
実践桜会は、皆様の会費で運営されています。
年会費2,000円の今年度分を、同封の振込用紙でご納入ください。
お近くのコンビニまたはゆうちょ銀行か郵便局（窓口、ATM）をご利用ください。
また、実践桜会事務局でも受け付けております。

平成 24 年 4 月１日

那 与 竹
第 75 号

実践桜会新会館の竣工式

桜倶楽部（1921年〜 1953年） 桜同窓会館（1953年〜 1964年） 実践桜会会館（1964年〜 2011年）

題字
下田歌子先生

実践桜会は、皆様の会費で運営されています。
年会費2,000円の今年度分を、同封の振込用紙でご納入ください。
お近くのコンビニまたはゆうちょ銀行か郵便局（窓口、ATM）をご利用下さい。
また、実践桜会事務局でも受け付けております。

平成24年度定時総会を下記の要領で開催いたします。
ご出席の程、よろしくお願いいたします。

日時：平成24年５月13日（日）午前11時開始
場所：セルリアンタワー東急ホテル　Ｂ２Ｆボールルーム
　　　東京都渋谷区桜丘町26－１　渋谷駅徒歩５分
電話：０３－３４７６－３０００
議案：１．平成23年度事業報告
　　　２．平成23年度決算書承認の件
　　　３.	 公益目的支出計画実施報告書承認の件
	 ４．監査報告
　　　５．役員改選の件
　　　６．平成24年度事業計画及び予算の件
　　　７．新会館建設に関する件

　　　総会終了後、親睦パーティーを開催します。
会費：一般会員　10,000円　新入会員　9,000円
　	 ご出席の方は実践桜会事務局へ４月23日（月）迄に	
　	 お申し込み下さい。
	 大勢の皆様のご参加をお待ちしております。
　	 会費は当日会場でも受け付けます。
電話 :０３－３４０７－７４５９　FAX	:	０３－３４９９－０８３５
※欠席の方は必ず同封の委任状をご返送下さい。
　支部での一括送付も受け付けます。
※総会出席で宿泊希望の方は会員のための割引がありま	
　す。実践桜会事務局へお問い合わせ下さい。

