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平成29年
4/初旬	 「那与竹」第80号発行
5/21（日）	 定時総会・懇親会
	 （於：セルリアンタワー東急ホテル）
6/17（土）	 実践キャリアネット総会・講演会
8/9（水）～17（木）	 実践桜会会館夏期休館
10/初旬	 「なよたけ情報版」第23号発行
9/30（土）	 秋季運営委員会（於：実践桜会会館）
	 	第1回実践桜会奨学生・国際交流基

金奨学生交流会
	 井上一雄氏講演会「渋谷・実践・常磐松

～変貌する今だからこそ知りたい～」
10/7（土）	 学祖祭（於：実践桜会会館）
10/14（土）15（日）	 	大学・短期大学部「常磐祭」	

ホームカミングデー（渋谷）
	 桜会賞授与
10/28（土）29（日）	 実践桜会バザー（於：中高ときわ祭）
11/11（土）12（日）	 大学・短大「常磐祭」（日野）
	 桜会賞授与
11/18（土）	 	実践キャリアネット第1回セミナー

開催
12/27（水）～1/5（金）	 実践桜会会館冬期休館

平成30年
1/8（月）	 祝成人の会（於：桃夭館）
1/14（日）	 初春歌舞伎観劇会（於：国立劇場）
1/20（土）	 実践キャリアネット第2回セミナー
3/10（土）	 第2回実践桜会奨学生
	 	国際交流基金奨学生交流会（於：実践

桜会会館）
4/初旬	 「那与竹」第81号発行
5/20（日）	 定時総会・懇親会
	 （於：セルリアンタワー東急ホテル）
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下田猛雄宛書簡 下田先生作 絵画「太田道灌 山吹の図」

下田先生 元旦の試筆

下田先生筆 和歌短冊

実践女子大学図書館所蔵
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学長と理事長

実践女子学園理事長

井原　徹

　大学という組織には理事長、学長という二人のトッ
プリーダーがいる。今回は多少ややこしい話しになる
が、実践女子大学、実践女子短期大学（現在は実践女
子大学短期大学部）を卒業したOGの皆様には、ああそ
うだったんだ、と理解しておいていただきたいのである。
　学長の資質は、学校教育法に特段の要件記載はない
が、例えば実践女子大学の例では「学長は、人格高潔で、
学識すぐれ、かつ本学の教育理念を尊重して、大学行
政を円滑に運営し得る者でなければならない。」（実践
女子大学・学長選考規程第2条）とある。学長の職務に
ついては学校教育法第92条第1項で「大学には学長、
教授・・・・を置かなければならない。・・・・」同3
項で「学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。」
と定められている。学校教育法に、学長の被選出要件
は明示されていないが、学長は多くの私立大学で「選挙」
によって選出されていた。最近は選挙による選出が衰
退し、理事会が設ける「学長選考会議」によって選出
される例が多くなっている。選挙人の種類や人数、選
挙手続き等は、各私立大学の文化風土によって千差万
別である。
　では、理事長はどうやって選ばれているのだろうか。
私立学校法では第35条第1項で、学校法人に理事5人以
上を置かなければならない、と規定した上で同条第2項
は「理事のうち一人は、寄附行為の定めるところにより、
理事長となる。」と規定している。したがって、学校法
人ごとに寄付行為にて理事長の選任方法が規定される
が、私の知る限りではほとんどの学校法人において「理
事の互選（過半数）」という方法で理事長は選出され
ている。
　本大学は、理事長と学長は別々であるが、理事長が
学長を兼ねる大学、学長が理事長を兼ねる大学、最初
から学長と理事長を一つのポストとして「総長」とか「塾
長」という名前にしている大学など、大学の歴史と文

化風土によって、さまざまである。
　なぜ、理事長と学長というポストがあるかというと、
戦後に「学校法人」という制度が新しく制定され、大学、
短期大学、高等学校、中学校、小学校、幼稚園といっ
た「文部科学省」が所管する学校は、設立母体として、
「学校法人」というものがなければならなくなったから
である。学校法人が大学等の学校を設置するという構
造になったのである。「理事長=学校法人の長、学長=学
校法人が設置した大学の長」という図式になった。
　ところで、理事長の仕事は何かというと、私立学校
法において第36条第3項で「理事会は、理事長が招集
する。」同条第4項「理事会に議長を置き、理事長をもっ
て充てる。」同条第6項「理事会の議事は、・・出席し
た理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長（注:
理事長）の決するところによる。」第37条第1項「理事
長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。」と規
定されている。なお、学校法人の主たる役割を、学校
教育法第5条は「学校の設置者（注:私立学校の場合は
学校法人）は、その設置する学校を管理し、（中略）そ
の学校の経費を負担する」とある。つまり、学校が設
置され、存続するための経費負担の責任等を設置者の
責務としている。
　以上見てきたように、現在の私立学校の存在根拠等
はややこしいが、管理・運営・経営について簡単に言
えば、学長は大学等の校務をつかさどり、所属員を統
督し、理事長は学校法人を代表し、その業務を総理す
る人であるという理解で良いと思う。因みに広辞苑によ
れば、「統督」とは「まとめ取り締まること。総督」と
ある。「総理」とは「事務を統一して管理すること。また、
その人」とある。この両者の役割の差異は、分かったよ
うで分からないと思う。だから、「学長と理事長は、どっ
ちが偉いのか」という疑問がどうしても生じてしまう。
　結論から言うと、その疑問・質問は、私は「ナンセ
ンス」だと思っている。「お母さんとお父さんのどっち
が偉いのか」を議論したり、決定することがいかにナ
ンセンスかを考えてもらいたい。何の意味もないこと
だと、私は思う。
　私は現在、理事長をやっている。学校法人があって
も学校（大学、高校等）が設置されなければ、学校法
人は「無」である。だから、教育現場を大切にしてい
るし、教学環境の充実には力を入れている。よく、学
長と理事長とが犬猿の仲とか、口も利かない目も合わ
せない人たちがいることを聞くと情けなくなる。肝心
なことは、学長と理事長は、健全で活力ある大学運営・
管理（経営）に力を合わせていく宿命を負っていると
いうことである。

（いはら　とおる）
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教育改革という名の
伝統

実践女子大学・
実践女子大学短期大学部 副学長

難波 雅紀

　実践女子大学に赴任して、ちょうど20年が経った。
その前は芸術系の大学で教えていたから、そことはま
るで違う本学の空気に、初めは戸惑った。前任校は教
員も学生も個性的、独創的で、身なりや風貌一つとっ
ても均質性に乏しい。それが伝統だとも言えなくはな
いが、そこで7年も過ごしていると、新奇なことも簡単
にありきたりなものになってしまう。そんな感覚のま
ま、私は赴任早々からジーンズを履いて授業や会議に
出ていった。ある先生が「あなたは伝統をすべて壊す人
だ」と言った。それも、今思えば、無理からぬことだった。
　私は自分のスタイルを変えなかったが、その後、若
い教員たちの中からひとり、ふたりと同調者が現れて
くるから面白いではないか。キャンパスでジーンズ姿
の同僚に出くわすと、別に親しいわけでもないが、お
互いにニヤッとする。ここにも変わった奴がいるなと
思うと、安心するし、仲間意識さえ感じる。けれども、
時間が経つにつれて、ニヤッともせず、変わった奴と
も思わなくなる。ジーンズ姿など目新しくもなくなる
からだ。
　別に身なりや格好のことを言いたいわけではない。
話題は教育改革だ。私が所属してきたのは文学部英文
学科だ。英文学科では、専門科目のラインナップを見
直そう、英語クラスを能力別に編成しよう、共通テス
トを導入して評価に基準を設けよう、共通教材を使っ
て教育内容を共有しよう等々、この20年間、大なり小
なり教育改革を繰り返してきた。学科会議で改革を切
り出すのは主任だが、その話題に触れ始めると、一瞬
にして空気が凍りつく。皆、不意打ちを食らい、面食らっ
ているわけだ。こういう沈黙の時間は、実に長く感じ
られる。でも、やがて耐えられなくなって誰かが口火
を切ると、次から次に意見が出てくる。改革に否定的
なものも多く、凍りついた空気は、融けて嫌な空気に
なっていく。そんな空気は、議論とともに次回の学科

会議に持ち越されていく。
　それでも、学科会議でああでもない、こうでもない
とやり合っていくうちに、議論のトーンとその場の空
気が違ってくるから不思議ではないか。新奇なものへ
の恐怖心や躊躇いが、自然に和らいでくるからだ。こ
うして、教育改革は、誠に唐突で、新奇でさえあった
のだが、徐々に普通のテーマになっていく。どうやっ
て学生の興味に答えればいいのか。どうすれば学生の
能力を伸ばしてあげられるか。そのために具体的に何
をすればいいのか。議論はそこに収斂していくように
なる。こうしたプロセスは、何も英文学科に限ったこ
とではなく、どの学部のどの学科でも似たり寄ったり
だろう。
　それで思い出すのは、私が文学部長をしていた頃の
ことだ。ちょうど、渋谷キャンパスに文学部と人間社
会学部、短期大学部が移転する前後だったが、文学部
では、渋谷移転を機に、新しいカリキュラムを検討し
ていた。テーマは、学科を越えて学生が専門科目を学
べる制度を作ることだった。当時、文学部カリキュラ
ム検討委員会という組織を立ち上げ、3学科主任と各学
科の教員1名が集まって、本当に夜遅くまで議論を交わ
した。会議は2年間で確か16回に及んだが、最初は議
論がまったく噛み合わなかった。それでも、回を重ね
て行くにつれて、メンバーはすこしずつ同じ方向を目
指すようになっていった。何か、運命共同体のような
雰囲気が会議には生まれていたような気もする。そし
て、議論の成果は、文学部の副専攻制度と開放専門科
目制度、ひいては人間社会学部との間の他学部他学科
開放科目制度となって今に至っている。
　現在、平成30年度、31年度からの実施に向けた全学
的な教育改革が、検討の最終段階を迎えている。これ
まで、各学科課程、センターでは、あの頃の文学部カ
リキュラム改革と同じように、熱く長い議論が何度も
繰り返されてきたに違いない。そこでも、新奇さは、
こと程左様にすぐ馴染みになり、最初は耳障りな話で
も、やがて耳を貸してもらえるようになったはずだ。
そう思うと、20年経って私に分かったことのひとつは、
教育改革も本学の立派な伝統にほかならないというこ
とだ。この伝統は、これからも変わることはないだろう。
 （なんば まさのり）

1988年3月　上智大学大学院文学研究科英米文学専攻博士前期課程修了
1997年4月　実践女子大学文学部英文学科助教授
2003年4月　実践女子大学文学部英文学科教授
2005年4月　教務部長
2011年6月　文学部長、大学院文学研究科委員長、実践女子学園理事（2015年
	 3月まで）
2017年4月　実践女子大学・実践女子大学短期大学部副学長、実践女子学園常
	 務理事
専門は「英米・英語圏文学（アメリカ文学・文化）」　
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　7月の九州北部豪雨、そして鹿児島地震と災害が多く続いて
おります。被災された同窓生やご家族の方々に心よりお見舞い
申し上げます。
　理事長として1年半が過ぎようとしていますが、この1年は無
我夢中で理事、会員の皆さま、事務局、学園のご協力により
各行事、会議等を無事に遂行できましたことに感謝し、うれし
く思います。
　5月21日（日）の新代議員による定時総会は、全議題をご
承認いただき無事終了いたしましたことありがとうございまし
た。今年度の目標として、那与竹80号に“支部との交流”をあげ
ました。定時総会以降の“支部との交流”を書いてみます。

◎6月24日（土）
　福島県支部総会、講演会に広報部（大和常任理事と竹内
理事）と出席し、会員の生の声をおききすることができました。
　福島県支部は5ブロック（県南、県北、会津、いわき、
相双）から成り、支部長は輪番制で25年の歴史を刻んでき
ました。深く印象に残っているのは、いわき地区会員の発
言でした。「6年前の3月、東日本大震災により、今なお千葉
県での避難生活を余儀なくされている状態で、“いわき地区”
では支部活動ですら思うようにできず、ましてや支部長は出

せない」という切実な状況をおはなし下さいました。このよ
うな状況は、今現在はあてはまらなくてもいつかはどこかの
支部にもあてはまる可能性はあります。
　このような状況を鑑みて“いわき・相双”にご負担をかけずに
他地区がカバーし合って当面の間運営していくことになりました。

◎6月29日（木）
　山梨支部を広報部（大和常任理事と竹内理事）と塩山の
支部会員宅を訪問しました。山梨支部は毎年、実践桜会バ
ザーにラベンダーポプリを寄贈して下さいます。そのラベン
ダーの摘みとりと、昨年摘みとって乾燥させたラベンダーで
手作り匂い袋に仕上げる作業を会員さん達と体験しました。
お昼は会員みなさまの手作りの野菜たっぷりのお惣菜が
テーブルいっぱいに並び、おしゃべりをしながら美味しくい
ただきました。

◎7月12日（水）
　実践桜会主催の2年に1度の親睦行事で、今年は栃木方
面へのバス旅行になりました。学祖下田歌子先生が大正10
年に訪れた日本最古の学校“足利学校”、あしかがフラワー
パーク、栗田美術館を巡ってきました。東京から会員42名、
栃木支部会員8名が足利で合流して、足利学校では下田歌
子先生の署名、揮毫をプロジェクターにて解説していただき
ました。老舗料亭“蓮岱館”にて総勢50名でお食事をし、懇
談し、記念撮影をして栃木支部との交流ができました。

　以上、今回は3支部との交流を記しました。各支部の御協力
に感謝いたします。
　同窓生は卒年、学科が違ってもすぐうち解けて、安心してお
はなしができるのですね。実践女子学園で学んだという誇りを
持って、“絆”をつないでいきましょう。
　最後になりましたが、これからも数多くの支部をできる限り
訪問し、直接会員のみなさまのお声をおききしたいと思います。
是非とも、支部総会以外のお食事会、講演会、バザー寄贈品
作り等、何でもお声を掛けて下さい。喜んで全国どこへでも伺
いたいと思います。又、科会のイベント、そして桜会館でのサー
クル活動にも顔を出して、たくさんの会員の方々とお目にかか
れることを楽しみにしております。

（すずかけ　まゆみ）

理事長挨拶

一般社団法人
教育文化振興実践桜会  理事長

鈴掛 まゆみ

実践桜会 役員の紹介（平成28・29年度）

理事長  鈴掛まゆみ（昭48大英）
総務部 常任理事 片山　久子（昭50短国）
 理事 大屋　恕子（昭37大食）
 理事 御園　整子（昭37高校）
 理事 益　　佳子（昭48大英）
 理事 岡田　恵美（平  4高校）
事業部 常任理事 久保きみ子（昭43大食）
 理事 伊達　絹代（昭44大食）
 理事 藤本美津子（昭43短英）
 理事 髙橋　泰子（昭48大被）
財務部 常任理事 佐藤　順子（昭42高校）
 理事 福田壽美子（昭45短被）

文化部 常任理事 浅野　 薫　（昭61大被）
 理事 前川　照子（昭37高校）
 理事 尾崎　 綠　（昭49大国）
 理事 田原久美子（昭61大被）
広報部 常任理事 大和　惠子（昭46短国）
 理事 後藤　英子（昭48院食）
 理事 竹内　節子（昭55院国）
 理事 木村恵美子（昭62短英）
監事  金成　羊子（昭39短被）
監事  横田紀代子（昭44短英）

＊カッコ内は（卒年 科）
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系列科会長、支部長、実践桜会役員の懇談会

