先生の生誕の地、岐阜県岩村町を訪ね感慨もひとし
おでした。

関西支部　荻原登美子（昭 50 短栄卒）

リサイクル収納レクチャーを次回総会に
　くちなしの甘い香りがただよう頃、6 月 16 日（水）
に平成 22 年度の役員・地区委員合同会議を行いまし
た。昨年 10 月開催支部総会以降の活動内容、実践桜
会通常総会出席の報告、会員方々の近況等お伝えし、
意見交換いたしました。第 78 回関西支部総会を次の
ように実施いたします。

日時　平成 22 年 10 月 15 日（金）11：15 ～
会場　太閤閣（都島区綱島町９-10）
 T E L　06-6356-1117

　総会、昼食懇親会そして公開講演会は、リサイクル
収納アドバイザー常藤和子氏のレクチャーです。
　どうぞ多くの方のご参加を願っております。

鳥取支部　松本和子（昭 32 短生卒）

「ご機嫌伺い」大作戦
　私たちの鳥取支部は、最も小規模な支部ですが、近
年総会への出席者が減ってきているのが悩みのタネで
す。毎年発送する総会の案内とその返信とが欠席され
る方との唯一の「交流」でしたが、それではあまりに
も寂しいので、体調不良などの理由で出席されなかっ
た先輩方へお見舞いを兼ねて「ごきげん伺い」のお便
りを出すことにしました。楽しい総会のことを思い出
していただくことが体調回復のきっかけになればと
思っています。
　今年の総会は、10 月２日（土）を予定しています
ので、皆様どうぞお出かけくださいませ。

岡山支部　谷本淑恵（昭 54 大英卒）

「岡山支部 10年史」作成！
　バンザーイ！岡山支部は 10 年を迎えました。嬉し
いです。皆さま、本当にありがとうございました！
その記念の年の会は、フルートアンサンブルのコン
サートで幕開け。岡山県内外で活躍の女性 4 人、ロー
ザさんの演奏は、世界を巡る曲の数々でした。楽器の
紹介などもしていただき、ちょっぴりお利口さんにな
りました。
　懇親会は、今回も広島在住の新入会員を迎え、毎年
ヒートアップするガールズトーク？で、大盛り上がり。
来年は広島、福山で開催予定です。皆さん、来てくだ
さいね！
　10 年の節目にと、「岡山支部 10 年史」を作成しま
した。岡山支部の会員、そして、各支部の支部長さん
へ配布予定です。

佐賀支部　執行須美（昭 40 大国卒）

顔面体操でシミ消し体験
　6 月 3 日（木）の総会当日は、会員の健康を保つ秘
訣を伺って、笑顔の裏には努力ありと納得しました。
毎日のラジオ体操・メタボ対策の週１回の運動、驚い
たのは百キロマラソンに参加された人がいた事です。
それから顔面体操？は初めて聞いたのですが、なるほ
ど顔面の血流を盛んにすればシミまでも消えてしまう
のかと理解しました。
　また子供達に読み聞かせをして、彼らの生き生きし

　
支
部
だ
よ
り
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た瞳に力づけられるとのこと、いつも会員の皆さまの
意気込みには圧倒されます。
　今回も親睦を深めあい、楽しい時をすごしたのは、
いうまでもありません。

長崎支部　仮屋園秀子（昭 34 大食卒）

次回は「留学生からみた長崎の家庭」
　昨年の支部総会は学園創立 110 周年の記念の年で
もあり、支部として二度目の公開講座を開催しまし
た。『厚生保護に於ける社会的援助～ソーシャルイン
クルージョンについて～』長崎純心大学、米倉幸生先
生が解りやすくご講演くださいました。参加した方か
らは「社会的援助とは専門の機関だけではなく、私ど
も一人ひとり、地域ぐるみの人々の協力を得てこそ成
り立つものだと解りました。」と云う感想をいただき
ました。
　22 年度支部総会について

〈日時〉10 月 24 日（日）11 時～ 14 時、〈テーマ〉「留
学生から見た長崎の家庭環境、親子関係を語ろう」数
人の学生と（主に中国人留学生２人、日本人学生２人
を招待して）座談会形式で行う予定です。