実践桜会新会館落成記念特集号

実践桜会新会館（右上：学園桃夭館前の桜）

平成24年度

定時総会のご案内
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実践桜会新会館

　完成のご挨拶

　平成24年の新年にあたり、新会館が完成したことをご報告でき、嬉しく思います。

　昨年12月に完成、諸々の検査を経て１月11日大成建設 ㈱から引き渡しが行われました。

　１月27日に竣工式と直
なおらい

会、28日に竣工披露パーティーを行いました。その後、見学の日を設けました。ここに、

会館が竣工し、ご披露できるのも皆様のご支援のお蔭と感謝いたします。

　会館建設にあたりまして、実践女子学園には大きな支援をいただきました。また、建設にあたり適切なマネジメ

ントをしていただいた明豊ファシリティワークス㈱様、このように明るく品格のある会館に仕上げていただいた

大成建設㈱の皆様に感謝申し上げます。

　一般社団法人への移行に伴い、会館の貸室事業は公益目的事業の１つとして認められました。そこで、同窓生だ

けではなく、これまで以上に広く一般の方々にも、開かれた会館としての活動を行っていきたいと思います。

　さて、今年５月をもって役員は任期満了になります。皆様のご支援に感謝いたします。

一般社団法人教育文化振興　実践桜会

　　　　　　理事長　鍜島康子

６科会から寄贈されたお祝いのフラワースタンド

完成を祝して三本締め

直会での感謝状贈呈

若松幸子建設委員長の
ご挨拶

　１月 27 日  竣工式・直会

竣工祝いの
記念品



3

会館利用の今後の希望や活動について

科会長からひとこと

ときわ会　藤島栄子
　新会館の落成おめでとうございます。建設委員と

して２年余り、新たなものを作り出す大変さと、現実

として出来上がった喜びと、二度と巡り合うことの

できない経験をさせていただきました。

　先輩と共に関われた建物が、これからもずっと後

輩に引き継がれ、同窓生の活動の場になることを大

変嬉しく思います。

技芸科会　中岡久恵
　技芸科会では、会館での各講習会が主な活動で、繊

細な手芸が基礎となり、明るい照明が不可欠になり

ます。特徴ある新館の各部屋を使わせて頂きながら

一番ふさわしい部屋を決めるのも楽しみの一つと

なっております。

被服科会　佐藤由紀子
　実践桜会の会館新築おめでとうございます。渋谷

の地の利を生かし、会員が気軽に気持ちよく使用で

きる「場」であって欲しいと思います。総会等の科会

行事については、特例として貸室の一年前の予約を

認めていただきたいと思います。

家政科会　熊切冨子
　卒業生の集まれる場所ができまして嬉しく存じ

ます。新しい建物は、それなりに綺麗で今時にあった

設計で、若い卒業生も喜ぶと思います。多目的に使用

できるため、待ち合わせに、委員会に、講演会に、福祉

事業にも使いたいと思います。

国文科会　加瀬和子
　地域に溶け込んだ上品な佇まいの会館、その明る

くさわやかなホールは、多くの人に居心地のよい

スペースとして愛されますように。

英文科会　永井和子
　実践桜会発足にご尽力を注がれた先輩方のお陰

で、新会館が出来た事に感謝します。卒業生の誰もが

喜んで気楽に集い、利用し易い、桜会の活動も活発に

行われる場所となる様願っています。

吉田理事の指揮で校歌斉唱

にぎやかなパーティー会場

実践桜会新会館の夜景

　１月 28 日  竣工披露パーティー

司会は
卒業生の平田由美さん
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平成 24 年度年間行事予定表 □日は未定
 年　月    本　　　　部 協力団体　（支　　　　部）

H24 4月 1日 「那与竹」　75号発行
  1日 国際交流基金給付生募集
  □日 実践桜会奨学基金給付生募集
  □日 入学記念品贈呈（院・大・短・中）
  7日 春季委員会（於　渋谷）
  21日 キャリアネット工場見学会
  14・28日 結婚相談
  28日 キャリアネット「卒業生の為の就職・転職相談会」(於　渋谷)
  □日 支部・科会助成金給付
 5月 13日 定時総会（於　セルリアンタワー東急ホテル）
  14日 国際交流基金奨学生募集締切
  12・26日 結婚相談
  26日 キャリアネット「卒業生の為の就職・転職相談会」(於　渋谷)

 6月 4日 国際交流基金選考委員会（書類選考）
  9日 学祖法要（於　岩村）
  16日 キャリアネット総会・講演会
  17日 国際交流基金選考委員会（面接選考）
  23日 キャリアネット「卒業生の為の就職・転職相談会」（於　渋谷）
  9・23日 結婚相談
  29日 実践桜会奨学基金給付候補者（高）面接

 7月 7日 実践桜会奨学基金給付生（高）決定
  14日 国際交流基金奨学生説明会
  14・28日 結婚相談
  28日 キャリアネット「卒業生の為の就職・転職相談会」(於　渋谷）
  8月 7日〜 16日 実践桜会会館夏期休館
  18日 キャリアネット会員交流会（納涼）
  20日 社会活動助成事業の応募締切
 9月 8日 地区懇談会（於　新潟）
  8・22日 結婚相談
  29日 キャリアネット「卒業生の為の就職・転職相談会」(於　渋谷）
 10月 1日 「なよたけ情報版」18号発行
  6日 学祖祭（於　護国寺・桜会会館）
  6日〜 13日 下田歌子先生を顕彰する会（於　桜会会館）
  13日 社会活動助成支給団体決定
  13日 秋季委員会
  13日 第1回国際交流基金奨学生交流会
  □日 社会活動助成金給付
  13・27日 結婚相談
  20日 キャリアネット「在学生の為の就職相談会」(於　日野)
  27日 キャリアネット「卒業生の為の就職・転職相談会」(於　渋谷）
  27・28日 実践桜会バザー
 11月 10日〜 11日 常磐祭（於　日野）
  11日 大・短大常磐祭協賛、桜会賞授与
  10・24日 結婚相談
  □日 実践桜会奨学基金給付候補者面接
  17日 キャリアネット第1回セミナー
  24日 キャリアネット「卒業生の為の就職・転職相談会」(於　渋谷）
 12月 1日 臨時総会
  1日 実践桜会奨学基金給付生決定（院・大・短）
  □日 社会活動助成金給付
  8・22日 結婚相談
  15日 キャリアネット会員交流会（忘年会）
  26日〜 1/6 実践桜会会館冬期休館

 上旬 茨城支部第１回役員会　年間計画
 中旬  埼玉支部役員会（講習会の反省・会計監査・第16回 
  支部総会の準備）
 □日 山形支部役員会　当番幹事引き継ぎ
 □日 群馬支部役員会（総会準備会）
 中旬 山梨支部役員会