平成29年度実践桜会定時総会報告
　平成29年度 5月21日(日)、新代議員による定時総
会が、セルリアンタワー東急ホテルにて開催されま
した。代議員総数171名、出席代議員数86名、委任
状65通で、定足数を満たし、定款第22条により総
会は成立し、全ての議題が承認されました。

【議題】 1.平成28年度事業報告の件
 2.平成28年度決算書承認の件
 3.公益目的支出計画実施報告の件
 4.監査報告
 5.平成29年度事業計画（案）

および予算（案）の件
　また、6.その他として　鈴掛まゆみ理事長より、学
園創立120周年記念式典が平成31年5月7日（火）に学祖

下田歌子生誕の地岩村にて、祝賀会が同年5月11日（土）
に都内にて、開催予定であることが報告されました。

　総会後の懇親会は、学園理事長、学長、副学長、
中高校長はじめ40名のご来賓のご臨席を賜り、総勢
202名の宴となりました。
　学園関係者のご挨拶、出席の33支部より熊本支部
長のご挨拶、新卒のフレッシュな新入会員のご挨拶
がありました。
　続いて、チター奏者内藤敏子氏による、およそ40
弦におよぶチターの奥深い響きを堪能いたしました。
楽器にまつわるお話しや秋篠宮妃紀子様にチターを
ご教授されたご縁からのタイムリーな話題も楽しく
伺いました。

　総会・懇親会の後、系列科会長、支部長及び代理
の方々との懇談会を、朝霧の間にて開催。

　桜会の理事・監事も立ち合い、配布物の説明の他、
活発な意見交換による有意義な時間となりました。
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特別寄稿

　明治32年8月9日午前9時、下田歌子先生は新潟県に
向かって上野駅を出発した。同行者は帝国婦人協会理
事松本荻江、同掌事松本栄子、女官一人、そして先生
の教え子で長野県の実家に帰省するという高橋節子で
あった（松本栄子は調べ事があったため後日出発）。こ
の32年の来越については『信越紀行』にまとめられて
いる（『香雪叢書』第1巻にも収載）。
　上野駅を出発した先生一行は宇都宮を経て日光に到
着し、滞在していた常宮、周宮の「両姫宮殿下」と対
面し語らい、翌10日宇都宮・足利・前橋を経て高崎で
宿泊。11日以降は上田・長野・小諸・松代・須坂等々
で講演をしたり製糸工場を見たり、神社仏閣、城址等

を巡ったりして約10日間を過ごした。そして22日午後
3時新潟県高田駅に到着した。
　高田駅には高橋文質はじめ多くの人々が先生を出迎
えたが、とくに高田は先生の祖父東条琴台が高田藩主
榊原侯の侍講として生活していた土地であり、思い入
れの深い土地であった。23日からの動向について簡単
ながらまとめてみると次のようになる。
　23日祖父東条琴台の旧宅を訪ね、高田羽二重織場で
「工女の心得」、本誓寺で「女子教育及び帝国婦人協会」
について、24日直江津真行寺で「女子の本分及び協会
の主意」について話す。25、26日は長岡真澄亭・興国
寺で講話、27日新潟着。勝間田千代子新潟県知事夫人
はじめ多くの出迎えをうけ、28、29日新潟尋常師範学
校や行形亭で「女子の家庭に対する心得」「帝国婦人協
会の会旨と女子教育」について話す。30日新発田長徳
寺で「女子の心得」、31日偕行社将校婦人会で「婦人の
心得」について話し、蓮野村二宮孝順宅へ向かう。吉
屋郡長が同行〔註〕。9月3日三条東別院で談話。聴衆が
4000名を超え立錐の余地なし。4日柏崎駅から帰途に
就き、途中軽井沢で宿泊。
　以上2週間の滞在であったが、先生は多くの人々の歓
迎をうけた。とくに勝間田稔県知事やその夫人千代子、
八木朋直新潟市長や初代新発田町長を務め当時県教育
会長であった歌人の原宏平、大地主の二宮孝順等々、
県内の政治、経済、教育の分野で中心的に活動してい
た人々に直接会い話し、帝国婦人協会の趣旨や女子教
育の必要性を強く訴えていった。そしてそれらの人々
が先生の姿勢や熱意に触れ、以後の帝国婦人協会の普
及や拡大に大きな役割をはたしていったと考えられる。
　同時に先生は連日寺院や学校で講話や茶話会を行い、
会場はどこも満席で、三条東別院では4000名、新発田
長徳寺では1700名に達するなど、県内各地の町や村の
一般の人々の関心も非常に高かった。 
　先生の来越をきっかけとして、会の活動に賛同した
新潟の婦人達が中心となり、33年4月3日新潟市の真浄
寺で、帝国婦人協会新潟支会発会式及び附属裁縫講習

山上卓夫

下田歌子先生と新潟

下田歌子先生
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所の開所式が行われた。式の模様が4月5日の「新潟新
聞」に次のように掲載された。
　一同夫々設けの席に着き先づ君が代の奏楽あり、創
立委員総代高橋医師開会の辞を述べ、次に湯原じゆん
子帝国婦人協会長下田歌子より電報にて送りたる和歌
『いちはやく根さしをわけし姫小松ここより千代のかけ
はなすらむ』を朗読し、次に支会長勝間田千代子の祝
詞（創立委員田代医師代読）あり（以下略）
　この附属裁縫講習所はまもなく新潟女子工芸学校(現
新潟青陵高等学校)と名称を変更し、私立の学校として
発展、継続していった。
　先生は33年8月にも来越している。それは柏崎での
帝国婦人協会北越支会発会式出席のため、そして新潟
支会視察のためであった。8月5日柏崎に到着した先生
は、6日帝国婦人協会北越支会発会式に出席し、午後妙
行寺で講演を行った。8日新潟着。9日に新潟女子工芸
学校で生徒の製作した裁縫品、編物、挿花等を一覧し、
生徒、保護者及び帝国婦人協会員に講話、午後県会議
事堂で講話。10日以降も新潟・新発田・安野村等で講
話をし、14日新津駅から帰京の途に就いた。
　この33年来越の時、すでに新潟県知事は勝間田稔か
ら千頭清臣に交代していたが、出迎えた新潟女子工芸
学校関係者の服装や態度並びに同校生徒の多くの作品
を見て、先生は新潟における帝国婦人協会の普及や勤
倹の精神、自分が言わんとしている具体的な教育実践
が一歩ずつ確実に進められていることに心動かされた
のではなかろうか。そして新潟の婦人達へ寄せる思い
や信頼をより強くしていったものと思われる。
　先生は36年7月にも来越している。新潟女子工芸学
校々友会が7月29日同校で行われ、来賓として出席し

た。また大正年間、祖父東条琴台の記念碑が高田公園
に建設され、その記念式出席のためにも来越している。
　下田先生と新潟との関係を示す資料はまだまだ残さ
れていると思われる。今後も調査を進めていきたいと
考えている。
　［註］当時の北蒲原郡々長吉屋雄一（長州出身）は、
作家吉屋信子の父である。明治29年新潟市の県庁官舎
で生まれた吉屋信子の年譜によれば「母は家にあった
下田歌子の絵入り本『家庭教育訓話』などを読むこと
をすすめた」とのことである（『作家の自伝66　吉屋信
子』日本図書センター、平成10年）。この時信子の母も
下田先生の講演を聞いた一人ではなかっただろうか。
 （やまがみ　たくお）
（資料は新潟青陵高等学校所蔵）

［プロフィール］
1948年　新潟県生まれ
1973年　 新潟青陵高等学校に社会科（地歴公民科）教諭として

勤務
2008年　同校退職

支会設置承認書

評議員の嘱託書

和歌
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特別寄稿

　20歳、郷里の短大を卒業しました。短大に実践女子
大学卒業の教授がおられ、これが実践女子大学との出
会いでした。短大で栄養士免許と家庭科教員免許取得
し卒業後、家庭科教諭として就職しました。勤務校は中・
高一貫校で寄宿舎が併設されおり寄宿生のための献立
作成なども担当し、栄養士と家庭科教諭の「二束の草鞋」
を履きました。高校の家庭科教諭免許を取得する目的
で9年間の教諭生活に区切りをつけて実践女子大学食物
学科の編入試験を受験しました。
　30歳で実践女子大学に編入学しましたが、当時は私
のような晩学の学生が珍しいときでした。桜が満開の
入学式には編入生も列席しました。式場で誘導する職
員の方が、父兄でもなく学生でもなさそうな私を見て
座席への誘導にお困りの様子だったことが昨日のこと
のようです。若い学生たちと体育、英語、有機化学、
生理学、栄養学、生化学、調理実習など共に学びました。
年齢を重ねた晩学の私は若い学生と比して記憶力は劣
りますが理解力は深いと自負し、講義、実習に全力投
球し非常に楽しく充実した学生生活を送りました。自
分は楽しく溶け込んでいるつもりでしたが同期の方か
ら後で伺うと、「講義中に私語をすると睨みつけられて、
叱られた」とか「とても怖かった」ということでした。
残念ながら、私はかなり浮いた存在だったようです。
学部を終えた時点で研究を深めたいとの思いが大学院
への進学を後押しし、修士課程に進みました。実践で

の生活を終え郷里で病院栄養士として就職しました。
栄養士免許状を取得してから15年間ペーパードライバ
ーだった免許状で「路上運転」をすることになり研鑽
を積む日々でした。当時は医療保険制度改定など栄養
士をとりまく情勢は様変わりしており病院栄養士とし
て管理栄養士免許の必要性を強く実感し「第9回管理栄
養士国家試験」を受験しました。病院勤務をしながら
の40歳直前の国家試験勉強は困難でした。かろうじて
国家試験に合格した翌年から管理栄養士を養成する大
学に助手として就職し、臨床栄養学、栄養指導論、栄
養指導実習、給食経営管理、公衆栄養学など広い領域
を担当させて頂きました。
　40歳で転機が訪れ、郷里を後にし、関東某大学の博
士後期課程に入学し、4年をかけてようやく学位（栄養
学）を取得しました。学位取得後は、義母の介護のため、
常勤の仕事と研究に封印をしましたが、この間も栄養
士養成大学の教員や健康福祉センター管理栄養士を非
常勤で務めました。
　50歳で義母が天国へお引越ししました。同時に医療
系の私立大学で栄養学の専任教員として7年間勤務し、
その後、実践女子大学の教員となり還暦も過ぎ今に至
っています。これまでを振り返ると20歳、30歳、40歳、
50歳と、ほぼ10年ごとに転機が訪れていますが一瞬も
「栄養の世界」から離れずに歩いてきたように思います。
　栄養士としてのライフワークは開発途上国における
幼児の栄養改善です。10代から開発途上国における幼
児の栄養改善に取り組むNGOに所属し活動を続けてい
ます。卒業論文、修士論文、学位論文の研究テーマは、
自身のNGO活動と関連した「開発途上国における食物
摂取状況と栄養改善」です。
　30歳で編入学した実践では当時めずらしかった晩学
の学生である私を職員のみなさま、諸先生はあたたか
く見守りお導きくださいました。学生課や教務課のみ
なさんは事務所を通るたびにいつも声掛けをしてくだ
さいました。講義でご指導いただけない諸先生からも、
一方ならぬご助言や励ましを頂戴しました。卒業研究

食生活科学科　長谷川めぐみ

にほへ　やしまの　外までも

保育園での栄養調査
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のためにインドへ頻繁にでかける私に、A教授は「イ
ンドさん」と声かけをしてくださいました。クリスマ
スには銀座和光のジュエリーケースをくださいました。
今でも私の宝物です。B先生は「卒業したらWHOか
FAOで働くしかない!!」といつも激励と夢を与えてくだ
さいました。C先生は実践を卒業する時「これから一
生のつきあいが始まる」と凛と背筋をのばされました。
D先生はご専門分野とは異なる晩学の私を修士課程で
お引き受けくださり、細やか厳しく導いてくださいま
した。
　母校に戻り学生指導に関わらせて頂いている今、自
分が頂いてきた数々の諸先生の思い、お心遣いを同じ
ように現在の学生たちに御返ししなければと思う気持
ちがあふれてきます。
　インドの栄養改善に関わる研究は学位論文で一区切
りをつけ、現在は‘日本の学校給食をアジア・アフリカ
へ発信する’研究に取り組んでいます。日本の「学校給
食」は世界の中でも特筆すべき栄養改善活動であるた
め、アジアやアフリカ諸国ではこれから学校給食を制
度化する国が多く、これらの国にとっての参考になる
と考えられます。研究フィールドとして現在訪問して
いるのはバングラデシュとタンザニアです。いずれの
国も国家レベルでの学校給食は制度化しておらず地域

にもよりますがアジアやアフリカ諸国の多くはWFPな
どのNGO、NPOに依存している現状を垣間見ること
ができます。
　学校給食は事例の一つですが、日本には開発途上国
にとって手本となり参考となるような栄養改善活動が
多くありますので、それらを検証するとともにアジア、
アフリカ諸国の学校給食の現状と課題について整理し
て日本の学校給食を発信してゆきたいと考えています。
本稿に、10年にわたり実施しているタンザニアインド
調査の写真を添えます。
　自己紹介を兼ねて思い出すままに実践との出会い、
実践での学生生活、現在の研究などを述べてきました
が、私のこれまでの人生は下田歌子先生が詠んだ校歌
の一節『にほへ　やしまの　そとまでも』の心意気で
歩んできたように思います。お一人お一人の学生さん
がこの思いに副って、世界中に桜の香をととどけてほ
しいと強く願っています。 （はせがわ　めぐみ）

［プロフィール］
生活科学部 食生活科学科
教授
実践女子大学家政学部食物学科 1988年3月 卒業
実践女子大学大学院家政学研究科修士課程 1990年3月 修了
女子栄養大学大学院栄養学研究科博士後期課程 2002年3月 修了

インド栄養調査 インド栄養調査インド栄養調査

タンザニア調査（高校生を対象とした食物摂取状況調査） タンザニア調査（高校生を対象とした食物摂取状況調査）
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近藤 直子
台東区立一葉記念館専門員

縁
えにし

鶉なく聲もきこえて花すゝき　
まねく野末の夕べさびしも

　「たけくらべ」、「にごりえ」、「十三夜」
など、明治時代の社会の片隅に生き
る人々の声をすくい取り、その不条理
な実情を小説に滲ませた樋口一葉は、
初めは歌詠む人として文学の世界に
足を踏み入れました。冒頭に挙げた
和歌は、明治26年7月から翌年の5月
まで、およそ10か月を過ごした下谷龍
泉寺町に住んでいた頃に詠まれた作
品です。一葉はこの龍泉寺町時代に、
代表作「たけくらべ」の構想を得たと
言われており、それが機縁となって、
私が現在勤務している台東区立一葉
記念館がこの地に設立されました。
　我が国初の女性小説家の単独資料
館である一葉記念館では、春と夏の
企画展、秋の特別展を中心に、「くず
し字解読講座」、「朗読サロン」、国文
科会の皆さまにもご来場いただき、一
年のうちで最も賑わいを見せる「一葉
祭」など、年間を通じて10種19回のイ
ベントを開催しています。私はこれらの