大分支部　江後迪子（昭 49 院食卒）　　

総会のお土産に源氏物語千年
　平成 21 年 10 月、久しぶりに大分支部会を大分全
日空ホテルで開きました。なかなかお集まりが難しく、
11 名のご参加でした。今までよくご出席くださいま
した年配会員の方は、近況をお知らせくださいました。
　お集まりの皆様には、平成 20 年に香雪記念館で展
示されました「源氏物語千年紀展」の絵はがきをお配
りしました。国文科出身の方は大変喜ばれました。
　出席者が固定化する傾向があるなか、高齢化もあっ
て集まり続けることの難しさを痛感するこの頃です。

沖縄支部　與崎洋子（昭 37 短国卒）

朗読「藤沢周平・山桜」に感銘
　6 月 !!　ここ沖縄では梅雨も明け連日 32 度という
猛暑が続いております。
　65 年目の「慰霊の日」「普天間飛行場返還・移設」
問題に揺れる我が島沖縄 !!
　平成 22 年度の支部総会並びに講演・朗読を那覇セ
ントラルホテルにて、6 月 27 日（日）開催しました。
参加者は 11 名。外部参加者 5 名、合計 16 名の参加
者でしたが、和やかな、家庭的雰囲気に包まれて楽し
いひとときをすごしました。
　特に朗読、語り…石井順子氏の藤沢周平作「山桜」
が出席者全員の感動を呼び大好評でした。順子氏は、
着物姿でしかも作品に似合った色柄で登壇され「山桜」
を全部暗唱され、40 分間語っておりました。もの静
かな気品あふれる語り口、お姿に先生の人柄がにじみ
出ており本当にすばらしい講演・朗読でした。
　いつものことながら参加者が少ないことが残念でし
た。

英国支部　松嶋みどり （昭 49 大被卒）

下田歌子先生の思いを若い命に継承
　４月 24 日（土）ロンドンの南西部、王立植物園の
キュー ･ ガーデンで英国支部会を行いました。会員の
提案で「お花見」を兼ねての開催。お花見という言葉
に心うきうき、やはり日本人のＤＮＡのせいでしょう
か！　桜は見ごろ、お天気は快晴。本当に素敵な一日
となりました。昨年度のテーマは「下田歌子先生を知
る」でしたが、生後４ヶ月の赤ちゃんをお連れになっ
た方は、お腹の中の赤ちゃんと共に先生の教えを読み、
ご主人も下田先生の考えに共感されたようです。下田
先生の思いは若い命にも確実に受け継がれて行くのだ
なと感動しました。
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特 　集

舞台『化粧二幕』を演じ終え、その後は？
女優

渡辺　美佐子さん
（昭和 26 年高校卒）

●一人芝居『化粧二幕』の公演を終えられて、
現在のご心境は？
　1982 年（昭和 57 年）７月の初演以来 2010
年（平成 22 年）５月の終了まで、28 年間で
648 回ライフワークとして公演を行いました。
初演時は、一幕でしたが、1982 年 12 月の公
演から２幕目が書き加えられ、以降『化粧二幕』
として上演しました。
　この作品は、故井上ひさし氏が、「ひとりだ
けで演じるのに、賑やかな芝居にしたい」との
思いを込めて、書かれたものでした。
　今は、公演を終え、緊張から解き放たれ、ほっ
としています。寂しくはありません。
●４月９日にお亡くなりになった「井上ひさし
氏」について、印象に残っていることは、あり
ますか？
　「むずかしいことは、やさしく→やさしいこ
とは、ゆたかに→ゆたかなことを、ふかく→ふ
かいことをまじめに→まじめなことを愉快に書
きたい」
　井上先生が、このような言葉を常日頃述べら
れておりましたが、私もそのように生きたいし、
演じたい。

梅雨明けも間近な蒸し暑い７月上旬、渡辺さんにお目にかかり、インタビューをさせていただきました。

初めてお目にかかりましたが、実践の同窓ということもあり、気さくにお話をしてくださいました。

●今後のご予定は？
　日色ともえさん・高田敏江さんら女優さんた
ちで毎年行っている朗読劇『夏の雲は忘れない』
で７月８月全国を巡演します。秋は映画撮影、
来年５月は、『鳥瞰図』（新国立劇場）を再演予
定です。
●実践との繋がり
　学祖下田歌子先生の故郷の岩村城の女城主

