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同窓会報の新しい一歩

同窓会名誉会長 阿部 嘉久

山鳩同窓会のみなさま、お元気ですか。このたび、同窓会報３１号を発刊することができました。編集担

当の役員さんはじめ、お忙しい中、原稿をお寄せくださった会員のみなさま、ありがとうございました。

社会が大きく変化する中にあって、今後の会報のありようについて、役員会で検討を重ねてきました。

３０号で予告させていただきましたが、同窓会報３１号より、幼稚園のホームページに掲載します。これは

初めての試みです。是非、率直なご意見ご感想をお寄せくださいますようお待ち申し上げます。

 会員みなさまの上に主イエスさまの恵みと祝福がありますよう、お祈りしております。

幼稚園卒園おめでとう  「 大きくなったら、なにになりたい？ 」 

あらい かんな あらい しんかん おかい つばさ おがわ うた いとう ゆうじ 

ナース お医者さん 虫博士 おみせやさん 新幹線の運転手さん 

いしい つばさ おかざき かんたろう いとう えりん さいとう あかり じんぼ けいすけ 

電車・地下鉄・ 

新幹線の運転手 

おそば屋さん 

（先生達に食べて 

もらうのが夢です） 

インテリア 

コーディネーター 

モデル、看護師、 

アイドル 

じいちゃんのお手伝い

（農業）をやりたい 

かなざわ あおい こんどう しょうた おの しゅんや さおとめ ここみ さとう ゆうま 

看護師さん バスケの選手 大工さん 動物のお医者さん 学校の先生 

しば なおや かがや いさき すずき るか たんの みお ちば あいり 

サッカー選手 水泳の選手 ケーキ屋さん モデル、スケーター アイドル 

つちや まなみ とちくら あらた なかじま はるか のうち そら みつづか さわ 

トリマー 電車の運転手さん おみせやさん パティシエ アイドル 

やまかわ れおん やまぐち かずま やまぐち しん やまさき ななか わたなべ しょうま 

モンンテディオ山形の

サッカー選手 

医     者  

（ゲーム病患者を救う） 
本屋さん 魔女 大工さん 

玄関に飾られたどろだんご。奥の窓は事務室、その上には千歳山の絵。



 山鳩同窓会のみなさま、お元気ですか。「こおりおに」が大好きだった新一年生のみなさんは、

小学校生活にもなれてきたころですね。みなさまのごかつやくをおいのりしています。

 さて、今年はとくにテーマをもうけずに、今がんばっていること・最近ハマっていること・わく

わくすること・好きなこと・チャレンジしたいことなど、それぞれの世代の方々に自由に書いてい

ただきました。原稿をお寄せいただいたみなさま、ご協力ありがとうございました。

 東原幼稚園での遊び・学び・思い出を人生の土台として、卒園しても 10 年、20 年、もしくは数

十年！と、がんばっていきたいものですね。

卒園後の歩み

山川
やまかわ

 詩音
し お ん

（2014 年度卒 小学 3年生） 

 東原幼稚園を卒園して、ぼくは小学 3年生になりました。卒園してからも日曜学校や、コスモスポーツ

クラブで先生や幼稚園の時の友だちに会えるのが楽しみで、うれしいです。幼稚園は遊びが中心だったけ

ど、小学校はしゅくだいがあるのでちょっと大変です。でも、中間休みなどにいろいろな学年の友だちと

いっしょに、ドッジボールなどをしてもりあがって遊べるので楽しいです。4月からは、おとうとが入学

したのでいっしょに登校しています。よくおとうとの教室に遊びにいっているので、1年生ともなかよし

です。5月の運動会もいっしょに楽しめてよかったです。でも、今回の運動会ではじめてメダルを逃した

ので、来年は絶対にとりたいです。 

 ぼくが１番がんばっていることはサッカーです。年長からはじめて、今はクラブチームに入っていま

す。ボールをけるパワーはあるけど、1対１の切りかえの反応がおそいときがあるので、もっともっとう

まくなりたいし、ライバルに負けたくないので練習をがんばっています。将来は、イエス様を信じている

サッカー選手（モンテディオ山形）になりたいです。夢がかなえられるようにがんばります！  

がんばっていること

川越
かわごえ

 里
り

桜
お

 （2012 年度卒 小学 5 年生）

私は、音楽が大好きです。聴くのも好きですが、演奏するのが好きです。１年生の頃からピアノを習って

いて、３年生の１２月からは、吹奏楽部に入部して、フルートをしています。ピアノも吹奏楽も自分からや

りたいと言って始めました。ピアノは、好きな曲が弾けるようになると、とても嬉しいです。今は、発表会

に向けて２曲練習しています。