展覧会や催しを行うにあたり、立案し、
その準備や実行するための業務を
行っています。
　私が「学芸員」という職業があるこ
とを知ったのは、美学美術史学科に編
入学した後のことです。昔の話になり
ますが、高校生の時に、美術館や博
物館で見た作品の感想を書いて提出
するという夏休みの課題が出されまし
た。出向いた先で、ガラスケース越し
に作品を鑑賞していた時、ふと、「この
ケースの中に作品を置いている人が
いるはずだ」と思ったのです。
　実際に、直接作品に触れることがで
きるなんて、とても羨ましい、と感じた
ことを覚えています。それから数年の
時を経て、博物館学芸員の資格につ
いてのガイダンスを受けた時、その「作
品をケースの中に置く人」とは、学芸
員という職業に就いている人のことで
あると知ったのでした。「作品をケース
の中に置く人」に興味を持ったことが、
後に、この仕事に就きたいと思う、一
つのきっかけになったのではないかと

思います。
　学芸員の仕事は、資料の収集、保管、
展示が最も大きな比重を占めます。唯
一無二の資料を扱うことができるのは、
この仕事の大きな醍醐味の一つであ
り、だからこそ緊張も強いられます。一
葉の場合は若くしてこの世を去ってい
るため、遺されている資料が少なく、
収集や展示において最も頭を悩ますと
ころでもあります。古書店で一葉関連
資料が売りに出ていないかチェックは
欠かせませんし、展覧会においては、
同じ作品をしばしば展示せざるを得な
い事情を何とか解決するために、いろ
いろな角度から解説文を考える必要
があります。学芸員は、「モノ（資料）
と対話をしたい人が選ぶ職業」と言わ
れることに納得はしますが、実際に現
場に出てみると、実は人とコミュニケー
ションを取らなければならない機会の
方が圧倒的に多く、重要であることが
分かります。コレクターの方に資料の
借用をお願いしたり、イベントによって
は芸能プロダクションに連絡を取って、

台東区立一葉記念館正面外観
平成24年5月1日に行われた連携協定締結調印式にて。栗原
敦教授（左）と当時の台東区立一葉記念館館長川㟢裕明（右）
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女優さんに出演を依頼することもあり
ます。場合によっては、会ったことさえ
ない先生に電話をかけて、教えを乞う
こともあります。コミュニケーションは「出
会い」と言い換えられるかもしれませ
ん。これまでの「出会い」の中でも、
私にとっては特に、実践女子大学文学
部文芸資料研究所の先生方と台東区
立一葉記念館とが相互連携協定を結
ぶに至ったことは、忘れられない大き
な出来事となりました。
　平成24年秋の特別展「樋口一葉　
輝きの瞬間（とき）～奇蹟の14か月～」
の準備を進めていた私は、一葉の生
涯の親友であった伊東夏子に関する
資料を探していました。「萩の舎」（一
葉と伊東夏子が入門していた歌塾のこ
と）時代の一葉と伊東夏子を物語る資
料を見つけたいと思っていたからです。
ある日、栗原敦先生が中心となって、
文芸資料研究所で発行している「年
報」第14号と第15号に、「伊東夏子関
係田辺家資料」として、短冊の翻刻を
掲載しているという情報を掴みました。
早速メールでこの「年報」をお譲りい
ただけないか問い合わせをしたところ、
上野英子先生からご快諾のご連絡を
頂戴したことがきっかけで、研究所と
記念館とのご縁が結ばれたのです。以
来、図書館が所蔵している「萩の舎」
同人たちが伊東夏子に宛てた書簡を

借用して、特別展「樋口一葉の交遊録」
の開催の実現を見、また「一葉祭」で
の記念講演や「くずし字解読講座」の
講師として先生方にご登壇をお願いす
るなど、記念館の運営に多大なご尽
力をいただいています。
　故・宮次男教授の下で日本美術史
を専攻していた私が、近代文学という
未知の世界で仕事をすることになろう
とは、本当に予想もしていませんでし
た。私が修士課程１年の時に宮先生
が急逝し、いろいろな方面での軌道
修正が必要になりました。なんとか課
程を修了したものの、就職先が見つか
らずに路頭に迷っていた時、救いの手
は実践の就職課から差し出されまし
た。近代文学を専門にした博物館が
学芸員を募集していると言う情報を教
えて下さったのです。運よくその博物
館で職を得、そこでの経験が礎となり、
現在の仕事につながっているのでは
ないかと思います。思えば、近代文学
の分野に飛び込んだことは、あまりに
も必死で向こう見ずな行動だったかも
しれませんが、「専門が違う」という理
由でその情報を無にせず、よかったと
思います。当時の就職課の方には学
芸員となる弾みをつけていただき、そ
して今は、文芸資料研究所の先生方
に、現在進行形で記念館に大きくご協
力をいただいている事実を考えると、

やはり、母校は本当にありがたい存在
であると実感している今日この頃です。

（こんどう　なおこ）

［プロフィール］
平成7年 実践女子大学大学院文学研究科　
美術史学専攻修士課程修了

【一葉祭概要】
開催日時：平成29年11月23日（木）午後1時より
会場：台東区立一葉記念館地下研修室
プログラム：
　記念講演「 たけくらべ 」と龍泉寺町（仮題）
　講師：相模女子大学名誉教授　戸松　泉氏
　朗読
　出演：女優　二代目　水谷八重子氏

往復はがきでのお申し込みが必要です。詳細は9
月末頃、一葉記念館HPに掲載の予定です。皆様
のご来場をお待ちしております。

平成28年度開催「一葉祭」の様子

実践女子大学文芸資料研究所連携協定締結記念特
別展「樋口一葉の交遊録」ポスター

平成29年度文化カレッジ表具経師の技を伝える〜軸の取り扱いを通じて〜お話と
ワークショップの様子
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　6月24日（土）福島県郡山市で行われた福
島県支部総会に鈴掛まゆみ理事長と、広報
部の2名が伺いました。

　まず、福島県支部についてご紹介させて頂きます。

■支部創設
　福島県には卒業生が多くいるにも関わらず支部のないことを
残念に思っておられた方々のご努力によって、1994年に福島県
支部は創設されました。第一回総会には27名の会員が参加され、
翌第二回総会には31名のご参加で、特に戦中・戦後の困難な時
代に実践で学ばれた方々が熱心に出席されました。晩年の下田
歌子先生が病と闘いながらも凛とした優雅なご様子で源氏物語
の御講義をされたこと、物のない時代に故郷から送られた貴重
なお米を寮で「今日は私の洗面器で、明日はあなたの洗面器でと、
ご飯を煮たのよね。」といった貴重なお話を伺う機会を得られた
そうです。

■地域性の尊重
　福島県は面積の広さが全国2位の大きな県です。そこで支部を
会津・福島・郡山・相双・いわきの5つの地区にわけ、各々の地
区の伝統と歴史を尊重しつつ支部活動を活性化しようと考えまし
た。事務局は1999年からは5地区で担当する事になり1994年か
ら5年間を郡山が、その後は3年毎に福島・会津・いわき・郡山・
福島・会津・2017年から郡山と持ち回りで運営されています。し
かしながら、2011年には東日本大震災のため総会は開かれませ
んでした。加えて、相双地区は同窓生が他の地区に比較して少な
いことから事務局にはなっておらず、また、いわき地区は東日本
大震災の影響が甚大であり、当分の間、事務局にはなれないと
の事情が生じております。

■支部活動
　事務局担当の地区の皆様は、様々な工夫をこらして支部活動
を広げてこられました。
【郡山】　創立時の事務局として役員・規約・事業計画といった支
部組織の土台を創られました。加えて、東北六県の桜会支部の
皆様の集まりである「みちのく会」の事務局も2010年に担いまし
た。文化活動にも熱心で、「ヨーロッパの美術」をテーマに福島
大学磯崎康彦教授の2回の講演。今年からは3年にわたり福島県
立安積高等学校出身で日本人初のイェール大学教授「朝河貫一
博士」について、山内晴子氏による連続講義を企画されています。
【福島】　1999年に規約改正に取り組み完成度の高い規約を構

築。また、「下田歌子歌碑見学と講話」「マレーシアの文化と料
理の講習会」を開催されました。
【会津】　「お薬園」「天鏡閣」の見学や同窓生田口惠子氏による
「松尾芭蕉と『奥の細道』」の講演会を2度にわたり催されました。
【いわき】　総会時にミニコンサートを開催し多くの会員が参加さ
れました。

■総会
　会場の「花の祥」にて、支部長の本多節子さんをはじめとして
会員の皆様15名により開かれました。前述の5地区の抱える問題
が取り上げられ、中でも、いわき地区の馬目敏子さんより、「地
区の会員の皆様がご高齢になられ、加えて震災後の避難や移転
といった状況が重なり、今後の地区としての支部活動に深刻な
不安を感じている」とのお話がありました。新しい会員を増やす
ことの難しさは、いずれの支部も共通の悩みではありますが、馬
目さんのお話は震災の爪痕が如何に多くの難題を引き起こして
いるかを思い知らされるものでした。それに対して、事務局の方々
が問題解決の方法を真摯に考えて行くので来年の総会まで時間
を下さいと答えておられ、皆様も賛同されました。
　総会を通じて、福島県支部の抱える問題点を知ると共に、会

総会出席者
●馬目　敏子（いわき　昭和34年／短生卒）
●越智　美智子（会津　昭和53年／大食卒）
●平野　淳子（会津　昭和57年／短栄卒）
●大内　友子（福島　昭和45年／大被卒）
●岡部　治子（郡山　昭和42年／大国卒）
●本多　節子（郡山　昭和51年／院国卒）
●渡辺　寿美子（郡山　昭和49年／大被卒）
●増田　あさ子（福島　昭和50年／大被卒）

●水野　徳子（郡山　昭和53年／大被卒）
●梁取　由紀（郡山　昭和47年／大被卒）
●福井　久美子（郡山　昭和46年／大被卒）
●宮本　みゆき（郡山　昭和61年／大食卒）
●加藤　睦子（郡山　昭和56年／大被卒）
●飛澤　暁美（郡山　平成2年／大国卒）
●渋谷　久美子（郡山　昭和52年／大国卒）

総会風景
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員の皆様の熱意と真面目な活動姿勢、さらに粘り強く勤勉なあ
りようにとても感銘をうけました。

■講演会
　総会に続いて開催された山内晴子氏（朝河貫一研究会理事）
による「今、朝河貫一博士の生涯と業績から何を学ぶか」の講
演が、会員と共に一般の方を交えて行われました。
　福島が誇る朝河貫一氏（イェール大学歴史学教授）が、日露
戦争～第一次世界大戦～第二次世界大戦～戦後といった激動の
時代に生き、民主主義の理念のもとアメリカの地において外交提
言を続けた生涯を講演されました。また、下田歌子先生が朝河
博士に書簡を送っているお話も伺え、当時の知識人の交流の一
端を垣間見ました。その朝河博士の母校安積高校旧校舎本館（現

安積歴史博物館）を皆さんで見学。歴史を偲ばせる木造二階建
ての旧校舎本館はバルコニーのある優美な佇まいです。偶然に
も郡山の高校4校の合同オーケストラと合唱の練習が行われてお
り、若人の清々しい歌声と楽の音に至福の一時を頂きました。ま
た、博士が英語を習得すべく暗記した英々辞書のページを破い
ては食べ、ついに、最後に残った表紙を桜の木の根元に埋めた
という逸話のある桜の古木を仰ぎ見ることも出来ました。講師の
山内先生もご一緒に見学され余話などをお聞かせ下さり、講演の
お話が安積高校旧校舎本館と共に身近に思える時間でした。
　総会に参加された福島県支部の皆様は、笑顔がとても優しく
穏やかな方々です。お話を伺う中で、芯の強さと向学心を持ち続
ける若さに触れて、お目にかかれた事を心からありがたく思いま
した。

山内晴子先生講演会風景朝河貫一博士

1907年8月6日付　朝河博士に宛てた下田歌子先生の書簡 安積高校旧校舎本館（現安積歴史博物館）

馬目さん 増田さん 越智さん 本多さん 渡辺さん 平野さん 大内さん渋谷さん

岡部さん 福井さん 加藤さん 宮本さん 梁取さん 水野さん 飛澤さん
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嘉規 則子
（昭和45年／家政学部食物学科）山形支部

　今年度の山形支部総会
は、雄大な月山の麓にあ
る自然豊かな地、出羽三
山信仰と深く関りを持ちな
がら歴史を刻んできた西川町間沢で6月
11日（日）開催されました。
　会場となった「出羽屋」は行者宿の趣
を残す外観ながら、中へ入ると懐かしさ
を感じる佇まいと増築したモダンな空間
が融合した落ち着いた場で、総会・懇親
会が行われました。
　今年度総会の最大の協議事項は会員
の高齢化・加入会員の減少などで、幹事
地区をどうするのか（現在4地区が輪番制
で受け持つ）、どのようにしたら新会員増
加が望めるのか、魅力ある支部活動の見
直しなど、今後の山形支部活動にとって
大事な懸案事項です。先輩の方々よりこ
れまでの組織維持の経験談やご苦労話な
どお聞きしたり、若い方からも様々なご意
見や案が出され、これからの支部活動の
方向性がみえた総会になりました。しかし、
今後の支部活性化のための学校側・実
践桜会のお考え・ご指導も頂けたら幸い
に存じております。
　懇親会では、参加会員の方々から近況
報告や現在新たに学んでいる趣味などの
報告や余興がありました。地元で採れた
山菜や川魚など「山のもの」をふんだん
に使い仕立てた山菜料理に舌鼓をうちな
がら、学生時代の失敗や苦労話におしゃ
べりの花が咲き、笑いの絶えない和やか
な楽しい会となりました。その後、出羽三
山のへの主要な登拝口になっている岩根
沢へ移動。本殿が国の重要文化財に指
定されている岩根沢三山神社へ参拝し、
「家内安全」「健康祈願」「五穀豊穣」・・・
等人様々な祈願をし、帰途につきました。
この4月より、前支部長よりバトンを引き継
ぎました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

渡邉 裕子
（昭和39年／大国卒）宮城県支部

平成29年度活動報告
　宮城県支部総会が7月9
日（日）メトロポリタン仙台
で行われました。
　総会に先立って、田口恵子先生（福島
県実践桜会）による「芭蕉の生い立ちと
生きざま、『おくの細道』」で到達しえたこと」
の講演が行われました。芭蕉の生い立ち
から晩年までの生きざまとともに、その時
代を象徴する俳句が紹介されるなど、大
変分かりやすく興味深いお話でした。参
加者約20名は、先生の長年の研究に裏
付けされた貴重な内容に、深く頷き、そし
て時に先生のユーモアに笑いを誘われな
がら、芭蕉の世界にじっくりと浸ることがで
きました。その後の総会では新旧役員の
あいさつ、参加者の近況報告などがあり、
引き続きの懇親会では田口先生の長年に
わたる研究生活を支えたご主人との心温
まるエピソードなどをお聞きしながら、和
やかなうちに会は終了しました。それにし
ても、先生のエネルギッシュで歯切れのよ
いテンポには、感心させられました。
　なお、元支部長の飯岡絹子先生もお元
気に参加されました。92歳になられました。
「皆さんも私のように長生きしてください。
こうして桜会に元気で出席できるようにね」
と力強いお言葉を頂きました。そのお洒
落で気品あるお姿、優しいまなざしに、
後輩たちは「かくありたい！」と、改めて「実
践卒業生」としての誇りをかみしめながら、
会場を後にしました。

　札幌支部は9／2（土）に
「認知症予防と心の健康」
をテーマに健康づくり講演
会を開催予定です。

宮村 智子
（昭和34年／大英卒）函館支部

　今年度活動予定
10月27日（金）18：00～
19：30
　平成29年度当支部社会
活動の一環として、実践桜会函館支部及
び北海道大学付属図書館函館館の共催
による「NIE教育ワークショップ『ことばの
貯金箱』」を開催予定
講師：渡邉裕子様（NIE教育アドバイザー・
実践桜会宮城支部　支部長）
10月28日（土）11：30～14：00
　実践桜会函館支部総会　場所未定　
渡邉裕子様にもご出席いただく予定です。
　今年度は上記二つを予定しております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