（恵那市岩村の観光ＰＲ員）を、1987 年（昭和
62 年）５月からつとめ、今年７月は、岩村の
皆さんに朗読劇を聞いていただいて嬉しかった
です。
　「いわむらレディスマラソン」は、渡辺美佐
子杯という冠が付いています。岩村は、城下町
の名残もあり、とてもすばらしいところです。
どうぞ岩村へお出かけください。
●お顔の色つやもよく、とてもお元気そうにお
見受けいたしますが．．．．。
・ タイ古式マッサージを週に１回２時間受けて

いますが、私に合っているみたい。
・ 顔は、なるべく素顔でいて、メイクしたらよ

く落とします。
・ 食事は、自宅で野菜を主にバランスのよいメ

ニューを心がけています。

　張りのあるお声で熱心にこちらの質問にお答
えいただきました。まだまだ、舞台への意欲は、
衰えを感じさせませんでした。今後、ますます
のご活躍を祈念しております。

ご自宅近くのカフェにて　
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事  業  部

実践桜会  国際交流基金奨学生
実践桜会国際交流基金事業報告
　4月1日からホームページで一般公募すると共に、応募者のあった諸大学に募集依頼をし
ました。
　選考委員会は、各役員選出母体から推薦された委員5名、理事長、常任理事5名、計11名で
構成されます。
　今年度は、応募者77名（10大学院・9大学、8ヵ国）。書類不備等で32名になり、6月9日の第
一次選考委員会（書類選考）で14名を選び、6月27日の第二次選考委員会（面接）で留学生6名
が奨学生に選出されました。
　今年度も奨学生との交流会を2回開催いたします。第1回は9月4日に行いました。第2回は
来年3月5日の予定です。参加ご希望の方は、本部事業部にお申し込みください。
　（給付額は1名に付き年間36万円です。）

安　アルン（あん　あるん）

大韓民国
東京農業大学　

国際農業開発学科

趙　雪（ちょう　せつ）

中華人民共和国
国学院大学　大学院　

文学研究科

成　アンナ（そん　あんな）

大韓民国
東京大学　大学院工学系研究科

　精密機械工学専攻

程　宇（てい　う）

中華人民共和国
早稲田大学　大学院　
国際情報通信研究科

李　潤貞（い　ゆんじょん）

大韓民国
東京大学　大学院工学研究科

　建築学専攻　博士課程

グエンティ  テウィ  リン
ヴェトナム

東京学芸大学　大学院　
国語教育・日本語学専攻

東京農業大学の姉妹校である慶
北農業大学からの推薦による長
期派遣留学生として来日し、日
本人と農業の勉強をしています。
中でも、日本の稲作の研究をし
ています。

「中国の日本語教育における文法
習得」というテーマを研究して
います。中国の日本語教育の現
場での不足点を追求しながら、
新たな日本語教授法を研究した
いと思います。

2007 年に岡山大学を卒業した
後、母国韓国安川電気のロボッ
ト事業部で、通訳士として働い
ているうちにロボットをもっと
研究したいと、ロボット研究の
最先端である日本に舞い戻って
きました。

早稲田大学と精華大学とがｅ
ラーニングの共同研究開発を行
うとともに交流を行っている。
卒業後は、母国に帰り、学んだ
知識と能力を生かし、教師の仕
事をしたい。

日本のデザインや技術を学びた
いと思い７年前に日本に留学し
ました。日本で学んだ「高齢化
社会に対応した町づくり」の知
識を母国の学生に伝え、日韓の
交流に役立てばと考えます。

日本語・日本文化・日本社会の
魅力的なところを学び、修士課
程修了後、博士課程に進学し、
修了したら母国に帰り日本語教
師となり、ヴェトナムと日本と
の友好関係発展に役立ちたい。
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「実践キャリアネット」からのお知らせ

　「実践キャリアネット」は、この度７周年を迎えました。皆様のご支援、ご協力によるものと感謝申
し上げます。これからも「仕事」をキーワードとし、世代を超えた仲間とキャリアアップのための勉
強会、在学生の就職に向けてのアドバイス等、同窓生の交流の場として、より充実した「キャリアネッ
ト」を目指しております。
　是非、一度セミナー等に参加してみませんか？

本部だより

　◎キャリアネット総会の後、７周年記念講演会を開催

　◎セミナー等開催予定（最新の情報は、ＨＰをご覧ください）

〈2010 年度の活動〉

講　師：産業能率大学教授　辻　三千代氏
テーマ：「女性のキャリアデザインを考える」
　　　　―主婦が大学教授になるまでー
日　時：6 月 19 日（土）
場　所：桜会会館　２階
・ 講演会終了後の懇親会では、辻氏を交えて楽しいひととき