中・下旬  埼玉支部役員会（彩の国めぐり下見・第16回支部総会案内の発送）
 27日 千葉支部第9回総会・講演会・親睦会（於　京成ホテル・ミラマーレ）
 下旬 関西支部役員・幹事・地区委員合同委員会
 □日 岡山支部懇親会（於　茶寮　あずみ乃）
 □日 小田原支部『実り会』総会（日程・会場　未定）
 3日 長野支部役員会（於　松本市）
 7日 佐賀支部総会・懇親会・バザー提供品準備
 16日 茨城支部第２回役員会　総会準備
 17日 札 幌 支 部 総 会・親 睦 会・社 会 活 動「 ハ ワ イ ア ン 
  ミュー ジック」（於　札幌グランドホテル）
初・中旬　 埼玉支部役員会（総会の準備・彩の国めぐり下見）
 中旬  千葉支部世話人会（役員・社会活動：留学生交流会・８ブ 
   ロックネットワーク活動）＊８区ネットワークでは会 
  員の 親睦、研修を「千葉を知る」をテーマに活動中
 23日 茨城支部総会・講演会等
 23日 埼玉支部総会・講演会・懇親会（於　埼玉会館２Fひまわりラウンジ10時〜）
　  講演会「彩の国の偉人　塙保己一と群書類従」講師長谷川典明氏本庄市
　   文 化 財 保 護 審 議 委 員・郷 土 史 研 究 家
 24日 福島県支部総会・お香を聞く会（於　福島市栄町ホテル辰巳屋）
 24日 沖縄支部総会（於　那覇セントラルホテル）支部創設20周年・ミニコンサート他
 下旬 山梨支部ラベンダーの穂摘み取り　手芸・健康食の研修会
 □日 群馬支部総会・講演会・懇親会
 下旬 福井県支部総会・懇親会
 □日 山形支部総会・懇親会・研修会（米沢）
 初旬 函館支部総会　
 □日 群馬支部総会反省会・会員への総会資料送付作業
 中旬  埼玉支部役員会（総会の反省・総会資料送付）
 下旬 千葉支部会報「ミルフィーユ25号」発送予定

 下旬 山梨支部　総会打合せ

 初旬 埼玉支部役員会（見学研修会下見準備会）
 中旬 山梨支部　総会
 下旬 埼玉支部役員会（研修会下見準備・後期事業打合せ）
 3日 埼玉支部彩の国めぐり日帰り見学研修会「高窓の 
  里 （養蚕の村屋敷風景）とさざえ堂」
 初旬 長野支部総会
 上旬 鳥取支部　総会
 14日 栃木支部総会（会場　葛生方面で予定）
 中旬 関西支部総会・親睦会・講演会
 □日 群馬支部日帰り研修旅行

 
 初旬 埼玉支部役員会（見学研修会の反省・参加者への 
  送 付・今後の準備）
 初旬 千葉支部世話人会
 下旬 関西支部役員・幹事・地区委員合同委員会
 下旬 山梨支部　研修会（介護について）
 
 初旬  千葉支部会報「ミルフィーユ26号」発送予定
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□日は未定
 年　月    本　　　　部 協力団体　（支　　　　部）   

学 園 だ よ り

H25 1月 14日 初春歌舞伎観劇会（於　国立劇場）
  12・26日 結婚相談
 ２月 □日 社会活動助成金給付
  16日 キャリアネット第２回セミナー
  9・23日 結婚相談
 3月 2日 第2回国際交流基金奨学生交流会
  □日 卒業記念品贈呈（院・大・短・高）
  □日 新委員の委嘱状発送
  9・23日 結婚相談
  26 日 キャリアネット「卒業生の為の就職・転職相談会」(於　渋谷)

 中旬 埼玉支部新年会（第17回総会開催日程等の打ち合せ）
 中旬 山梨支部新年会　お茶会と懇親会
 初旬 千葉支部世話人会「年間計画予定の話し合い」
 中旬 埼玉支部役員会（講習会・支部総会の開催準備）
 □日 群馬支部役員会及び新年会
 初旬 山梨支部　役員会
 中旬 千葉支部会報「ミルフィーユ27号」発送予定
 下旬 茨城支部第３回役員会　
 下旬 埼玉支部研修会「楽しい絵手紙実習」

　	 年　月 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学　　　　園

  10月 27日 ときわ祭（中・高）
   28日 ときわ祭（中・高）（ホームカミングデー）
  11月 10日 常磐祭（ホームカミングデー）
   11日 常磐祭
  12月 15日 大学・短大オープンキャンパス
H25  1月
  2月
  3月 3日 高校卒業式
   18日 中学卒業式
   19日 短大卒業式
   20日 院・大学卒業式
   24日 大学・短大オープンキャンパス