村井 沙織
（平成24年／大人社卒）岩手支部

　平成29年度の総会を6
月25日（日）、盛岡ホテル・
ルイズで開催いたしまし
た。今年度も一般公開とし、
デザインサイト・エアロ主宰の下山真貴
子先生をお招きして「おし花」講習会を
開きました。何種類ものおし花をピンセッ
トを使い、台紙にレイアウト、最後に額に
入れて、自分だけの作品を作り上げました。
笑い声があったり、シーンと静まりかえっ
たりで童心に返ったたのしいひと時でした。
　午後の総会は11名と少ない中、松花堂
弁当をいただきながら、近況報告に笑い、
先輩方のお話にうなづき、時間まで談笑
しました。　
　今年度は役員改選で支部長が交代しま
した。皆様どうぞよろしくお願い致します。

岩本 郁子
（昭和37年／大食卒）札幌支部
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本多 節子
（昭和51年院国卒）福島県支部

　鈴掛まゆみ理事長と広
報担当の大和惠子常任理
事、竹内節子理事のご出
席をいただき、平成29年
度福島県支部の総会と講演会（一般市民
も聴講）を6月24日（土）に郡山市で開催
いたしました。
　総会では、特に規約について、出席者
から積極的な発言があり、来年度に向け
ての建設的な総会となりました。
　会食後の講演会では、朝河貫一研究
会理事の山内晴子学術博士に「今、朝
河貫一博士の生涯ぼ業績から何を学ぶ
か」の演題で講演をしていただき、学生
時代にもどったような雰囲気で共通の時間
を持つことができました。福島県出身の
朝河博士は、日本人として初めてエール
大学の歴史学の正教授となった人物で
す。明治28年に学祖下田歌子先生はアメ
リカで教育視察をなさいましたが、同年に
21歳の朝河博士もダートマス大学進学の
ため、アメリカに渡航しています。また、
明治40年に、下田先生は、朝河博士に
封書を送っています。下田先生と朝河博
士の知的理念に基づいた世界観は共通
する部分が多く、よい学びの機会となりま
した。
　本支部では、現在、支部創設「25年の
あゆみ」の編集を進めております。来年
度の6月上旬完成予定です。

久保田 節子
（昭和40年／短大英卒）茨城支部

　6月25日（日）水戸京成
ホテルにおいて平成29年
度茨城支部総会を開催致
しました。
　全会員数31名のうち出席者は15名、葉
書での欠席通知が15名ありました。役員
12名の出席に対して一般の会員の方々の
参加が少なく、来年度は是非多くの皆様
にご参加いただけるよう願っております。

　午後からの演奏会には会員のお知り合
いの方 1々5名も参加され、末吉千枝子様
（フルート）と成田しのぶ様（ハープ）によ
る「フルートとハープによるスイートコン
サート」を開催致しました。
　演奏の合間に曲やその作曲者のエピ
ソード、フルートの仲間のピッコロや普通
のフルートより一回り大きなアルトフルート
の説明などを聴くことができました。モー
ツアルトの「フルートとハープのための協
奏曲より　Ⅱ楽章」では、アルトフルート
のソフトな音色とハープの心に沁み入るよ
うな音色に魅惑されました。また、47弦と
ペダルが7つあるグランドハープ、および
25弦で上部にレバーのある可愛いいサウ
ルハープの体験学習が出来ました。ハー
プに触れる機会のない私達には非常に貴
重な体験で、実際に音を立てて楽しむこ
とができました。会場はホテル側のご厚
意によりチャペルお借りすることができ、
思い出深い演奏会となりました。

池島 敬子
（昭和49／大英卒）栃木県支部

　栃木支部は10月1日
（日）、総会兼親睦会を開
催いたします。
　鹿沼方面に貸し切りマイ
クロバスで川上澄生美術館、花農場あわ
のでイタリア料理のランチ、古峯神社散策、
道の駅で買い物、帰途につく予定です。

茂木 初枝
（昭和45年／大被卒）群馬県支部

　21回群馬県支部総会は
6月18日（日）ホテルメトロ
ポリタン高崎において開催
されました。
　続く講演会は昨年同様｛「源氏物語」
の女性たちパートⅢ｝と題し「象のような
鼻をした姫君」～末摘花と呼ばれた女性

～のお話でした。物語に登場する女性の
生き方は私達には大変興味深いものでし
た。次年度もまた「源氏物語パートⅣ」
をお願い致しました。どうぞおいで下さい。
　懇親会は久々の参加という方も居られ
ましたが、皆楽しい時間を過ごし、最後
は92歳の先輩が「また来年も元気でお会
いしましょう。」で閉会となりました。
　秋の行事は10月25日（水）観音山丘
陵散策とお食事会を計画しております。
皆様のご参加をお待ちしております。

小河原 俊子
（平成4年／院食修）埼玉支部

　桜会埼玉支部　第21回総会並びに講
演会を平成29年6月24日（土）に埼玉会
館にて開催いたしました。総会では学園
から来賓として学長の城島栄一郎様、学
長室部長の上原信幸様、学長室秘書の
内田雄介様のご臨席を賜りご挨拶を頂戴
しました。また、実
践桜会理事長鈴掛
まゆみ様からは
メッセージをいた
だきました。午後
からの講演会は、
文学博士、大正大
学名誉教授・真言
宗智山派宥勝寺定額位大僧正の吉田宏
晢様をお招きして「画像でみる世界の宗
教」という演題をIT 機器等を使ってわか
りやすくご説明いただきました。続きをさ
らにお伺いしたくなる興味深い内容でした。
彩の国めぐり見学研修会
　昨年に続いて、平成29年10月4日（水）
に平家物語―北武蔵の兵たちの史跡探
訪を実施します。今年は本庄市の宥勝寺
をはじめ、北埼玉の6か所を訪ねる予定
です。深谷駅9時40分集合です。たくさん
のご参加をお待ちいたします。
実技講習会
　3月に会員が講師となり「楽しい絵手紙
教室」を開催いたします。
　以上が最短支部の三大事業ですが、こ
のほかに支部役員会開催や学園の行事
にも参加いたします。

念　校

KIP14-19_支部便り_CS6.indd 15　 データ更新日時　2017/09/11 10:43:03
W210×H297　 ＰＤＦ作成日時　2017/09/11 10:43:57
 loyal_X1a



16

た歴史あるお店「だるま」で楽しいラ
ンチタイムとなりました。

　前日まで悪天候が心配されましたが、
嘘のような晴天の一日となり、桜の蕾もそ
れなりに、小田原城下町を大いに満喫い
たしました。
　皆さんも、是非一度小田原城下町を散
策してみませんか？
　神奈川支部総会は7月2日（日）「グラン
ドホテル神奈中平塚」にて開催されました。

大島 節子
（昭和47年／短大栄卒）山梨支部

　私の住む山梨県広州市
勝沼町は峡東地域（3市
　甲州市・山梨市・笛吹市）
として「日本農業遺産」に
認定されました。特徴は桃・ぶどう・すもも・
サクランボなどの果樹産地で米を出荷し
ている農家はいないという農業地域なの
です。そんな地域にあって、ハーブが大
好きな支部会員さんがラベンダーを栽培
しているのです。
　山梨県支部では、そのラベンダーを毎
年6月に収穫作業し、母校バザーへの協
力としてラベンダーの匂い袋作りを行って
います。今年は6月29日に開催しました。
当日、急に都合が悪くなった方がいて、5
名という少人数での作業となりました。し
かし、当日は本部広報の活動取材も兼て
の集まりでした。取材にいらした鈴掛理事
長や広報担当の大和・竹内両理事にも手
伝っていただき、どうにか予定した100ケ
のラベンダー匂い袋が仕上がりほっとした
ところです。バザーにお出かけの折には
手に取っていただければ幸いです。
　山梨県支部では9月に定期総会を開催
します。今年は視察研修を兼ねた行事を
予定しています。なるべく多くの支部会員
が参加できるよう開催時期を調整し、会
話のはずむ楽しい時になるよう親睦を中
心にした支部活動に取り組んでいきます。

出家 成子
（昭和47年／大被卒）千葉支部

　今年度の千葉支部活動
のことはじめは、4月16日
の第14回千葉支部総会で
した。実践女子大学人間
社会学部教授の山下早代子先生をお迎
えし「『だいじょうぶです』は大丈夫なこと
ばか？」という演題で、日頃私たちが何気
なく使用している「だいじょうぶ」という言
葉について、興味深いご講演をして頂き
ました。内容は年3回発行する千葉支部
会報「ミルフィーユ40号」に掲載いたしま
したのでご覧くださいませ。
　千葉支部では会員の親睦をより充実さ
せるため、また千葉をもっとよく知ろうとい
うコンセプトで2つのミニ同窓会をご用意し
ました。9月15日（金）に「鴨川シーワー
ルド」へ、続いて11月9日（木）に千葉港
の「港湾めぐり」を計画しております。い
ずれも近隣のネットの協力の基、活動を
展開します。昨年のときわ祭のバザーで
好評の「着物の帯を使った兜つくり」を10
月2日（木）、船橋のカフェ「ひなたぼっこ」
にて制作します。先着20名分のキットを用
意しております。11月ときわ祭バザーには
今年も参加する予定です。
　千葉支部は来年、平成30年6月24日（日）
に創立15周年総会を催します。ただ今、
役員一同準備に集中しております。千葉
県在住の同窓生はもちろん、他県からの
同窓生のご参加も大歓迎です。多数の皆
様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
4月16日　第14回千葉支部総会

講演：人間社会学部教授　山
下早代子先生

演題：「だいじょうぶです」は大
丈夫なことばか？

7月29日　会報ミルフィーユ40号発行
9月15日　 千葉支部ミニ同窓会：

鴨川シーワールド
10月5日　 手芸制作

「着物の帯を使った兜つくり」
11月9日　 千葉支部ミニ同窓会：

千葉港「港湾めぐり」
12月 　　会報ミルフィーユ41号発行
3月　　　会報ミルフィーユ42号発行
6月24日　千葉支部15周年記念総会

守田 由紀子
（昭和28年／大英卒）神奈川支部

　昨年「小田原市部実り
会」が「神奈川支部」へ
と生まれ変わり、初めての
イベント「西海土（さいかち）
の邸園を歩く」と題して「春の小田原散
策会」を4月5日（水）に行いました。
　今年の桜の開花は遅く、まだまだわず
かにピンク色の蕾たちを眺めながらの散
策は、ゆっくりと次のような行程を辿りまし
た。
　①「小田原城址公園」

　本来なら、お堀や園内の約350本
のソメイヨシノが咲き誇っているはず
でしたが、まだまだ蕾のままでした。
チョッとだけ残念でした。

　②「西海土小路（さいかちこうじ）」
　かって17軒の武家屋敷が並び、明
治から昭和にかけて多くの文学者が
居を構えた場所です。この小路を通
り抜け「小田原文学館」へと。

　③「小田原文学館」
　幕末の志士で元宮内大臣でもあっ
た田中光顕伯爵の別邸として建てら
れ、当時流行した南欧風の造りで、
屋根瓦はスペインから輸入されたも
のです。1階と2階が小田原出身の文
学者の紹介展示場。当時95歳の田
中光顕翁に配慮してか2階への階段
はとても緩やかでゆったり。私たち若
者（？）にも設計者の優しさが伝わっ
て来ました。もう一つの伯爵別邸が

「北原白秋童謡館」（土地は山形有朋
所有だったとのこと）になっており、こ
の時代に水洗トイレであったことを知
り驚く。、マザーグースを翻訳し日本
に本格的に紹介したのが白秋だった。
多くの展示物に感動し「清閑亭」へ。

　④「清閑亭」
　黒田長成（元貴族院副議長）の
別邸で、小田原城の三の丸土塁の
一角を占め、相模湾を一望する素晴
らしい眺めでした。

　⑤「報徳二宮神社」（二宮尊徳翁を祀
る神社）

　⑥「だるま料理店」（昼食）
　散策の後、お昼は「昭和38年小
田原支部実り会の発会式」が行われ
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塚田 倭文子
（昭和45年／大被卒）長野支部

　長野支部は昭和55年創
立から40年近くの時が過
ぎました。この間、変わら
ず会員同士の和やかな交
流が続いています。
　ただ南北に長い長野県は北と南の行き
来が容易ではありません。そこで３つのブ
ロックに分け、毎年6月に県の中心部にあ
る松本市で役員会を、10月にはブロック持
ち回りで総会を行っています。
　29年度は6月4日に役員会を行い、今後
の予定などを話し合い、和やかなひと時
を過ごしました。
　10月1日には長野県善光寺の宿坊、渕
の坊において総会が開かれる予定です。
精進料理をいただきながら、より一層親
睦を深められればと願っています。
　長野支部も常に会員の増加を模索して
おりますが、なかなか新卒業生に入会し
ていただけないのが悩みの種となってい
ます。
　会員の皆様、この春卒業された皆様、
どうぞお気軽に総会にお出かけ下さい。
そして楽しいひと時を過ごしていただけた
ら、と思っています。

谷 洋子
（昭和42年／大食卒）福井支部

　福井駅前の商業施設ビル（通称ハピリ
ン）ができて1年が経ち、駅前もにぎやか
になってきました。
　新緑が梅雨に輝く6月25日、平成29年
度総会を福井フェニックスホテル内のレス
トラン「養浩館」にて行いました。総会後
の懇親会では、会員5人が懐石弁当を食
べながら、和やかな雰囲気の中、近況な
どを語り合いました。懇親会後は、ハピリ
ン内にあるプラネタリウムを鑑賞しました。
年齢も異なる支部会員が、横並びに座り、
快い音楽と解説に聞き入りました。日頃の
喧騒をすっと忘れたひと時でした。来年も
みなさんと和
やかな時間を
過ごせること
を楽しみにし
たいと思いま
す。

竹腰 葵
（昭和44年／大英卒）三重支部

　私ども三重支部では、平成29年度総会
を下記の様に開きます。
日時：平成29年11月18日（土）午前11時

半より
会場：「日本料理 たちばな」(四日市市安

島2-9-12　tel 059-355-1800)
　農学博士 水谷令子さんに、ユネスコ文
化遺産に登録された 「和食  日本の風土」
のお話しを前回に引き続き後編を、お話
し頂きます。いつも8人～10人のご出席の
現況です。お一人でも多くの方のご参加
を、お待ちしております。

並川 みき子
（昭和45年／大国卒）関西支部

　関西支部は毎年、学祖
祭後の10月に総会・親睦
会ならびに公開講演会を
開催し、会員同士の親睦
を図りながら活動しています。
　本年は平成29年 10月17日 （火）に第85
回関西支部 総会・親睦会・講演会を京
都長楽館内　イタリアレストラン・コーラ
ルにて行い、 講演会は講師として国際日本
文化研究センター教授　井上章一先生を
お招きし、「京都がたりトーク＆ライブ」を
行います。2016新書大賞に輝かれた著書
「京都ぎらい」（朝日新書）のお話と41歳か
ら始められたジャズピアノでの爆笑トーク＆
ライブをお楽しみ頂きます。 先生は昭和
19年9月実践女子専門学校家政科をご卒
業になられた井上園子様のご子息です。
平成29年 6月 7日（水）
関西支部　役員・幹事・地区委員 合
同委員会平成29年度予算編成（於：し
ずくホテルグランビア19F）