を過ごしました。

・第１回セミナー　11月 20 日（土）
（於：桜会会館２階）
講　師：大和証券（株）執行役員　
　　　　齋藤直子氏（本学卒業生）
テーマ：「私と仕事」―ワークライフバランスー

・「在学生向け就職相談会」　10月 16 日（土）　
於：日野大学校舎内

・第２回セミナー　２月 19日（土）　
講師・テーマ・場所未定  
※各セミナー終了後、懇親会を開催します。

＜キャリアネットへの入会方法＞
入会申し込みは、いつでも桜会事務局へ（月～土 9：30 ～ 17：00 日曜、祝日を除く）
tel：03-3407-7459　fax：03-3499-0835　＊ＨＰからも申し込み可能です。
[ 年会費 ]　２，０００円（入会金は不要）
[ 振込先 ]　みずほ銀行　渋谷中央支店　普通　１７４８３５４

＜卒業生のための就職相談会＞
毎月第２土曜日（於：日野大学校舎内）・毎
月第４土曜日（於：桜会会館）にキャリア
カウンセラーが親身になって再就職や就職
のご相談に応じます。

♦今後の桜会行事予定
◎10月2日（土）

13：00～14：00　秋季委員会
14：00～16：00　創立110周年記念講演会
テーマ： 「下田歌子先生を顕彰する」第３回―欧米女子高等教育

視察の軌跡から―
講　師：文学部英文学科　大関啓子教授
会　場：実践女子学園中高校舎第３館５階会議室

◎10月８日（金）10：00
学祖祭護国寺墓参
※ 当日は桜会会館に祭壇を設けますので、是非お参りください。

◎12月4日（土）13：00　臨時総会
　会場：実践女子学園中高校舎第３館５階会議室
◎2011年5月21日（土）13：00　

平成23年度通常総会　会場：セルリアンタワー東急ホテル

◆総務部
地区懇談会報告
　 9月11日（土）12：45～14：00まで、高崎市・ホテルメトロポリタン

高崎にて、ブルドックソース（株）代表取締役池田章子氏（本学短
期大学卒）の文化講演会を開催。

　 14時15分から群馬支部との懇談会、16時30分から実践女子大学・
短期大学後援会との合同懇親会を開催しました。

◆文化部
実践桜会バザー開催のご案内
　　日時／10月30日(土)～31日(日)10：00～15：00

　　会場／桜会会館　２F・３Fおよび
　　　　　実践女子学園中高校舎記念館ロビー
　　＊ 全国各支部の特産品・手作り品や沢山の寄贈品が並びま

す。今回は特に「会館建設事業」を考え合わせて、ご協力願
えればと思います。会員の皆様お誘いあわせて、是非ご来
場ください。

寄贈品の提供のお願い
　　受付／10月23日(土)まで
　　＊鮮度を要する食品は10月27日（水）以後。
　　＊手作り品など1個からでも大歓迎。
　　＊衣類は新品に限らせてもらいます。
　　＊その他タオル等は名入りでもOKです。
初春歌舞伎観劇会

日時／2011年1月10日（月・祝）
場所／国立劇場

◆財務部

会費納入のお願い
　社団法人教育文化振興実践桜会の運営・活動は皆さまの会費
によって支えられています。会費未納の方は、振込用紙 にてゆ
うちょ銀行及び桜会本部窓口でご納入願います。なお、振込用紙
がない場合は桜会会館までご連絡ください。
　TEL：03-3407-7459　FAX：03-3499-0835
　さらなる桜会の活発な活動のため、未納の方はぜひご協力を
お願い致します。
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学園だより

○実践女子学園中学校高等学校
　（渋谷校舎）

日　時：平成22年10月31日（日）
　　 9：00～16：00（ときわ祭開

催中）
　　歓迎セレモニー・懇親会
　　14：00～15：00

会　場：第3館5階会議室
連絡先：実践女子学園　

　　　　　中学校高等学校事務室
住　所： 〒150-0011
　　　　東京都渋谷区東1-1-11
　　　　TEL：03-3409-1771

　平成20年度の千年紀から毎年つづけ
てまいりました源氏物語関連企画の第
三弾です。本年は、観世流第26世宗家の
観世清和氏と作家・書誌学者の林望氏と
いうお二人のビッグネームに源氏物語
と能の関わりについてトークセッショ
ンしていただきます。