H24  4月 3日 入学式（短大）
   4日 入学式（院・大学）
   7日 入学式（中・高）
  5月 7日 学園創立記念日（創立113周年）
   13日 大学・短大オープンキャンパス
  6月 9 〜 10日 学祖下田先生　生誕地岩村墓参（１泊２日）
   17日 大学・短大オープンキャンパス
  7月 29日 大学・短大オープンキャンパス
  8月 12日 大学・短大オープンキャンパス
  9月 16日 大学・短大オープンキャンパス
  10月 6日 学祖下田先生　護国寺墓参
   □日 中学校運動会
   21日 大学・短大オープンキャンパス

「創立 120周年記念 1期整備計画募金」の御礼
　卒業生の皆様には、「創立 120 周年記念 1 期整備計画募金」に多大なるご支援とご協力を賜り、篤く御礼申し上げます。
　平成 23 年度は、桜会（本部・支部）から 6 件、2,600,000 円、会員の皆様から 833 件、24,124,031 円（平成 24 年 2 月末日現在）
のご寄付を頂戴いたしました。心より感謝申し上げます。　　　　　　　　　　　　　実践女子学園理事長　　井 原　 徹

平成24年度　実践女子大学・短期大学公開市民講座
 会　場 ：  香雪記念館大教室　※事前申込不要

『 琉球芸能江戸上り－沖縄古典芸能の歴史を探る－ 』　 
 日　 程 ： 6月30日（土）
 内 　          容： 映画上映（本学卒業生プロデュース・ドキュメンタリー
　  映画「よみがえる琉球芸能江戸上り」）「琉球芸能の
　  話」（講演）、「琉球古典音楽と舞踏」（実演） 　 
   外部講師 ： 三隅  治雄　芸能学会会長（元実践女子大学教授）
   演 技 者 ： 照喜名  朝一（人間国宝、琉球古典音楽）
    金城  美枝子（重要無形文化財保持者、琉球舞踊）
    

『特別企画 ： 新しい日野キャンパスの構築に向けて　
　－生活科学と健康－』

 日　程 ：  6月23日(土)午後１時〜４時
 テーマ ：  天然物と健康（短期大学食物栄養学科担当）　
   外部講師 ： 南雲  清二　星薬科大学名誉教授、前薬草園長　 
    「日本の薬用植物について」
    阿部  啓子　ジャパンハーブスクール講師
　    「ハーブの楽しみ方」
   内部講師 ： 岩間  正典　食物栄養学科教授「発酵と発酵食品」
 日　程 ：  9月15日(土)午後１時〜４時
 テーマ ：  食と健康（食生活科学科担当）　　　
   外部講師 ： 徳留  信寛 国立健康栄養研究所理事長
   内部講師 ： 井部  明広 食生活科学科教授（食品衛生学）
　    佐藤  健 生活環境学科准教授（人間工学）
    井口  眞美 生活文化学科講師（幼児教育学）

 日　程 ： 10月20日(土)午後１時〜４時
 テーマ ： 子どもと健康（生活文化学科担当）　
   外部講師 ： 十枝内  厚次 宮崎大学・医学部内科学講座講師
   内部講師 ： 古川  漸　 食生活科学科教授（応用栄養学）
    本間  洋子　 生活文化学科教授（小児科学）
    塚原  肇　 生活環境学科教授（プロダクトデザイン）
 日　程 ： 11月24日(土)午後１時〜４時
 テーマ ： 生活環境と健康（生活環境学科担当）　　
   外部講師 ： 尾崎  博和　 航空開発実験集団・本学非常勤講師
   内部講師 ： 稲葉  裕　 食生活科学科教授（公衆衛生学）
    山﨑  和彦　 生活環境学科教授（生理人類学）　　　 
    松田  純子　 生活文化学科准教授（幼児教育学）

ホームカミングデーのお知らせ
○実践女子学園中学校高等学校（渋谷校舎）
　日　時 ： 平成24年10月28日（日）（ときわ祭開催中）
　　　　  歓迎セレモニー・懇親会（予定）
　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
　　　  TEL03－3409－1771
○実践女子大学・短期大学（日野・大学校舎）
　日　時 ： 平成24年11月10日（土）（常磐祭開催中）
   イベント（本館441教室）・懇親会（香雪記念館
   ２F会議室：予定）
　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