平成29年6月17日（土）
ときわかい主催　渡辺美佐子さん朗読
会参加（於：渋谷　同窓会館）
終了後　

平成30年度講演会　渡辺美佐子さん
朗読会　日程等打ち合わせ
平成29年7月10日（月）
京都ぎらい井上章一先生と行く京都再
発見ツアー参加
平成29年10月上旬
第84回関西支部 総会・親睦会・講演
会　試食と役員打ち合わせ
平成29年10月17日 （火）　 
平成29年　第85回関西支部 総会・親
睦会・講演会 （於：京都　長楽館内　
イタリアレストラン・コーラル）
平成29年10月
実践桜会バザーに村山造酢 酢みそ瓶
詰24個寄贈予定
平成29年12月上旬
関西支部　役員・幹事・地区委員合
同委員会　平成30年度開催場所確認
と見積もり等検討（於：しずくホテルグ
ランビア19F）

常田 明美
（昭和41年／大食卒）鳥取支部

　今年の支部の活動は新
潟県柏崎市のドナルド・
キーン・センターと米百俵
の長岡の訪問を予定して
おります。
　平成29年度の活動
6月9日（金）　新入会員の吉村美春さん
を迎えて拡大役員会を開催し、秋の
視察研修について・今後の支部の在
り方について話し合いました。

9月24日（日）　ドナルド・キーン・センター
柏崎にて、当時体調が良ければ　ド
ナルド・キーン氏ご自身がご講演を
されるとお聞きしていますので、柏崎
にて研修を予定しています。

9月25日（月）　米百俵の小林虎三郎・河
合継之助記念館・山本五十六記念
館で名高い長岡にてボランティアガイ
ドの方と一緒に幕末から昭和にかけ
ての長岡について勉強してまいりたい
と思います。

大谷 香代子
（昭和49年／大国卒）島根支部

　29年度実践桜会総会に
は、昨年よりまた一人多く3
名の島根支部会員で出席
させていただきました。
　本年度の島根支部総会は、ドナルド・
キーン先生のご講演を拝聴しに9月24日
新潟県柏崎市のドナルド・キーン・センター
に伺う予定に致しております。渋谷の総会
時に鳥取支部長と島根支部3名は同じ
テーブルに着席しており、鳥取支部長常
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投句されてはいかがですか。
　平成29年11月5日（日）松山市で、支
部総会を開催いたします。
一人でも多くの方のご参加をお待ちしてお
ります。

青木 京子
（昭和49年／大国卒）高知支部

　支部立ち上げに際して
呼びかけて作成した名簿
に落ちがないか、再度点
検して問い合わせましたと
ころ十数名の方を加えることができました。

　平成29年度総会懇親会は5月20日に行
われ、九名の参加がありました。小旅行
の提案や、ときわ祭の桜会バザーにゆる
キャラしんじょうくんの鍋焼きラーメンを送
ろうといって、盛り上がりました。八月には
会報（ミニレター）を発行予定です。

玉井 由起子
（昭和60年大学被服卒／平成3年院被服修）福岡支部

　福岡支部は、「日本の伝
統文化に触れる」をテー
マに研修会を開催しており
ます。
　本年度は、博多名物「辛子明太子」の
老舗「（株）山口油屋福太郎」の山口毅
会長を講師にお迎えし、1909年創業以来、
福岡の食を支え続けた（株）山口油屋福
太郎の歴史を通して、博多の食文化を中
心にご講演いただく予定です。
　開催月日は12月2日（土）、場所は福太
郎直営レストラン「天神テルラ」を予定し
ております。
　9月頃に福岡支部はもちろん、九州各
支部にも案内をさせていただきたいと思っ
ております。多くの会員のみなさまのご参
加をお待ちしております。

田様からのご提案によりました。
　鳥取支部は、私たちが初めての支部総
会を開催した時、鳥取・島根合同支部会
をして下さいました。そのパート２とでも
言えます。
　支部活動の社会活動催事としては、「女
房装束の着装の実演とお話」と題して霞
会館衣紋道研究会から講師をお招きし、
100名以上の方々にご参加いただき、昨
年に続きました大成功を収めました。（支
部会員の参加者人数は少なく頑張りたい
ものです。）
　本年度は調整中ですが、和歌について
の講演会と和歌披講の実演を催す予定で
す。

谷本 淑恵　
（昭和54年／大英卒）岡山支部

　岡山支部の今年度の支
部会は、年が明けたH30
年3月2日。
　場所は県北に近い“勝
山”。
　岡山で初めて、町並み保存地区に選ば
れた所なんです。
　その勝山の、老舗の酒蔵、“辻本店”で、
大先輩でちりめん細工作家の故、花房昌
子さんの作品が町のひな祭りの時期に展
示されます。

　全国のひな祭りブームの火付け役にも
なった勝山のひな祭りは、次回が20回目。
その節目の年に、花房さんの作品鑑賞、
酒蔵レストランでのお食事、町散策をした

いと思います。
　岡山駅からマイクロバス等で行く予定で
す。
今まで、アクセスが悪く、出席しにくかった
県北部の方々にも、お目に描かれる機会
かと、楽しみにしています。

根ヶ山 祥子　
（昭和61年／大被卒）山口支部

　山口支部は7月23日日曜
日、下関市長府の『十楽』
というお店で、2年に一度
の支部総会を開きます。
平素、なかなかお会いできない会員の
方 と々近況報告などしながら、実り多い時
間を過ごしたいと思います。また、今後も
一人でも多くの会員の皆様に支部活動に
参加して頂けるよう、情報発信に努めてま
いりたいと考えています。
　話は変わりますが、先日、大学時代を
一緒に過ごした友人から連絡をもらいまし
た。
「同期入学の仲間のあいだでライングルー
プができました。入りませんか？」「次男も
今年成人式を迎えたので、そろそろ私も
自分の時間を優先にさせてもいいかな・・・
と思っているところです。」とありました。30
数年ぶりにまた繋がれたら楽しくなりそう
です。

城徳 かをる
（昭和41年／短大生卒）愛媛支部

　28年度の支部総会は、
松山市「道後山の手ホテ
ル」で開催いたしました。
はじめて、出席された方も
あり、一人でも、多くなった事に感謝です。
　今回は、実践女子学園。実践女子大
学へ、入学のきっかけは、なに、？と、話
がはじまりました。
　時代背景もあったり、身近な人に勧め
られた事等が、多く聞かれました。卒業後
の就職まで、考えて、入学した人もあり、様々
です。
愛媛で就職された人は、教職が多いよう
です。
　共通の教授の授業の話、実験、部活、
渋谷の新校舎、日野校舎、学生寮での生
活等々、懐かしい話で盛り上がりました。
和気あいあいの内に、諸先輩方との、時
間が瞬く間に過ぎていきました。
　日本最古の温泉といわれる、道後温泉
につかり、坊ちゃん列車（路面電車）に
乗り、柑橘類日本一生産量とほこる「愛
媛のみかん」を食べにぜひお越しくださ
い。夏休み中には、高校生の俳句甲子園
も開催されています。俳都松山で、一句、
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藤山 たか子
（昭和49年／大食管卒）佐賀支部

　佐賀地方は6月6日に梅
雨入りしました。
　ここ数年、支部総会開
催日は6月初旬で、場所は
佐賀市の中心部にある老舗旅館あけぼの
にて開催しています。場所、お料理共に
参加者の皆様には大好評で、大満足頂い
ているようです。
　また今年からは、年長者の方と年少者
の方、各 1々名様より、大学生活、寮生活
の一番印象深い思い出をお話して頂くこ
とにしました。今年の年長者は、卒寿を
迎えられた田口さん、年少者は還暦を迎
えられた田中さんでした。それぞれの方の
エピソードから話が盛り上がり、時を忘れ
て思い出話に花が咲きました。

　佐賀支部は、発足53年目を迎えますが、
こうして半世紀もの間続けられたこと、そ
れはまさしく諸先輩の愛校心の賜物だと
再確認する日でもありました。
　率直なところ、年々会員数は減少し、
支部会参加者も横ばい状態で、特別な活
動は出来ませんが、少人数ながらも細く長
く続けられたらいいなぁと今は思っています。

山脇 美代
（昭和55年／院食修）長崎支部

　平成29年度の活動予定についてお知
らせいたします。11月上旬に長崎支部総
会を開催する予定です。同時にお料理又
はお菓子作りの講習会を行いたいと考え
ております。詳細は支部だよりにてお知ら
せしたいと思います。

瀬口 敬代
（昭和59／短英卒）熊本支部

　熊本支部は現在活動再
開に向けて動き出した所
です。今後の予定としては
平成29年10月　
桜会バザーに「くまモンふりかけ」寄贈予
定
11月
打ち合わせ　支部活動再開に向け、先ず
は顔合わせを行い今後の事について話し

合いを持ちます。

清水登美子
（昭和50年／大国卒）大分支部

　こちらは7月5日九州北部豪雨に見舞わ
れました。卒業生の方に連絡をとりました
が、幸い大きな被害を受けた方はなく安
堵いたしました。
　大分支部は、2年に１度総会を開催し
ており本年度は９月に開催予定です。
大分は別府、湯布院温泉ありの風光明媚
な土地柄で特に温泉は100%かけ流し、
海の幸の城下カレイ・関アジ・関サバ・
フグ・ハモ等にカボスをたっぷりかけ・・。
海幸と山幸のハーモニー、まさに豊とい
われる豊後の国に是非一度遊びにお越し
下さい。

山口 圭子
（昭和57年／大食管卒）鹿児島支部

　来年、平成30年は明治
維新150年。この節目の年
の大河ドラマに、鹿児島を
舞台とした「西郷どん」が
決まった。主人公は、もちろん明治維新
に力を尽くした西郷隆盛です。
　その激動の時代に生を受け、学問に励
み、女子教育に力を注いでこられた学祖
下田歌子先生の強いご意志とご苦労は、
いかばかりであったか。思いを巡らせてみ
ると、尊敬と感謝の気持ちでいっぱいにな
ります。
　今年6月、大先輩の宮脇さんが97才で
天寿を全うされました。宮脇さんには、下
田先生のご健在の頃のご様子をうかがっ
たり、沢山の教えを頂いて参りました。寂
しくなりましたが、支部会員一同様々な思
い出を胸に、これからも歩んでいきたいと
思います。
　「西郷どん」ブームにわく鹿児島へどう
ぞ！
明治維新を学び、雄大な景色に触れ、当
地の産物を味わう旅はいかがですか。
　平成29年度支部総会は、７月2日（日）
「竹千代」にて開催。

島袋 節子
（昭和41年／短大生卒）沖縄支部

　例年になく長かった梅
雨がやっと明け一気に暑
い夏の訪れが感じられる6
月最後の日曜日、平成29
年度実践桜会沖縄支部総会が執り行わ
れた。支部長挨拶（2016年5月15日より
施行の一般社団法人教育文化振興実践
桜会　定款の配布を含む）に引き続き支
部の平成28年度事業報告・会計報告、

次に平成29年度・30年度の事業計画及
び予算についての説明があった。
　その後、初のランチバイキングを楽し
みながらお互いの近況報告（老々介護は
いうに及ばす連れ合いが頑固になって困
るだの中には最近連れ合いを亡くし寂寥
感に嘖まれている等将又70歳過ぎて働き
始めた等々）や健康状態（目が悪くなっ
たとか耳が遠くなっただの）について止ま
るところを知らない程であった。

　そのような中、今回不参加の昭和30年
卒の仲地和子さんの返信葉書の中に「こ
ころの匙加減」を読みつつ自分の匙加減
を見つける云々から100歳の精神科医髙
橋幸枝先生の本が話題に上がり、その中
の「頑張りすぎず、自分を甘やかせすぎず。
我慢しすぎず、他人を頼りにしすぎす。」
に一同感銘をうけたのであった。
　そのほか昭和37年卒の大湾節子氏か
ら郷土料理のレシピの配布と試食を頂くな
ど楽しい女子会であった。

松嶋 みどり
（昭和49年／大被卒）英国支部

平成29年度活動予定
9月　グリニッチ天文台視察。
年に一度の支部会です。毎年何か楽しい
ことをしようと考えています。勿論お話も止
まりませんが。
ロンドンアイからリーバーボートで35分。
今年は世界の時間の基準となる「グリニッ
ジ標準時（Greenwich Mean Time）」の
基となっている王立天文台へ行きます。

秋田支部・新潟支部・富山支部・石川支
部・岐阜支部・静岡支部・愛知支部・ニュー
ヨーク支部においては、活動について現
在検討中です。
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　実践ときわ会は実践の中
学校、高等学校をご卒業の
皆様が入会できる会です。
年代を越えて、実践の同窓
生として、ときわ会でご一
緒に同窓会活動に参加致し
ませんか?!　（年会費は1,000円）
■2017年7月以降の事業

1　渡辺美佐子さん　「夏の雲は忘れない」
於：座・高円寺　7月8日（土）

2　 初風緑さん　第5回ストレッチの会　
10月13日（金）

3　 祝・成人の会に協賛　
 　2018年1月8日（祝・月）
4　ときわ会通信発行　10月
5　実践桜会HP更新

　日本映画界・演劇界で大活躍の渡辺美佐
子さんは、私達の大先輩。ときわ会の会員
です。講演会や、朗読会、ご出演の舞台の
観劇会などを催しています。
　6月17日（土）キャリアネットと共催で、
渡辺美佐子さんの朗読会を行いました。渡
辺さんには、向田邦子さんと佐藤愛子さん
の作品をご朗読いただき、素晴らしいひと
時を過ごしました。
●連絡先：TEL 090-2205-9712

（古藤 黎子）

実践技芸科会
科会長：中岡 久恵

　高齢のため出席出来ない
会員が多くなり、今年度の
総会は取り止めとなりまし
たが、活動の方では下記の
定期講習会を致しておりま
す。どなたでも入会は随時、
歓迎いたします。
■定期講習会　会場：実践桜会館
・ハーダンガー刺繍教室 毎月第2木曜日
・染色教室（楓会） 毎月第2火曜日

・編物の会 毎月第3金曜日
・日本刺繍教室（萌黄会） 毎月第1木曜日

●連絡先：TEL 
03-3307-6472

（中岡久恵）

実践被服科会
科会長：松岡 久美子

　平成29年度の総会は日野
キャンパスで開催しました。
生活環境学科の全面的なご
協力を頂き、学科の教育の
現況を見せて頂きました。
会員外の卒業生もお誘いし
ましたので100余名の方々がご参集くださり、
ミニホームカミングデーとなりました。被服
科改め生活環境学科の卒業生も多くなり、科
会の継続には生活環境学科の卒業生に繋
がって頂くことが不可欠です。そのために「名
称を考える」検討に入りました。今年の被服
科会の大きな課題です。平成30年度総会で
結論を出したいと考えています。今年の3事
業は以下の通りです。楽しさの中にも学びと
体験、技術、知識の集積を考えています。ご
入会は随時お受けいたします。
年間行事
■総会・懇親会