日　時／平成22年11月6日(土)
　　　　受付13:30～
講演会／14:00～16:30
会　場／香雪記念館大教室

○実践女子大学・短期大学
　（日野・大学校舎）

日　時：平成22年11月13日（土）
　　　　　受付10：00～（常磐祭開催中）

プログラム
開会挨拶：13：00～

　　　会場　本館441教室
講演会：13：10～14：10　

　　会場　本館441教室
　 「フードコーディネーターと

料理研究家の違い。そして、オ
リーブオイルソムリエとは？」

講演者： 青木敦子氏（短期大学家政科
栄養コース卒）

問い合わせ先／実践女子大学　文芸
資料研究所
〒191-8510 日野市大坂上4-1-1
TEL・FAX／042-585-8880
＊事前の申し込みは不要です。演題
は未定ですが、詳細はチラシまたは
文芸資料研究所のホームページを御
覧ください（http://www.jissen.ac.jp/
bungei/）。

　源氏物語に取材した能は「半蔀(はじ
とみ)」「夕顔」「葵上(あおいのうえ)」「野
宮(ののみや)」「須磨源氏」「住吉詣(すみ
よしもうで)」「玉鬘(たまかずら)」「落葉
(おちば)」「浮舟」「源氏供養」などがあり、
いずれも名曲として、さまざまな機会に
演じられています。
　現在の能楽の頂点にある観世清和氏
は、ご自身もこれら源氏物語関連の曲を

懇親会： 14：30～15：30（ティー
パーティー）会場　香雪記
念館２F会議室

※ 数種オリーブオイルでのパンの試
食 や 、 青 木 さ ん 手 作 り の ブ ラ ウ
ニーをプレゼント！

能面展： 柏木裕美氏（短期大学国文
科卒）会場　香雪記念資料
館で同時開催

お問い合わせ先：実践女子学園総合
　企画室　ホームカミングデー担当
住　所： 〒191-8510
　　　　東京都日野市大坂上4-1-1
　　　　TEL042-585-8804

演じられた経験を豊富にお持ちで、実演者
として、さらに能楽界のリーダーとしての
お話をいただけるものと期待します。
　また、リンボー先生こと林望氏は作家・
書誌学者の名声は申すまでもありません
が、能に対する造詣が深い方です。お二人
とも「源氏物語と能」について語っていた
だくには、この上ない方です。
　さらに、観世流の精髄、能の所作など
を一部実演して
いただく予定で
もあります。会
員の皆様には是
非ともお誘い合
わせの上、ご来
場いただきます
ようお願い申し
上げます。

●「ホームカミングデー」のお知らせ

●観世清和氏と林望氏が語る  「源氏物語と能」　　平成22年度実践女子大学・短期大学公開講座　

能「葵上」の一場面
（シテ観世清和氏）

観世清和氏　 林　望氏

　漫画家水木しげる夫人、武
む ら

良布
ぬの

枝
え

さん作『ゲゲゲの
女房』を基にしたＮＨＫ朝のテレビ小説『ゲゲゲの女
房』（3月～9月放送）に、同窓生である女優の東てる美
さん（昭和50年高校卒業）が出演されました。
　夏の暑い日の午後、『ゲゲゲの女房』の収録前に

「ちょっこし（放送で出てくるセリフです）」お邪魔し、
東さんの近況をうかがいました。
　東さんは、水木しげるご夫妻が新婚生活をスター
トした東京調布にある商店街の銭湯のおかみさん

（松井靖代）役。人情味とバイタリティーあふれる先
輩主婦として、主人公布

ふ み え

美枝の生活を応援する役を
演じておられました。
　ドラマでは、昭和30年代の銭湯のおかみさんから高

級化粧品のセールスレデイとして働く主婦を、髪型の
変化等で工夫をされたとのことでした。また、キャラ
クターを衣装や髪型などで工夫し演じ分けた、昨年の
テレビドラマ『サギ師リリ子』が好きとのことです。
　今後は、橋田壽賀子さんのドラマ『渡る世間は鬼ば
かり』、3億円事件と大泉サロン（女性漫画家版トキワ
荘）を舞台にした中島淳彦作・演出『ギラギラの月』（9
月14～21日／下北沢　ザ・スズナリ）、浅草おかみさ
ん会主催の『おかみ繁盛記』（11月15～17日／浅草公
会堂）の出演を予定しています。
　これからもお体に気をつけてますますご活躍くだ
さい！