　実践キャリアネットは「仕事」「働く」をキーワードとした同窓生のネットワークです。世代・学部を超えた仲間との異業種交流、キャ
リアアップの為のセミナー開催、在校生支援、卒業生就職･転職相談などの活動を行っています。　
詳細はHP　http://www.j-sakura.orgのキャリアネットをご覧下さい。「仕事」について関心のある方はどなたでも入会、大歓迎です。

実 践 キ ャ リ ア ネ ッ ト
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10月15日（土）
日野香雪記念館
在学生支援・就職相談会
  「ようこそ先輩、ようこそ
後輩“働く”を話そう」
　雨風の強い日でしたが学生さ
んの相談は途切れることがなく、
業種別に分かれて多くのご相談
に対応しました。

11月19日（土）
実践桜会会館　第1回セミナー
  「イタリアの料理・文化・生活を語る—
オリーブオイルを普段の食生活に取り入
れ、善玉コレステロールを増やそう—」
　本学卒業生でイタリア料理研究家の青
木敦子氏からオリーブオイルの魅力をお
聴きし数種のテイスティングを皆で楽し
みました。

2月18日(土)
実践桜会会館　第2回セミナー
「美しい姿勢とエレガントな動きでアン
チエイジング」
　新しい会館で本学卒業生・元タカラ
ジェンヌの初風緑氏から懐かしい中高の
思い出や宝塚歌劇団での思い出をお聞き
した後、簡単に出来る美しい姿勢のため
のストレッチを教えていただきました。

　今回の学祖祭では「下田歌子先生の
著作を読む会」を併せて行いました。
下田先生のお考えを著作を通して同
窓生たちの視点から、より深く広く知
る機会を輪読会形式で行いました。テ
キストは下田先生らが起ち上げた「帝
国婦人協会」機関誌｢日本婦人｣第一号

（明治32（1899）年12月3日発行）で

す。会場では寄贈資料の展示（右写真）
とDVDの上映を行いました。
　20世紀直前の新しい時代に、下田
先生が身分の境界なき婦女子への教
育の機会を作ろうとされた高揚感。自
立する勇気の提唱や実用ノウハウな
ど、興味深い内容が参加者に残ったよ
うです。後日「著作を読む会」の継続を

望む声も上がりました。
（テキストは、板垣弘子元短大教授編『下
田歌子著作集』 資料編第四に収録）

活動報告

初風緑氏の講演

ストレッチ風景

下田歌子筆短冊、矢絣の制服用布地等

青木敦子氏の講演

就職相談会の模様

　お世話になった懐かしい
先生に在職当時のエピソー
ド、思い出、近況などを語っ
ていただきました。
　ご登場くださるのは元実
践女子大学・短期大学学長
の吉川正己先生です。

　同窓会の皆さま
　いよいよ桜会の会館落成の年になりました。
　皆さん挙ってのお歓び　ご同慶の至りと
心からお祝い申し上げます。
　さて、私の実践奉職（1977）頃の同窓会で
は、親しく下田先生に学ばれた方も多く、先
生のエピソードなど折に触れてお伺いしま
した。
　或る日、私の手元に「桃夭」と云う（詩経・
周南）の詩が匿名で届けられました。
　　桃　之　夭　夭　　　灼　灼　其　華
　　于　子　之　歸　　　宣　其　室　家
　桃は若いよ燃え立つ花よ　この子ゆきゃ
れば行く先よかろ（嫁ぎ行く娘を祝う歌）。
　詩の言葉は、先生の桃夭塾創設の精神、

「塾生は私の子」の信念に因み　忘れられま
せん。

　さて、私は……1998年実践を退職して、
今まで就いていた仕事の向う側の「世界」を
見たい知りたい　などと思っていました。
　広報「桜むすび」で、実践の夢を実現する

『エンジン』も相変らず健在らしいなと、実
感して、安心しました。
　ところで、あの玄関前の植込みも床しい、
旧桜会館二階での出来事。集会の隙にソッ
と置いたビー玉が転がりだしての驚き！
　今は昔のお笑い種となりましたね。輝か
しい新館落成です。おめでとうございます。
　そして今年も、新会員の誕生です。「心替
れば、世界も動く」それが今です未来です。
　グローバル　マインドを掲げて、若者が・
企業が、クリエーター達も、新世界で発言し
ようと飛び出します。
　同窓会も、活躍する会員たちの母港にな
るかも知れませんね。
　時や宜し「桜会新館落成」　万歳！です。