4月16日（日）11：00～
会　場：日野キャンパス

■観劇会： 〈劇団四季オペラ座の怪人とランチ〉
7月7日（金）：12：00～
会　場：KAAT神奈川芸術劇場

■講習会：〈指輪とペンダントトップの製作〉
9月2日（土）13：00 
会　場：実践桜会会館

■見学会： 〈東京スカイツリーとすみだ北斎
美術館と昼食〉

日　時：11月21日（火）11：00集合
集　合： 東京ソラマチ31F　レストラン

「國見」
参加費： Aコース　5,300円

 Bコース　6,300円
 Cコース　7,200円

 　　A：昼食とスカイツリー見学
　　B：Aコースと北斎美術館見学
　　C：Bコースとティータイム
申込締切り：11月7日（火）

■会報誌発行
・歌ごろもニュースNO.21　6月初旬発行
総会報告・年間行事詳細・母校の情報等
をお知らせする4ページの情報版です。平
成29年度からカラー化しました。

・歌ごろも26号　12月初旬発行
下田歌子先生の「歌」を戴き「衣」につ
いて学んだ学科から命名された12ページ
の会報誌です。創立25年記念号からカラー
化しました。25号では船﨑恵美子先生追
悼記事を掲載しました。
24号、25号と「絹」に関わる記事を掲載、

26号にも繋げたいと鋭意編集中です。
■ ときわ祭桜会バザー協力品製作

毎年手作り品を製作、桜会に寄贈してい
ます。

●連絡先：TEL＆FAX 03-3721-9378
（松岡 久美子）

実践家政科会
科会長：熊切 冨子

　今年度家政科会は57回の
総会を致しました。大勢の
方のご支援を戴きながら続
けております。まだまだ男
性社会の仕事場に飛び込ま
なければならない女子大の
卒業生は男女共同参画の意
味を十分に勉強してほしいと思い2回目の講
演をその道の鹿嶋敬先生にお願い致しまし
た。
　8月には食の研究会。見てきれい、食べて
美味しいフランス料理を代官山の洒落たレ
ストランで勉強いたします。
　9月には家政科会の大事な仕事として「旭
出学園の作業用のエプロン」の縫製を致し
ます。50年も長く続けた福祉事業です。私
共の小さな手で少しでも社会のお手伝いを
したいと思います。
　「健康で明るく生きる」家政科会のモッ
トーです。
平成29年度　後期　家政科会行事予定
■9月27日（水）　

10時～　福祉施設作業用エプロン縫製　
桜会会館
道具類、お弁当は用意してあります。

■10月8日（日）　
観劇会　昼の部　三越劇場「ペコロスの
母に会いに行く」主演・藤田弓子

■12月15日（金）　
歳末助け合い「1円玉募金」より寄付
キリスト教海外医療協力会に古切手寄贈

■平成30年1月24日（水）
新年会　ハイアットリージェンシー東京

● 連絡先： TEL＆FAX 045-571-0213
（熊切冨子）

実践ときわ会
科会長：古藤 黎子
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実践国文科会
科会長：若松幸子

　青葉の美しくなった4月最
終土曜日開催の国文科会総
会から活動が始まりました。
記念講演会は、昨年は「能」
を、今年は「雅楽｣ と日本
の古典芸能が続き、古の雅
を楽しみました。
■総会4月22日（土）13:00～
　於:実践桜会会館
■ 記念講演会（総会後）14:30～
　講演と演奏「平安の笛の世界」
　雅楽演奏家　笹本武志氏　
　講師･笹本武志氏は、国内外で活躍する
正倉院収蔵管楽器のトッププレイヤーです。
　予想以上に大勢の皆様のご参加で会場
は満員、あちこちから椅子を集めて盛会
でした。本来、雅楽は屋外で演奏するも
のですが間近で聴く雅楽演奏は珍しい体
験でした。楽師ご自身で製作された笛に
よる、平安の「源氏の世界」を堪能しま
した。
■寄り道文学散歩 6月3日（土）
　「小田原文学館見学」文学館は有形文化
財、昭和初期のモダニズム建築のスペイ
ン風の白い瀟洒な洋館の建物です。
・ 北村透谷 尾崎一雄 他、ゆかりの作家資
料や展示を見学。昔は武家屋敷が立ち
並んだ小田原住宅地にあり、別館は白
秋童謡館、ビデオで懐かしい童謡が流
れています。別棟には、尾崎一雄の書
斎部屋が移築されています。

■「能　黒塚」と「狂言　ぶす」の鑑賞会
　6月19日（月）依頼企画で「那与竹」広
報掲載に間に合いませんでした。　
■会誌「りんどう」42号7月7日発送
　以上は今年度前半実施済みの行事です。
■一葉祭　11月23日（木）
　於：東京都台東区立「一葉記念館」
■能・狂言鑑賞会　平成30年1月13日（土）
　「土蜘蛛」　於：国立能楽堂　
■ 新年会　平成30年1月28日（日）　
場所・時間等未定

〈国文科創設100周年記念号 記事募集〉
　実践に国文科が創設されて間もなく100
年です。その年の「りんどう」は、お祝い
記念号と致します。この記念号に向けて、
皆様からの企画や情報、記事、創作を募集し、
記念号に反映させたいと考えております。

詳しくは、「りんどう」42
号の巻末近くに掲載致し
ました。ご覧ください。
　ご不明の点は編集部ま
でお問い合わせください。
お問い合わせ先：実践桜会
内　実践国文科会

実践英文科会
科会長：山内 典子

　6月4日（日）第41回総会
が開催されました。今年度
の事業計画などが承認さ
れ、新年度がスタート致し
ました。総会後の講演会は、
実践女子大学文学部英文科
を卒業後、幼稚園の園長をなさっている井
口佳子氏に、“現在の社会状況から見た幼児
教育について”と題して講演していただきま
した。また、今年度も昨年に続き秋のバス
見学会を予定しています。皆さんの参加を
お待ちしています。

■会報誌について
　会報誌「英文科会だより」は年一回9月
に発行しています。
　講演会の様子、見学会や新年会の様子
などを会員の皆さんへ情報としてお送り
しています。会員の輪の広がりに繋がれ
ばと思っています。

年間行事
■会報誌：「英文科会だより2017」9月発行
■ときわ祭バザーに協力
日時：10月28日（土）、29日（日）

■見学会　バス見学会・・JAXAを探検
日時：11月7日（火）

■新年会：平成30年2月4日（日）
会場： 東京駅ステーションホテル、フ

ランス料理“ブランルージュ”
■常設勉強会：於実践桜会会館
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
●連絡先：TEL&FAX 045-862-3744

（山内 典子）

実践生活文化科会
科会長：北村 はるか

　生活文化科会が設立し、
約1年半が経ちました。生
活文化科会は仕事や子育て
に奮闘している若い世代が
多く、まだまだ駆け出しの
科会です。本科会では、卒
業生だけでなく、在学中から科会のことを
知っていただき、実践女子大学、生活文化
学科としてのつながりを、在学生・卒業生
問わず築いていきたいと考えております。
　昨年度3月には、科会誌第一号を発行いた
しました。生活文化学科の歩みや、第一回
同窓会・科会設立の会、第二回同窓会のご
報告などをさせていただきました。第二回
同窓会は先生・卒業生8名と、お子様2名の
少人数での会となりました。カフェ「備前」
で、美味しいお料理と楽しいお話の和やか
な会となりました。今後も、同窓会と共に
懐かしの先生を囲んでのお話の会などの企
画を予定しております。詳細は、随時メー
ルやFacebookでご案内させていただきます。
多数のご参加をお待ちしております。（ご案
内が届かない方は、jj.seibun.og@gmail.com
までお問合せください）
　また科会主催だけでなく、生活文化学科
主催の催し物にも、ぜひ多くのご卒業生に
おいでいただければと存じます。学科では、
卒業生を対象とした様々な講座やイベント
がございます。
　今年度11月11日（土）12日（日）には、日
野キャンパス常磐祭にて、生活文化学科ホー
ムカミング―が行われる予定です。11日
（土）13：00～15：00には、卒業生トークや
現在の生活文化学科に関するお話も予定さ
れております。常磐祭と共に、卒業生や先
生方のお話を聞きにいらっしゃいませんか。
詳細は大学HP等でご案内予定です。
　ご卒業後、ご連絡先が不明な卒業生の皆
様が多数いらっしゃいます。ぜひ一人でも
多くの方に、科会のお知らせや会報誌など
をお届けしたいと考えております。Facebook
にも情報を載せております。会報誌や同窓
会、イベントのご案内が届かない卒業生の
皆様、ぜひご友人同士をお声がけいただき、
生活文化科会までお問合せください。
問合先：jj.seibun.og@gmail.com　
Facebook：https：//m.facebook.com/profile.
php?id=100009369324879
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【入会方法】
入会申込はいつでも受け付けております。
桜会事務局（月～土9：30～17：00
日曜・祝日を除く）
TEL	：03-3407-7459		
FAX	：03-3499-0835
※HPからも申込ができます。
　http://www.j-sakura.org
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

●	キャリアネット設立15年目の交流会：
　2017年11月18日（土）
　	昼食を頂きながらキャリアネットの発
起人であり、元実践桜会理事長・若松
幸子氏のお話をお聞きします。

●	第1回セミナー・新年交流会：
　2018年1月20日（土）
　　講師：	Stillaアロマテラピースクー

ル＆サロン　主催
　　アロマテラピスト　富田ゆか氏

「卒業生のための仕事についての何でも
相談会」
相談ご希望の方は桜会事務室（03-
3407-7459）へご連絡下さい。相談
員は大学でのキャリア教育、就職支援の
相談、キャリアコンサルタント、産業カ
ウンセラーとして就労支援に関わってお
り経験豊富です。多数の卒業生、もちろ
ん在校生の方からのご相談もお待ちして
おります。どんな小さな悩みでもご相談
ください。会社でのお悩みでも大丈夫で
す。

今後の予定

ご興味のある方は是非ご参加下さい。

　実践キャリアネットは、実践桜会の組織で、2003年5月に桜会総会で「実践キャリアネット設立」が承認され発
足しました。2018年度には15周年を迎えます。
　｢仕事｣ ｢働く｣ をキーワードとし、世代・学部を超えた仲間と女性の活躍・キャリアアップに繋げる為の異業種
交流、セミナー開催、在校生支援、就労支援の専門知識を有した相談員による卒業生のための仕事についての何で
も相談などの活動を行っている同窓生のネットワークです。
　実践キャリアネットセミナー講師は主に卒業生にお願いしております。仕事に活かせるセミナーのみならずオフ
を楽しむセミナーなど多岐に渡っております。2015年度からの講師陣を紹介します。

企業で活躍する方 フリーランスで活躍する方

女性が輝けるためのセミナー 卒業生・活躍アラサー世代

戸崎史絵氏（野村證券）
「女性のためのマネーライフプラン」

貝山幸子氏（シャンソン歌手）
「シャンソンいかがですか？」

山内千夏氏（料理研究家）
「イタリア留学が私を変えた」

富田ゆか氏（アロマテラピスト）

鹿嶋敬氏（一般財団法人 女性労働協会会長）

「女性活躍推進法」

資生堂ビューティートップスペシャリスト
「私らしく輝ける、簡単リメーク美容術」

ワコールセミナー担当者
「ランジュェリーに関するエイジングセミナー」 セミナーの様子（2016年11月）

パネルディスカッション
「30代の壁どう乗り越えますか？」

※学生の方も多数参加

間瀬英世氏（㈱KDDI）

「企業におけるダイバーシティー」

講師と記念撮影
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出品者目録表紙

記念撮影2017年

会場風景① 会場風景②

〈出展者の声〉

杉原あつ（水墨画・染色）
　「作品展」を手段として、先輩、後輩の異世代間の交流ができ
る良さを感じます。出展にあたり、何げない日々を楽しみなが
ら元気を出し勇気をもらう場として熱中しているものを携えて
参加しています！皆様もいかがですか！

今井栄子（絽ざし・折り紙）
　3回とも出品させていただいております。回を重ねるごとに
出品者の腕が上がり見る人に感銘を与えてくれています。次回
も楽しみにしています。

大橋弘美（パッチワーク）
　様々なジャンルの作品を鑑賞しながらお話を伺う事は毎年の
楽しみであり、世代を超えたミニ同窓会を行っているようでも
あります。また作り手としては、作品を見ていただく事が次回
作への励みとなっています。これからもより多くの作品、より
多くの同窓生が集う場所となったら良いかと思っています。

　「手芸は女子がしわざの華なり」という下田歌子先
生の言葉を力に、同窓生8人で2014年『手芸作品展』
を開催したのがはじまりです。翌年1月、実践女子学
園卒業生作品展実行委員会をつくり、染色・刺繍・
リメイクドレス・パッチワーク・絵画・写真・人形
など創作作品の種類をふやし、「実践女子学園卒業生
作品展」（第1回）を開催しました。その後、2回目は
2016年1月、3回目は2017年4月に開催しました。会
場はいずれも、渋谷区文化総合センター大和田ギャ
ラリーを使用しています。施設使用登録団体として、
2016年に一般社団法人教育文化振興実践桜会の理事
会の承認を得て申請をし、渋谷区より承認されました。
　実践女子学園を卒業後に、又は在学中より続けて
きた作品作りを披露する場として、この作品展は、
同窓生の間にも段々と評判になってきています。作
品展は、成果の披露の他に、同じ活動をする方々の
集いの場に、又、同窓生たちが集う場にもなってき
ています。
　出展者の年齢層も80歳代から50歳代と幅広く、多
くは東京近郊からの参加ですが、遠くは仙台や福島
からの参加もあります。参加者は、前参加者からの
推薦や、会館に参加募集のポスターを貼り、また実
行委員の声かけなども加わり、少しずつですが輪を
広げております。今後の展開としては、参加者から
の一年に一度は作品展を開催して欲しいという声も
あり、その様な段取りで計画をしていきたいと考え
ています。

　出展にご興味のある方は、実践
桜会または実行委員（代表鍜島康
子）までどうぞご連絡ください。

「実践女子学園卒業生による
作品展に寄せて」

案内はがき

色　校
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　日本に留学する契機は、大学時代杭州の障害児療育園でのボラ
ンティア経験である。大学卒業後3年を過ぎた去年、自らの生涯教
育の一歩として、日本に留学し発達障害科学を学び研究したいと
思った。中でも自閉症スペクトラム障害に関する早期からのペアレ
ントトレーニング効果を検討したいと思った。修士終了後、日本の
私立障害児療育園で教員になり教育の現場から実践知識と能力を
磨きたい。中国杭州市障害児療育園の先生と情報交換し、発達障
害に関する日本の本を中国語に翻訳したいと考えている。サポータ
ーとして、中日の自閉症児教育交流及び連携に関する教育事業に
貢献したいと思う。

■張　瑜　チョウ　ユ

　中国

　筑波大学大学院
　人間総合科研究科
　障害科学専攻1年

　モンゴル科学技術大学の4年次に土木工学の分野で発展してい
る日本に留学したいと考えました。将来は祖国の土木インフラの発
展に寄与したいです。修士号取得後は日本の建設会社で働き経験
を積み、博士課程に進む予定です。博士号取得後には留学を通し
て学んだ技術と文化、起業精神を帰国して活用したいです。建設
会社を起業し、日本で受けた教育の恩恵を若い世代に受け継いて
いく必要と責任を自覚しています。起業後に若手の日本留学支援
やモンゴル国内の大学での教育に携わり、教育レベルの底上げと、
蒙日関係を学業面でも更に深くする立役者の一人になりたいです。