東てる美さん

「ゲゲゲの女房」
に出演

同窓生は今
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科会だより
　　 と　き　わ　会

　今年度は4月15日（木）、日本料理の名店つきじ植むら
「山王茶寮」で総会を開催いたしました。隣は日枝神社
で、都心ながら静けさが漂う落ち着いた雰囲気の中、一時
を過ごすことが出来ました。６月には宝塚の観劇会を行
い、参加の方達には楽しんでいただけたようです。

・歌舞伎講演会
講師：織田紘二先生
日時：12月18日（土）予定
会場：桜会会館

●連絡先：TEL＆FAX　045-981-9451（藤島栄子）

　　 技　芸　科　会

　22年度総会を、品川プリンスホテルで開催。
　今年は、本校卒業の北海道大学医学博士加賀綾子氏の
「健康で長生きするための食事」についてお話を聞き、各
教室の作品展示・懇親会を楽しみました。

１．会報「技芸科会だより」発行 7月26日
２．バザー手作り品製作 6月28日
３．秋季旅行「海ホタル・房総方面」 10月25/26日
４．定期講習会（会場：桜会会館）
　・ハーダンガー刺繍教室：第１木曜日
　・染色（楓会）　　　　：第２火曜日
　・編物の会　　　　　　：第３金曜日
　・日本刺繍（萌黄会）　：第２月曜日／第４木曜日

●連絡先：TEL&FAX：03-3307-6472（中岡久恵）

　　 被　服　科　会

　第19回被服科会総会(平成22年4月17日)において、今年度
の諸事業が承認され、新年度がスタートしました。事業内
容は以下の通りです。

１．JUKIソーイングセンター見学 7月2日終了
２．キュービックジルコニアの指輪製作(10月3日)
　　実践女子学園渋谷校舎　参加費 3,000円
３．文楽鑑賞とアフタヌーンティー (12月10日)
　　国立小劇場　参加費 3,500円
４．会報誌「歌ごろもニュース14号」6月1日発行
　　「歌ごろも19号」 12月1日発行予定

*2・3の事業は会員以外の方もご参加いただけます。

*来年度は創立20周年にあたり、記念の会を企画中です。
●連絡先：TEL&FAX：03-3758-2977（佐藤由紀子）

　家　政　科　会

　お陰様で50周年を迎えました。多くの皆様のご支援とご
協力をいただき、続けることができました。有難うござい

ます。どんどん変わっていく社会にも参加、会員の求めて
いることにも考慮、若い方達と一緒に歩む為の構図を加え
ていくべきと考えております。前半も過ぎ後半に向けて動
いております。

・９／22（水）桜会会館　10:30～15:00
　福祉活動　重症心身障害者食事用エプロンの縫製
・10／17（日）三越劇場観劇会「滝の白糸」
　市川春猿・笑三郎
・12月歳末助け合いに参加
・平成23年１月19日（水）新年会

於：ハイアットリージェンシー
●連絡先：TEL＆FAX　045-571-0213（熊切冨子）

　国　文　科　会

　４月の総会には影山輝國先生（実践女子大学教授）によ
る「論語」の興味深い解き明かしを伺いました。
　６月初め「山中湖文学の森」バス旅行では文学館、絵手紙
美術館等を散策し、富士の雄姿に英気を与えられました。
■後期行事予定　

・７月会誌「りんどう」35号発行
・ ９月８日（水）～９日（木）
　「『遠野物語』の世界を歩く」

　　 柳田国男の『遠野物語』刊行100年を期して、普段なか
なか行かれない地を巡ります。乞うご期待。

・新年会
平成23年１月23日（日）
会場　渋谷エクセル東急

●連絡先：TEL&FAX：03-3304-3831（加瀬和子）

　英　文　科　会　

　６月13日（日）第34回総会を行いました。
　 その後、茂市久美子氏（童話作家・本学英文科卒）に

「自作を語る」と題して、講演していただきました。
　 童話の親と子どもに与える力、出来上がるまでの細やか

な観察などについての心温まるお話でした。
　・常設勉強会（会場：桜会会館）
　　輪読会Ａ：第２・第４金曜日　10:30～12:30
　　輪読会Ｂ：第１・第３金曜日　10:30～12:30
　・会報誌「英文科会だより2010」９月発行
　・見学会：11月18日（木）
　　皇居・東御苑・北の丸公園
　　　　　三宅いづお氏の案内
　　昼食：ホテル グランドパレス（クラウン レストラン）
　・新年会
　　平成23年１月23日（日）
　　会場　松本楼（日比谷）
●連絡先：TEL&FAX：03-3330-5834（永井和子）