恩師は今

「下田歌子先生の著作を読む会」を行いました。
〜2011年10月8日（土）学祖祭にあわせ、実践桜会旧会館で〜



本 部 だ よ り
平成23年度臨時総会
　12月３日（土）午後２時30分から実践桜会会館２階ホー
ルで、平成２３年度臨時総会が開催されました。
　正会員数8,496名中、出席者85名、委任状数4,172名定
款第30条により総会は成立し、平成23年度補正収支予算、
平成24年度事業計画案及び収支予算案が承認されました。
　閉会後、３階和室にて協力団体への説明会が行われました。
　なお、総会に先立ち、実践女子大学図書館司書　大井三
代子氏による『下田歌子先生を顕彰する—癸

き ぼ う

卯園遊会活人
画について―』をテーマとする講演会が行われました。

実践女子大学・短期大学常磐祭
　実践桜会としては346教室に休憩室を設けて、実践桜会
の歴史と現況・新会館建設進捗状況を展示しました。
　また、今回も「実践桜会からのご招待」として、50歳の卒
業生をお招きし、和やかで楽しい集いを持つことができました。

（総務部）
母校教育助成事業
　平成23年度定時総会（5月21日）において、実践桜会よ
り学園助成金を井原学園理事長に贈呈しました。
　大学・短大「常磐祭」（11月12・13日）において、実行委員
会への協賛金及び桜会賞（研究部門・芸術部門・特別賞）を
贈呈しました。

実践桜会国際交流基金事業
　留学生５名（韓国1名・中国4名）に奨学金を給付しまし
た。奨学生との交流会を10月（秋季委員会開催日）と24年
3月に開催しました。今年度も4月1日から募集を開始しま
す。

実践桜会奨学基金事業
　本学の応募者の中から、大学院研究科専門委員会及び学
生生活支援委員会において候補者を選考、ご推薦いただ
き、鍜島理事長・事業部面接の上、理事会承認を経て下記の
学生に給付しました。また今年度は、東日本大震災で被災
された大学生1名に給付しました。
　・木崎恵梨子さん（大学院生活研究科食物栄養専攻2年）
　・岡田怜子さん　（大学人間社会学部1年）
　・寺井奈々さん　（短大日本語コミュニケーション学科1年）

社会活動助成事業
　37支部6科会へ2万円の活動助成金、会員以外の参加者

　岩手県釜石市の高校の同級生であり、国文科59年卒の
中村（旧姓越田）さんの大槌町のご自宅は津波で全壊とな
りました。何か力になりたいという呼びかけに、短英ビの
私のクラスメートや千葉支部・国文科会の皆様から迅速な
対応をいただき、緊急物資支援を釜石市・大槌町に何度も
行うことができましたことを心より感謝しております。厳
しい寒さを迎える前には飯塚元学長が手編みの毛糸の帽
子をたくさん編んでくださいました。また、千葉支部の先
輩が一つ一つ手書きのメッセージを添えて仮設住宅に暮
らす方々へ送ったところ、すぐに被っている笑顔いっぱい
の写真と礼状が届きました。「社会のために」という日ごろ

からの先輩方の生きる姿勢が、被災地で暮らす方々の「心」
も温かくしてくれたに違いありません。寄せられたカンパ
から昼寝用の毛布を30枚送った大槌町安渡保育所を訪ね
た際、園児から「毛布ありがとうございました」と頭を下げ
られました。ささやかでもこういった活動は続けなければ
いけないと改めて思いました。
　被災地は季節が一巡し、あの時と同じ風、同じ匂いに悲
しい記憶を蘇らせてしまう方が多いそうです。被災地で暮
らす方々の「心を明るくする復興支援」を今後も継続して
いきたいと思っております。ご協力よろしくお願いいたし
ます。

も視野に入れた諸活動を行った9支部、5科会、学園関係
1団体、その他1団体に社会活動助成金として上限5万円の
助成をしました。　　　　　　　　　　　　　　（事業部）
親睦会 「三つの和を楽しむ」
　平成23年９月16日「和食と和紙と人の和」と題して、お
茶ノ水の「おり紙会館」で、エナメル仕上げの和紙でカード
入れと干支の“辰”を作りました。『館長（ニックネーム：お
りがみさま）』のおもしろいお話で楽しく過ごしました。

実践桜会バザー
　平成23年10月29日（土）30日（日）桜会会館２階と学園
記念館ロビーでバザーを開催しました。会員の方々、各科
会、全国各支部から、特産品、手作り品、雑貨などご寄贈い
ただきました。皆様のご協力に厚くお礼申し上げます。