■トクトグバヤル
バーサンスレン

　モンゴル

　東京工業大学大学院
　社会理工学院
　土木工学コース
　修士1年

　数週間前に福島原発事故がもう一度中国のSNSで炎上した。偽
情報が波紋を呼んだ原因は、情報の欠如にある。ネットやSNSを
利用した中国人向けの日本の情報発信ビジネスは観光・グルメ・
商品が中心で社会的な内容を発信するメディアはまだ少ない。私は
「wechat」というアプリで、日本の観光、グルメ、商品、文化を紹
介している。wechatで社会的な内容のコラムを作り、私が体験した
日本社会の真実と知恵を伝えたい。日本の貧困問題を取上げたテ
レビ番組に「中国でも堂々と貧困問題を論じる日が来たら」と思い、
コンビニの『イチゴの日』に「都会人の日常の小さな楽しみ」を
感じて微笑んだように、自分の筆でボーダーラインを越えたい。

■邱　鑫欣　キュウ　キンキン

　中国

　東京大学
　教養学部（文科Ⅲ類）
　2年

　私は子供の頃から外国語を習う事と他国の文化を見るのが夢で
した。高校最後の年に先生から日本の技術発展や教育レベルの高
さを聞き、日本に留学しました。数学は世界中で共通に使用でき
る言語であり、多くの科目の基です。私は小学校の数学の先生の
お陰で数学が好きになったので、数学を楽しく教えられる教師にな
りたいです。卒業後は日本の研究施設で研究し、その後インターナ
ショナルスクールで働きたいです。日本語をさらに学び、中学・高
校の数学の教員免許を取得します。私は理系ですが、日本文化や
日本の歴史に視野を広げ自己表現能力を磨きたいです。時間を無
駄にせず目的に向かって頑張ります。

■Bedir Suheyla
　ベディル　スヘイラ

　トルコ

　城西大学
　理学部数学科
　2年

平成29年度  実践桜会奨学生
「国際交流基金奨学金」の奨学生は4名に決定しました。
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奨学生との交流会を平成29年9月30日（土）と平成30年3月10日（土）の2回開催いたします。
参加ご希望の方は実践桜会にお申し込みください。

女子大学英文科卒、実践女子大学名誉教授）から遺贈
された基金を合わせて運営されており、今年は23回目
となります。
　平成29年度選考委員会（選考委員は各役員選出母体
から推薦された5名と理事長、常任理事5名、計11名で
構成）を3月に発足、ホームページでの一般公募と、昨
年度応募のあった大学にも募集を致しました。今年度
の応募者は留学生63名（内訳:47大学院・16大学・10
カ国）でした。第一次書類選考と第二次面接選考行い、 
本年度の実践桜会国際交流基金奨学金の奨学生は大学
院生2名と大学生2名の4名に決定しました。

　創立者下田歌子先生は、女子教育を通して近代女性
の地位向上に尽力するとともに、社会事業家としても
業績を残しています。1901年から清国の留学生を受け
入れ、1905年には後の革命烈士として名を遺した秋瑾
女子も留学しています。
　｢国際交流基金｣は当会会員の西山美穂子（旧姓高田・
昭和3年実践女学校専門学部英文科卒）から「第二次大
戦の体験を踏まえ、東アジアから日本に留学を希望す
る女性のために役立ててほしい」という強い要望を添
えて遺贈された基金に基づき、1994年に創設されまし
た。2004年からは当会会員成田迪子（昭和28年実践

「実践桜会奨学金」は実践女子学園生の公募者の中から、
本年度は大学院生2名と高校生1名に決定しました。

た。更なる専門的知識や理解を深める必要を感じて、
大学院に進学した。修士論文の作成は重要だが、同
時に指導教員の仏像調査に同行させて頂き、生の作
品を見ることを大事にしている。学芸員を目指して、
机上の勉学のみならず様々な分野の展覧会に足を運
び、作品を見る努力も続けている。

■山崎  裕子
実践女子大学大学院　
文学研究科美術史学専攻博士課程前期1年

　研究は、「女性の働き方　～女性起業家のキャリ
アの分岐点～」である。前職を通して女性の様々
な働き方を見つめた。女性活躍推進法の施工や育
児・介護休業法の改正等で仕事と家庭や私生活の
見方が変わってきている。女性起業家にインタビ
ューして、キャリアの分岐点についてヒアリング
調査を行い、起業について多くのデータを集める

■矢野  由香里
実践女子大学大学院  人間社会研究科  人間社会専攻修士課程1年

　私は仏教美術史で平安前期の女性造像作品を中
心に研究している。【観心寺如意輪観音坐像】と【法
華寺十一面観音立像】を中心に女性と仏教及び女
性が関与した仏教美術作品について卒業論文で論じ
た。女性造像の研究はあまり進んでおらず私は博士
前期課程でその研究を一歩進めたい。私は中学生の
頃から学芸員という夢を持ち実践女子大学に入学し

為、量的調査も考慮に入れて研究を進める。将来は、
人材マネジメントを組織の女性のリーダー育成に
役立て、また国家資格のキャアリコンサルタント
資格取得して、個人レベルで人材を育てる支援を
したい。更に自然療法を取り入た働く人の心身の
健康を守るセラピーのイベント企画を考えている。

色　校
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蓮岱館で皆様と

朝摘みラベンダー 中村様のお庭

山梨支部の皆様と

足利学校ボランティアガイドのご案内

前列の右から2
番目が下田歌子
先生

下田先生訪問

　7月12日（水）、東京からの参加者42
名と栃木からの参加者8名の50名で栃
木県足利の史跡・名所を巡るバス旅行
が行われました。
　まず、ボランティアガイドの案内で
史跡「足利学校」に入学。宣教師フラン
シスコ・ザビエルに「坂東の地に日本
国中で最大・最高の大学あり」と紹介
された日本最古の学校は、その静謐な
佇まいが往事を今に忍ばせています。
古より多くの政治家・学者・芸術家が
訪れている中、学祖下田歌子先生も大

正10年に訪問。実践女子大学学長をさ
れた儒学者の宇野哲人先生は、釋

せき

奠
てん

（儒
学の祖をまつる儀式で正装にて行われ
る）で3回も講義をされたと、学芸員の
方より両先生の貴重な記録のご説明を
伺いました。
　近くの鎫

ばん

阿
な

寺
じ

散策後、老舗料亭足利
公園蓮

れん

岱
たい

館
かん

で足利のココ・ファーム・
ワイナリーのワインで乾杯、参加者の
皆様と楽しい懇親会となりました。
　午後は、あしかがフラワーパークで
熱帯性の色鮮やかな水連や様々なバラ

を楽しみ、栗田美術館では、伊万里・鍋
島の時を経てもなお美しい磁器を鑑賞
しました。その後、栃木支部の方々の
お見送りを受け帰途につきました。世
代や学科を越えた同窓生との楽しいお
喋りに、時の経つのを忘れる心豊かな
一日でした。

実践桜会 バス旅行　栃木足利への旅　～栃木支部との交流～

ンダーを刈り取らせて頂き、その香り
を満喫。また、ご近所の方が「家の娘も
実践だったんですよ」と気さくに声を
かけて下さり、和やかな立ち話。
　昼食は皆さんのお心尽くし溢れる食
卓のおもてなしに笑顔と話の花が咲き
ました。作品作りは小野さんの指導で
朝摘み取って束ねたラベンダーにリボ
ンを編み込んだラベンダースティッ
ク。更に向井さんをはじめ皆さんが持
ち寄った布で作った袋に昨年収穫の乾
燥ラベンダーを綿で包んで詰めます。
それをリボンで縛ったり、三角錐に閉
じてポプリ入れにします。細かい手仕

事で作られた品々を目にして感謝の気
持ちが一層強くなりました。山梨支部
の皆様、ありがとうございます!!

　 山梨支部のラベンダーを使った
様々な作品は桜会のバザーで毎年多く
のファンを集めています。6月29日に
山梨支部長大島節子さん（昭和47年／
短大栄卒）のご案内でラベンダー製品
作りに伺いました。会員の中村和子さ
ん（昭和39年／大食卒）宅に向井公子
さん（昭和24年／専門歴史卒）・小野ま
り子さん（昭和35年／大食卒）・中込照
子さん（昭和41年／短大生活卒）がお
集まりでした。中村さんはバザー用の
ラベンダーを畑で年間を通して丹精込
めて育てて下さっています。蜜蜂が忙
しく飛び回る中、私たちはお庭のラベ

ラベンダーの香りに包まれて～山梨支部へ～

足利学校の学芸員のお話

ポプリ作り

念　校
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　「青脈会」（あおねかい）は、山岳部の
卒業生の会です。山岳部の前身は、昭
和30年4月に創部された登山部でし
た。35年5月、内尾久美先生に顧問を受
けていただき、指導者として外部から
羽賀正太郎コーチを迎え、山岳部と名
称を変えて活動するようになりまし
た。その後、羽賀コーチの助言のもと、
山岳部を卒業した者たちが集い、活動
し、後輩を指導していく会として青脈
会が作られました。「青脈会」という
OG会の名称は、昭和33年3月1日に発
行された登山部報「青脈」第1号から名
づけられたもので、それ以来脈々と伝
統を受け継いできました。現在では、
大学・短期大学にサークル活動として
の山岳部は存在しません。昭和60年に
最後の会員が入会してからは卒業生の
会だけが存続し、2019年に60周年を迎
えようとしています。かつては100名
を超す会員が在籍しましたが、現在の
会員数は70名ほどになりました。
　青脈会の1年間の活動は、運営委員
会・山行・広報から成り立っています。
運営委員会は4月の総会から始まり、
実践桜会会館で年6回の定例会を開き
ます。そのほかに、恒例となっている

新年会があります。山行は、会が主催
する年12回の山登りです。コーチを偲
び新緑の山を歩く渓岳祭、1年の中で
最も長期の山行となる夏山山行、年の
締めくくりの忘年山行、その他に毎月、
月例山行が計画され実施されます。会
主催の山行以外にも、会員相互が計画
し誘い合って登る個人山行もあり、毎
月2回以上は山に登っていることにな
ります。関東周辺はもちろん、北海道・
東北・中国地方・屋久島、そして台湾・
中国・マレーシア（キナバル山）・スイ
ス・ニュージーランド・カナダ・ネパ
ールまで、それらの山行の計画や報告
を掲載した会報「青脈会だより」が年5
回全会員に向けて発行されます。
　登山は今や中高年から始まり若者の
間でもブームとなってきていますが、
青脈会ではそのような流行とは全く関
係なく、学生時代からの山岳部の先輩
後輩と共に60年も登り続けてきまし
た。短大では2年間、大学でも4年間し
か在籍しなかった山岳部でしたが、青
脈会への在籍は何十年にわたります。
山が好きで、素晴らしい仲間がいる、
その仲間たちと頂上に立つという喜び
は何事にも代えられないものであり、

山岳部のOG会「青脈会」のご紹介 青脈会　菅　妙子

今や会員にとって心のよりどころにも
なっているのが青脈会なのです。

［青脈会平成29年度役員］
会長　本間八穂子（昭和51年／大英卒）
総務　藤島桂子（昭和49年／短大家政卒）
会計　牧野佳世（昭和52年／大国卒）
庶務　小田明美（昭和49年／大英卒）
 〃 　石盛優子（昭和47年／短大英卒）
 〃 　安川美智子（昭和47年／短大家政卒）
 〃 　菅妙子（昭和51年／大国卒）
 〃 　田中益美（昭和52年／大国卒）
 〃 　川端博子（昭和52年／大食卒）

両神山八丁尾根

新年会　
内尾先生を
迎えて

赤牛岳から読売新道 青森県　八甲田山北アルプス　薬師岳

渓岳祭　会員が経営するペンションの前で

念　校
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本部
だより

訃報　戸野原須賀子様ご逝去
第8代桜同窓会理事長を務められた戸野原須賀子様（101
歳）が、平成29年4月29日にご逝去されました。専門学校
技芸科をご卒業、戦後は民生委員や人権委員を歴任。学
園理事・評議員、勲5等瑞宝章授与、学園にて戸野原須
賀子奨学金創設等、多くの功績を残されました。心より
ご冥福をお祈り申し上げます。

学祖祭
平成29年10月7日（土）
本年度は、10月8日の下田歌子先生ご命日が日曜日のた
め7日の土曜日に開催いたします。
実践桜会会館に祭壇を設置いたしますので、気軽にお参
りにお越しください。
実践桜会が所蔵する下田先生ゆかりの品も展示する予定
です。

実践桜会バザー開催
日時：10月28日（土）29日（日）9：30～15：30
会場：実践女子学園中学校高等学校記念館ロビー
全国各支部からの物産品、科会・会員の手作り品や寄贈
品、学祖下田歌子先生生誕の地「恵那市岩村」の特産品、
各種弁当等の販売もございます。
皆様、お誘いあわせの上、ぜひご来場ください。

（当日は宅急便も利用可）
＊寄贈品ご提供のお願い：10月21日（土）まで受付けます。
＊鮮度を要する食品は10月27日（金）までにお願いします。
〒150-0011　東京都渋谷区東1-1-40　実践桜会文化部宛
TEL：03-3407-7459　FAX：03-3499-0835

初春歌舞伎観劇会
日時：平成30年1月14日（日）
場所：国立劇場大劇場
演目：未定
出演：尾上菊五郎ほか
チケット代1万1千円（含お弁当、解説イヤホン付）
お問い合わせ・お申込みは実践桜会事務局へ
TEL：03-3407-7459　FAX：03-3499-0835

会費納入のお願い
一般社団法人教育文化振興実践桜会の運営・活動は皆様
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および実践
桜会本部窓口でご納入お願いいたします。
また、下記の銀行振り込みもご利用いただけます。
年会費2,000円
みずほ銀行　渋谷中央支店（１６２）
口座番号　　普通　１１８９７９５

「一般社団法人教育文化振興実践桜会」
なお、ゆうちょ振込用紙がない場合は、実践桜会会館ま
でご連絡ください。
TEL：03-3407-7459　FAX：03-3499-0835
会費納入状況のお問い合わせもお受けいたします。
※いずれの振込にも会員番号のご記入をお願いいたしま
す。

色　校
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実践桜会会館利用サークルのご案内
 サークル名 活動曜日 主な内容

 アトリエ染花 第 1 日曜日 工芸・飾り花

 編み物の会 第 3 金曜日 工芸・編み物

 実践桜会囲碁教室 第 2・4 月曜日 囲碁

 英文輪読会 A 第 2・4 金曜日 英文学

 英文輪読会 B 第 1・3 金曜日 英文学

 実践絵手紙の会 第 3 日曜日 絵手紙

 かえで（楓）会 第 2 火曜日 染色

 桂泉会 月 2 回土曜日 華道古流

 香友会 不定期 香道

 桜書道教室 月 2 回土曜日 芸術・書道

 下田歌子先生の著作を読む会 第 3 日曜日 研究会：下田先生を広く知る

 童の会 不定期 文学・児童の研究と創作

 十八の会 不定期 懇親会

 ハーダンガーの会 第 2 木曜日 工芸・ハーダンガー刺繍

 北欧刺繍に親しむ 不定期 北欧刺繍

 マンドリンクラブ OG 会 不定期 音楽・マンドリン

 実香会 第 3 土曜日 香道

 萌黄会 第 1 月曜日・第 3 木曜日 日本刺繍

 日本ギャスケル協会 第 1 又は第 3 日曜日（不定期） ギャスケルの研究

 日本バーナード・ショー協会 不定期 バーナード・ショーの研究

 北欧クロスステッチ 不定期 北欧刺繍

 JJF 総会 不定期 実践女子学園に在籍中の子女を持つ父親の会

青脈会 不定期 山岳部 OB 会

ハワイアンスクール 第 1・3 火曜日 健康フラとウクレレ

能を楽しもう 不定期 謡い

2017.9 現在／お問合わせは会館事務局へ

ホーページに掲載する投稿記事や写真をお寄せ下さい。
広報部メールアドレス：jissen-sakura-koho@dance.ocn.ne.jp

学園
だより

下田歌子研究所新刊紹介

新編下田歌子著作集『女子のつとめ』
（新編下田歌子著作集の2冊目となる出版）

―少女、妻、主婦、母、姑、姉、
妹、小姑。女性がたどる人生の
ステージごとの自分も周囲も円
満となる賢き振る舞いを説く―

監　　修：実践女子大学
　　　　　下田歌子研究所
著　　者：下田歌子
現代語訳：伊藤由希子

（実践女子大学下田歌子研究所 主任研究員）
出 版 社：株式会社 三元社

色　校
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第19回「実践女子大学・同短期大学部ホー
ムカミングデー」開催について
卒業生と元教職員の皆様を対象とした「実践女子大学・
同短期大学部ホームカミングデー」を以下のとおり開催
いたします。この機会にキャンパスへ足をお運びいただ
き、同窓生や教職員との交流で親睦を深めてください。
開催日：平成29年10月15日（日）
場　所：渋谷キャンパス創立120周年記念館6階 601講義室
開　会：13：00～
懇親会：14：00～（17階 ファカルティラウンジ）
※イベントの詳細はホームページをご確認ください。