    

社団法人教育文化振興実践桜会は皆様の会費で運営されています。
年会費2,000円の納入をよろしくお願いいたします。会費納入のお願い

【寄附者ご氏名】（敬称略）
松本冨美子、内山孝子、若松幸子、井原学園理事長、中高父母の会、和田義博会計事務所、大学・短大後援会、宇井節子、金子京子、
佐野　滋、佐藤京子、菊池恭子、飯塚幸子、鍜島康子（寄附は随時受け付けております。）

編集・発行：社団法人教育文化振興 実践桜会
〒 150-0011　東京都渋谷区東 1-1-15　
TEL：03-3407-7459　FAX：03-3499-0835
HP：http://www.j-sakura.org　　
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転居された場合はご連絡ください。広報部アドレス：jissen-sakura-koho@dance.ocn.ne.jp

告　知　板

午前10時～
午後４時

＊実践桜会会員は 2割引です。

＊予約の申し込みは 3ヶ月前から受け付けます。

＊詳細は桜会会館にお問い合わせ下さい。

　　　　　　	料金（1時間）	 	　	備　考　　　　利用時間
	 2 階ホール	 1,000 円	 80 名収容	
	 3 階和室	 800 円	 ３室（各 12 畳）	
	 4 階和室	 800 円	 ２室（各 12 畳）	
	 4 階洋室	 500 円	 １室（8畳）	

貸室のご案内
　クラス会、読書会、サークル活動や各種打ち合わせ
に、桜会会館をお気軽にご利用下さい。
（冷暖房費は別途）

大盤で解説する柳川先生

結婚相談室

相談日：毎月第２・第４土曜日
10：30 ～ 16：30
但し、８月は全休。12月第4土曜日、１月第2土
曜日及び祝祭日は休み

会　場：桜会会館（渋谷）
入会金：２万円（その他書類代金として 1,000 円）。
用意して頂くもの：履歴書
　　　　　　　　　	写真３～５枚（個人、スナップ写

真で構いません）
※当相談室は秘密厳守です。

※評判の良い相談室です。

※卒業生の紹介があれば男女どなたでも入会できます。

※�既に会員になられている方もご来室の上、新しい出会いをお探しに

なられることをお勧めいたします。

桜書道教室

日　時：月 2回　土曜日 13：00 ～ 16：30
場　所：桜会会館
指　導：田中東竹先生（本学名誉教授）
内　容：	漢字各体古典臨書、書道誌競書、書道展出品
　　　　作品制作。
毎年 8月桜会後援の下に紫翠展を開催します。

第 35 回紫翠展会場にて（平成 21 年 8月 16 日）

ハーダンガー刺繍教室

　ハーダンガー刺繍は西南海岸近くにある「ハルダン
ゲル」方面から伝わった手芸の名称と聞いております。
本校卒業（技昭 16）故原京子先生が今日の発展に力を
尽くされました。初めは同窓会で開催し、数年後引き
継ぎ、今日に至っております。
　教室は、マイペースですから初めての人もすぐに馴
れて会員も増え、楽しく続いております。
講習日：毎月第１木曜日 11：00 ～ 15：00
場　所：桜会会館　２階ホール
会　費：１回　1,300 円
材　料：糸 ･針その他材料は教室で準備します。

実践桜会囲碁教室

　本年 4月から開設しました。第 2、第 4月曜日の月
2回、午後 1時から 4時まで開いています。講師の
柳川正興さんが初心者に分かりやすく教えてくれます

（第２週目のみ）。
また、日本棋院普
及指導員の川村麻
紗子さん（卒業生）
も熱っぽく囲碁の
楽しさを教えてく
れます。

お　見　舞　い
　今夏は猛暑、ゲリラ豪雨など自然災害の報道が多くありました。
　被害にあわれた同窓生の皆様へ心よりお見舞い申し上げます。

編　集　後　記
　�平成 22年・23年度の広報部の活動につきましては、各自の力を精一杯発揮し、協
力して役割を果たしてまいります。
　よろしくお願い申し上げます。� ＊＊＊広報部一同＊＊＊