初春歌舞伎観劇会
　平成24年１月９日（月・祝）国立劇場開場45周年記念の
出しものは、黙阿弥作の「三人吉三巴白浪」、屈指の名場面

「大川端」にみる様式美・両花道を使っての「火の見櫓」の雪
中の立ち廻りなど歌舞伎の多様な要素が見事に融合した

「幸四郎、福助、染五郎」が好演、「奴
やっこだこさとのはるかぜ

凧廓春風」はお正月の風
物、奴凧を粋で洒脱な趣向で見せ、華やかな舞踊で、多くの
同窓の方々と観劇できました。　　　　　　　　（文化部）
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東日本大震災・被災地への支援

　　心を明るくする復興支援を今後も継続
実践女子短大  英文ビジネスコース　S 57 年卒　堀（山田）瑞栄

バザーで「実践どら焼き」見ぃつけた！
　「中・高ときわ祭」バザー会場で、中高生父母の会のアイ
ディアで作られた「実践どら焼き」を記念館ロビーで見つ
けました。校章を押した皮もつぶ餡もしっとりとした「実
践どら焼き」。７年以上
前からときわ祭バザー
限定の販売で、今年はポ
スターも作成したそう
です。　　　　　 （SK）
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【寄附者ご氏名】（敬称略）

菊池恭子、堀口裕子、若松幸子、篠田俊子、岡本容子、石川美登、ふそう美術印刷、戸野原須賀子、鈴掛まゆみ、藤島栄子、鏡島眞理子、
加瀬和子、熊切冨子、永井和子、技芸科会、被服科会、佐野滋、中野道子、尾崎あゆみ、静岡支部長、味岡令子、田光雪枝、横田紀代子、
関西支部、相良洋子、荒井櫻子、実践女子学園中高父母の会、結婚相談員一同、金成羊子、和田義博事務所、株式会社ポストウェイ、
実践女子大学・短大後援会、八ッ橋宣子、山崎恭子、旭総合保険センター、樺島明子、神谷早苗、山本順子（被 S56）、片山久子、佐藤明子、
内山孝子、宿輪玲子、佐藤由紀子、鍜島康子、その他寄附５件（寄附は随時受け付けております）  

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：鍜島康子
〒 150-0011 東京都渋谷区東 1-1-40
TEL：03-3407-7459　FAX：03-3499-0835
http://www.j-sakura.org　

＜編集後記＞　任期中は、会館新築の地鎮祭
から竣工までを追い続け、経験することので
きない貴重な２年間でした。皆様方のご協力
により、活動することが出来ました。
ありがとうございました。　　広報部員一同

広報部アドレス：jissen-sakura-koho@dance.ocn.ne.jp
振込口座：東京 00190-0-23848　
印刷：株式会社　ふそう美術印刷

告知板 協力団体 【科会】紹介　詳しくは実践桜会ホームページをご参照下さい。
お願い： 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、
 実践桜会事務局（TEL：03－3407－7459）まで会員番号をご確認の上ご連絡下さい。

　実践ときわ会
総会
講演会「歌舞伎面白づくし」
 講師：織田　絋二先生
 期日：24 年 12 月 15 日（土）
 場所：実践桜会会館 １階ホール（予定）
連絡先：TEL ＆ FAX 045-981-9451 藤島栄子
　実践技芸科会
懇親会（総会と作品展示）
 日時：平成 24 年 4 月 26 日（木）11：30 〜
 場所：実践桜会会館 １階ホール
手作り品製作
 日時：6 月 28 日（木）
会報「技芸科会だより」発行
 日時：7 月 26 日（木）
秋季旅行（鎌倉方面）
 日時：10 月 25 日（木）
 何れ近くなりましたら詳しいご案内を 
 お送りします。ご覧になりましてどう 
 ぞ皆様のご参加をお待ちしております。
定期講習会
 ハーダンガー刺繍教室 第 2 木曜日 11：00 〜 15：00
 染色（かえで会） 第 2 火曜日 11：00 〜 15：00
 編物の会　 第 3 金曜日 12：00 〜 15：00
 日本刺繍（萌黄会） 第 1・第 3 木曜日 12：00 〜 15：00
連絡先：TEL&FAX03-3307-6472 中岡久恵
　実践被服科会
総会と創立 20周年記念パーティー　
 日時：平成 24 年４月 22 日（日）
  12：00~15：00  
 アトラクション♪弦楽アンサンブル♪
　 場所：ハイアットリージェンシー東京
　  B1F「平安」
  記念パーテｲーは会員以外の方も
　  ご参加 いただけます。
会誌発行
 「歌ごろもニュース」16 号 ６月１日 ( 金 )
　「歌ごろも」21 号 　　　   12 月 1 日 ( 土 )
バス日帰り見学会
　 佐原「あやめ祭りと小江戸巡り」
 日時：６月 22 日（金） 8：30 渋谷集合
 場所：佐原（伊能忠敬記念館・重要伝 
   統的建造物 etc.）
「能楽鑑賞」とランチ
　 日時：９月８日（土）11：30 現地集合 
 場所：国立能楽堂（千駄ヶ谷）
講習会「メモリーネックレス製作」
　 （思い出の布地やネクタイ使用）
　 日時：12 月 2 日（日）11：00 〜 15：00
　 場所：実践桜会会館
連絡先：TEL&FAX 03-3758-2977 佐藤由紀子