向田邦子文庫展示室
●向田作品の展開（2）　様々な広がりを愉しむ

期　　間：2017年8月1日（火）～11月25日（土）
開室時間：9：00～17：00
展示内容： 活字から映像へそして舞台、映画へと広がっ

ていく向田作品を紹介します。
 （自筆原稿、原作本、シナリオ、漫画、ビデ
オ、DVD等を展示）

●語り継がれる向田邦子（1）　時代を超えた魅力（仮）
期　　間：2017年12月4日（月）～2018年3月24日（土）
開室時間：9：00～17：00
展示内容： 向田邦子が亡くなって、35年以上。いまだ

に、人々の話題に上る向田邦子。彼女を取
り上げている雑誌記事や様々なエッセイ、
新聞記事などを紹介します。

＊休室日：日曜日、祝日、大学の休校日（夏期一斉休校日、年末年始休校日）
詳細はホームページ（http：//jissen.ac.jp/library/）でご確認ください。

香雪記念資料館
展覧会　「朝倉摂　リアルの自覚」展
会　　期：2017年11月6日（月）～12月16（土）
休 館 日：日曜日、11月27日（月・展示替えのため）
開館時間：10：00～17：00
関連事業　講演会
観 覧 料：無料
会　　場：実践女子大学香雪記念資料館企画展示室1・2
主　　催：実践女子大学香雪記念資料館

関連事業　講演会
講師： 児島薫（実践女子大学文学部美学美術史学科教授）

「朝倉摂 ― 日本画からの出発」
　　　 関直子（東京都現代美術館主任学芸員／女子美術

大学特任教授）「戦後美術の中の朝倉摂」
日時：2017年11月25日（土）14：30～
会場：実践女子大学（渋谷キャンパス）創立120周年記念館501教室

公開市民講座
〈渋谷キャンパス〉
●国文学科
10月14日（土）、10月28日（土）13：00～17：00
内容：源氏物語のたのしみかた
＊ 10月2日（月）～10月28日（土）の期間は香雪記念資料館

で特別展示を開催（10月8日（日）は休館日）
＊ 10月6日（金）、10月27日（金）15：00～16：30
　 ワークショップを開催（要予約、定員30名、詳細は学園

ホームページにて掲載）

●美学美術史学科
12月16日（土）13：30～17：00
内容：ヨーロッパのクリスマス文化と美術・音楽
＊ 12月13日（水）～12月21日（木）の期間は1階プレゼン

テーションルームで特別展示を開催（12月17日（日）は休
館日）

〈日野キャンパス〉
●食生活科学科
10月21日（土）13：15～14：45
内容：健康に過ごすための食事と運動の工夫

●生活文化学科
10月26日（木）13：15～14：45
内容：こころとからだの科学

●現代生活学科
10月28日（土）13：15～14：45
内容： 実践！　プログラミング教育～スマートフォンでロボッ

トをプログラミングしながら、新しい社会と人間につ
いて考える～

●生活環境学科
11月4日（土）13：15～14：45
内容：所変われば品変わる～南欧にみる生活環境学～
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【総務部】
1） 定時総会開催（5月15日）
2）  理事会開催（13回）、常任理事打合せ会（2回）、常
任理事会（10回）開催

3） 秋季運営委員会開催（10月1日）
4）  学祖祭（護国寺墓参、中高桃夭香雪記念室祭壇礼拝、
実践桜会会館祭壇設置）、実香会によるお供え香（10
月8日）

5） 入学、卒業祝い記念品の贈呈（4月、3月）
6） 支部、系列科会への助成事業（46団体）
7）  大学・短期大学部「常磐祭」に参加　渋谷（10月15
日、16日）、日野（11月12日、13日）

8）  祝成人の会（1月9日）（実践女子学園/実践桜会共催
ときわ会協賛）

9） その他学園の懇親会等行事に参加
10） コンピューターによる名簿管理
11） 会員サービス事業の推進（新潟支部との交流会）
12） 実践桜会会館・日野分室（本館541号室）の管理

【事業部】
1） 母校教育助成事業（助成金・学園助成）
2） 大学「常磐祭」に協賛金贈呈・桜会賞授与
3） 社会活動助成事業（19団体）
4）  実践桜会奨学基金事業（学園高校生1名　実践女子
大学生2名　各30万円給付）

5）  実践桜会国際交流基金事業（ベトナム1名　韓国1名
台湾1名　各48万円給付）

6） 生涯学習（図書・教室等の管理）
教室：ハーダンガー教室、囲碁教室
図書：貸出・購入・整備

7） 結婚相談（原則　毎月第2、第4土曜日）
8） 法律相談（原則　毎月第2水曜日　11時～16時）
9） 会館貸室事業

【文化部】
1） 実践桜会バザー開催（10月29・30日）
於： 実践女子学園中高ときわ祭
　　中高体育館ギャラリーアリーナ会場

2） 初春歌舞伎観劇会（平成29年1月8日）
於：国立劇場

3） 母校記念品販売取扱

【広報部】
1） 「那与竹」第79号発行（平成28年4月1日）
2） 「なよたけ情報版」第22号発行（平成28年10月1日）
3）  媒体を中心とした地域交流の促進（埼玉支部・千葉
支部との地域レポート交流）

4） 実践桜会公式ホームページの管理・運営
5） 「那与竹」第80号の編集

【実践キャリアネット】
1） 運営委員会開催
2） 総会・講演会・茶話会（平成28年6月18日（土））
講師： 野村證券立川支店　支店長　戸崎史絵氏（卒

業生）
3） 特別企画セミナー（平成28年9月17日（土））
講師： 一般財団法人　女性労働協会　会長　鹿嶋敬

氏（元実践女子大学教授）
第1回セミナー（平成28年11月19日（土））
卒業生参加のシンポジウム形式
第2回セミナー（平成29年1月21日（土））
講師：（株）ワコール　セミナー担当者

4） 卒業生と在校生との交流会～OG懇談会～
平成29年2月15日（水）（於：渋谷）、平成29年2月
18日（土）（於：日野）

5）  卒業生のための仕事についての何でも相談会及び
cafe交流会（毎月第4土曜日）
（8月、10月、12月は休み）

平成 28年度
会館利用状況
（平成29年 3月 31日現在）

	 月	 件数	 人数
	 4	 32	 245
	 5	 37	 292
	 6	 39	 477
	 7	 32	 279
	 8	 12	 148
	 9	 35	 356
	 10	 38	 325
	 11	 34	 374
	 12	 26	 251
	 1	 26	 280
	 2	 30	 268
	 3	 28	 398

合計　369件　3698名

秋田先生の法律相談
桜会会員の皆さまを対象に、弁護士として豊富な経験と
実績をもつ秋田瑞枝氏（同窓生）による法律相談です。
毎月1回、実践桜会会館で行いますので、身の回りの諸事
お困りごとをお気軽にご相談ください。秘密厳守をお約
束します。
［相談室］
1.月1回、第2水曜日11時~16時
2.相談時間1回30分
3.休室 祝日･8月
［会場］実践桜会会館（渋谷）
［申込方法］
1.事前に電話で予約してください（先着順）
2.関係資料などは相談時にご持参ください

プロフィール●昭和40年実践女子学園高等学校を卒業後、慶應義塾大学
法学部法律学科に進学。在学中に司法試験第2次試験に合格、昭和54年
港総合法律事務所（東京港区）開設、平成9年ひのき総合法律事務所開設
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貸借対照表
平成２９年３月３１日現在

正味財産増減計算書
平成 28 年４月１日から平成 29 年３月 31 日まで

（単位：円）

（単位：円）

科         目 当年度 前年度 増減

Ⅰ資産の部

１ 流動資産 16,477,417 14,196,311 2,281,106

２ 固定資産 231,474,587 235,357,470 △ 3,882,883

（１）基本財産 27,966,601 27,966,601 0

（２）特定資産 61,887,231 64,227,231 △ 2,340,000

（３）その他固定資産 141,620,755 143,163,638 △ 1,542,883

　 資産合計 247,952,004 249,553,781 △ 1,601,777

Ⅱ負債の部

１ 流動負債 7,705,117 3,578,445 4,126,672

２ 固定負債 58,157,231 56,147,231 2,010,000

　 負債合計 65,862,348 59,725,676 6,136,672

Ⅲ正味財産の部

１ 指定正味財産 89,776,601 92,116,601 △ 2,340,000

２ 一般正味財産 92,313,055 97,711,504 △ 5,398,449

　 正味財産合計 182,089,656 189,828,105 △ 7,738,449

　 負債及び正味財産合計 247,952,004 249,553,781 △ 1,601,777

科         目 当年度 前年度 増減額

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益 33,697,081 34,080,008 △ 382,927

（２）経常費用

事業費 28,094,593 27,046,163 1,048,430

管理費 11,000,937 10,864,394 136,543

経常費用計 39,095,530 37,910,557 1,184,973

当期経常増減額 △ 5,398,449 △ 3,830,549 △ 1,567,900

２．経常外増減の部

当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △ 5,398,449 △ 3,830,549 △ 1,567,900

一般正味財産期首残高 97,711,504 101,542,053 △ 3,830,549

一般正味財産期末残高 92,313,055 97,711,504 △ 5,398,449

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 △ 2,340,000 △ 1,560,000 △ 780,000

指定正味財産期首残高 92,116,601 93,676,601 △ 1,560,000

指定正味財産期末残高 89,776,601 92,116,601 △ 2,340,000

Ⅲ　正味財産期末残高 182,089,656 189,828,105 △ 7,738,449
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告 知 板

会費納入のお願い
実践桜会は皆さま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します。
転居・改姓等をされた方及び会費のコンビニ入金をされる方で住所変更もある場合は、会員番号をご確認の上、実践桜会事務局（TEL：03-3407-7459、FAX：03-3499-0835）までご連絡ください。

ⓒ2017　一般社団法人教育文化振興  実践桜会  無断転載禁止　Printed in Japan

【寄附者ご芳名】（敬称略）
佐野 滋、鈴掛まゆみ、小河原俊子

編 集 ･ 発 行：一般社団法人教育文化振興  実践桜会
編集･発行人：鈴掛まゆみ
〒150-0011 東京都渋谷区東1-1-40
TEL：03-3407-7459　FAX：03-3499-0835
URL：http://www.j-sakura.org 
広報部メールアドレス：jissen-sakura-koho@dance.ocn.ne.jp
振込口座：東京00190-0-2384
転居された場合はご連絡ください。
印刷：株式会社ローヤル企画

［編集後記］

●�本誌の編集作業が始まって間もなく九州北部豪雨が起き
ました。テレビからは濁流の荒々しい映像が流れ、加え
て台風5号が発生以来記録的な長さで停滞し、奄美から
九州、北陸、東北と日本を縦断して行きました。広報部
は全国の支部の方々から原稿を頂いており、被害の報道
に支部の地名が出るたびに同窓の皆様が如何されている
のかと気を揉んでおりました。しかしながら、いつしか
ピンクとブルーの消せるボールペンが必須アイテムに加
わる程の慌ただしい編集作業に追われ、皆様のご様子を
伺う事も出来ぬままに気がつけば蜻蛉が空を舞う季節に
なっておりました。全国各地の会員の皆様が、慌ただし
い日常の中で一時でも穏やかな心持で本誌を手に取って
頂ければ幸いと存じます。（広報部一同）

♥結婚相談室♥
相 談 日 ：原則として毎月第2、第4土曜日・10：30～16：00
（10月第2土曜日は相談日が変更になる場合があります。）
休　　室 ：8月第2土曜日、12月第4土曜日
会　　場 ：実践桜会会館
入会資格 ： 本校卒業生及び卒業生のご紹介の心身共に健康

な男女
入 会 金 ：2万円、書類代：1千円
入会時に持参するもの ： 入会ご希望の本人直筆の履歴書

写真5枚（本人のみ、スナップ可）
☆秘密厳守で評判の良い相談室です。
☆詳細は相談日にお問い合わせください。
連 絡 先 ：TEL 03-3407-7459（実践桜会会館）

ハーダンガー刺繍教室
　ノルウェーの西海岸にある数多くの
フィヨルドの中のハルダンゲルフィヨル
ドを更に奥深くさかのぼった所に、ハー
ダンガーの起源となったハルダンゲルの
町はあります。
　昔からこの町は美人の多いこと、衣裳
の風雅なことで有名であると「世界地理
風俗大系」に示されていますが、今でも素晴らしい民族
衣裳は、結婚式用・儀式用と大切に伝承されています。
　ハーダンガー刺繍の基はドロンワークと呼ばれるもの
で、ドロンワークはギリシャで手技手芸として発達し、
縦横の糸を格子状などに抜いてかがっていく方法で、こ
の芸術的なレース模様はイタリアからヨーロッパの各地
に広がり、16世紀には一方でノルウェーの神秘的なフィ
ヨルドの奥深くハルダンゲルにも広がっていきました。
　当時の手芸の歴史を見ると、我が国には大正の初期ド
ロンワークと共に宣教師によってもたらされました。
講習日 毎月第2木曜日　中岡久恵

実践桜会囲碁教室
　実践桜会囲碁教室も開室以来6年目になります。教室
ではアマ6段の柳川さんの指導の元、卒業生と近隣の方々
と和気あいあいと楽しく学んでいます。年を取ると脳の
細胞は減りますが、神経細胞の突起が発達するそうです。
囲碁を学ぶことにより脳を活性化させ充実した生活を送
りたいです。皆様の参加をお待ちしています。（S.M）

［教室の開室予定日］
原則として、第2　第4　月曜日　13：00～16：00
10/16　10/30　11/13　11/27　12/4　12/18　
2018年1/15　1/29　2/19　2/26　3/12　3/26
［講師］ 柳川正興（アマ6段）
［会費］ 一回 1,000円（自由対局 500円）
自由対局 11/6　2/5　10：30～16：00　
卒業生の川村麻紗子さん（アマ5段）の指導があります。
追記： 常磐祭（渋谷キャンパス10月14・15日）に参加

します。
［連絡先］ 実践桜会事務 電話03-3407-7459

実践桜会会館・貸室のご案内
　明るい新会館をクラス会、サークル活動、各種打ち合
わせ等にお気軽にご利用ください。
　詳細は実践桜会事務局（TEL 03-3407-7459）へお問い
合わせください。

教室風景（講師による講義）
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