　実践家政科会
　2011 年 の 大 災 害 に 対 し 家 政 科 会 で
は、東北みちのくの会、茨城、千葉に心
からのお見舞いをさせていただきました。
2012 年が明るい復興の年になりますよう
祈ります。
平成 24年行事
 ４月 21 日（土）三越劇場昼の部、観劇会
 ５月 20 日（日）家政科会たより発行
 ５月 27 日（日）第 52 回家政科会総会 
  ホテルニューオータニ
  総会 11 時開会　コンサート 12 時〜
 ８月 26 日（日）フランス料理講習会　 
  ウラク青山
 ９月 26 日（水） 福祉施設作業用エプロン作成
 11 月７日（水） 見学会、神奈川アサヒ
  ビール工場
 12 月 15 日（土）歳末助け合い・日本 
  キリスト教海外医療協力会に古 
  切手を寄付、支援
平成 25年１月 16 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
　実践国文科会
４月 28日（土）総会　13:00 〜
記念講演会（総会後）　14:30 〜　
 池田三枝子先生（文学部国文学科教授）
万葉集を通して万葉人の人間性や歌の力
についてお話を頂きます。お誘い合わせ
多くの方のご参加をお待ちしています。
一般の方の聴講も歓迎です。
６月 5日（火）日帰り研修旅行　  
 修禅寺に源氏一族の哀史を探り、湯ヶ 
 島にて伊豆近代文学博物館見学
10 月　江戸のお座敷芸鑑賞会（日時未定）
講習会	
 絵手紙の会　第 3 日曜日　13：00 〜
   　　　於：実践桜会会館
新年会	 平成 25 年１月　（会場未定）
連絡先：TEL&FAX 03-3304-3831 加瀬和子
　実践英文科会
総会・講演会　「笛と私」
 講師：大前ジャネット氏
 （大前研一氏夫人・篠笛奏者・来日 36 年）
 日時：平成 24 年 6 月 10 日（日）
  13：00 〜 15：00
 会場：実践桜会会館１F ホール
「英文科会だより」2012 発行９月下旬
見学会　11 月上旬
新年会　平成 25 年 1 月 27 日（日）
常設勉強会（会場：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 ＆ FAX03-3330-5834 永井和子
　結婚相談室
相  談  日  ： 毎月第 2・第 4 土曜日
  10：30 〜 16：00

（休　 室）： 8 月、12 月第 4 土曜日
  1 月第 2 土曜日、祝日
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（その他書類代として 1 千円）
入会時にご用意頂くもの：
  入会ご希望の本人自筆の履歴書、
  写真 5 枚（ご本人のみ、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下さい。
連絡先：TEL 03-3407-7459　実践桜会会館
　桜会囲碁教室
 囲碁！年寄りがするもので難しいので
は？そのようなことはありません。「囲碁
ガール」という言葉を知っていますか？
今、女性の間で人気なのです。囲碁は医
学的にも呆けない、若返ると言われてい
ます。講師の柳川先生が、初心者にも分
かりやすく教えてくださいます。この楽
しい教室で、皆様今年は「囲碁ガール」
になりましょう。
 原則として、第２、４月曜日 13：00~16：00　
 会費：一回 1,000 円
　会場：実践桜会会館　　　　　　　（M）
貸室のご案内
　平成 24 年２月１日から新会館の貸室を
開始しております。
 貸室予約および料金につきましては、
実践桜会会館にお問い合わせください。

アンケート結果
「なよたけ情報版№17（2011/10）」　　
　今後の紙面の充実、正確なお届け等に
役立てたいと思います。ご協力ありがと
うございました。
主な項目
 総件数 74 件 
 転居通知 43％
 応援メッセージ 20％ 
 近況報告（被災地含む） 10％ 
 ご意見・その他 27％  

＊実践桜会ホームページ「会員の広場－
会員の声」に被災地からの近況を掲載し
ております。