 吹奏楽は夏の大会に向けて部員全員が「東日本大会金賞」を目標に毎日練習をがんばっています。練習は

きびしくてつらい時もありますが、フルートの仲間と一緒に練習をするのが楽しいし、全員で合奏して、う

まくいった時はとても気持ちがいいです。

 吹奏楽部は、山形市立第二小の友達、先生方、地域の方、家族に支えられて活動できていると思います。

これからも感謝の気持ちを忘れず、二小サウンドを響かせていきたいです。

 そして、私は中学、高校、大学でもずっと音楽を続けたいです。



あっという間の六年間

佐藤
さ と う

 夢
ゆめ

楓
か

（ 2010 年度卒 中学 1 年生 ）

私は小さい時、熱性けいれんで入退院をくり返していたため、ある幼稚園から入園を断られ困っていた時、

園長先生に入園を許可してもらい、ひよこ組みからお世話になりました。幼稚園には楽しい遊具がいっぱい

で、たまにはお菓子を作ったり、公園に出かけたりして毎日楽しく通うことができました。 

 小学校一年生の時にバスケットを習い始め、毎日走ったりしたおかげで体力がつき、卒業式には六年間休

まず、皆勤賞をもらうことができました。春からは中学生になり、毎日４５分かけて学校に通っています。

 部活と勉強の両立は大変ですが、中学校でも休まずがんばります。

（※ 編集記 おめでとう！夢楓さんと同時に黒沼涼太君も同じ皆勤賞をもらいました。）

高校生になって

矢野
や の

 裕基
ひろき

 （ 2007 年度卒 高校 1 年生 ）

東原幼稚園を卒園して 9 年が経ち、この春に高校生になりました。通学するとき自転車で幼稚園のわきを

通ると、新しい遊具などがあり、僕が幼稚園に通っていた時にあればどんな風に遊んでいたのだろうと思っ

ています。

 僕が覚えている幼稚園のことは、滑り台や砂場で遊んだこと、夏のプール、そして、祖父の自転車に乗っ

て通ったことなどです。今、家に飾られている写真にはとても楽しそうに遊んでいる僕が写っています。

 ちょうど 1 年前、高校受験を控え、どこの学校にしようか迷っていました。やりたいことがはっきりしな

い僕は中学校の部活を続けられる高校に入りたいと思いました。高校を決めてもなかなか勉強に集中する

ことができず、希望する高校に入れるか否か不安でしたが、4 月に無事希望する高校に入学できました。

 高校では新しい友人もできました。部活にも取り組み充実した毎日を過ごしています。

勉強は中学の時と比べ、難しくなりましたが両立しようと頑張っています。

 これからも、幼稚園の時に教えていただいたことを思い出しながら、高校生活を楽しみたいと思います。

祈りあう場

小林
こばやし

 みずほ （ 1985 年度卒 ）

大学進学を機に山形を離れて以来、山形に戻るとは思いもしなかった私が、アラサーからアラフォーに差

しかかるタイミングで２度目の U ターンをするという選択をした時、最初に始めたのが教会、祈り合う場

所探しだった。20 年の信仰の葛藤についてはここでは割愛することにして、これからの世の中、生き方、年

齢の重ね方を考えた時に、絶対に変わらないものにきちんと軸足を置こうと思ったからだ。

そんなこんなで、私が卒園した幼稚園は歩いても通える範囲にあり、その隣接地にあった東原教会に、す

ごく久しぶりに顔を出すと私に、声をかけてくれた人がいた。

「ねえ、みずほちゃんでしょ。久しぶり。色々聞きたいと思っていたんだ。子どもの貧困について、何か

しようと思っているんだけど、一緒に考えてくれない？」



私が幼稚園の時お世話になった、米倉先生（現 園長先生）だった。海外で子どもの貧困に取り組む活動を

して帰国し、日本の貧困の複雑さと深刻さが気がかりになっていた私にとって、とてもタイムリーな話題だ

った。その一言がきっかけで東原教会に通いはじめ、礼拝後、子どもの貧困について祈り合う時間を持つよ

うになった。それから 1年半。子どもの貧困について少しずつ深めつつ、私自身、恵みと分かち合う時間を

頂いている。

［ 旧職員から近況報告 ］

音楽の道は果てしなく

森 千鶴子先生（旧姓 奈良崎 ）

 やまばと会の皆さま、こんにちは！

幼稚園には 5 年間お世話になり、とても懐かしく思い出しています。その間クリスチャンに導かれ、信仰

生活を続けられていることを感謝しています。二人の子どももお世話になりました。結婚後退職し、子育て

中にピアノ指導者協会の一員として、たくさんの音楽仲間ができ、コーラス四季で歌ったり、伴奏したり指

揮をするなど音楽を楽しみました。

ある時、山形学院のハンドベル演奏を聞き、「これは教会の音楽だ。」と感動して以来、教会や幼稚園の保

護者会コーラスヴィブラコンパニーに取り入れ、クリスマスには主を賛美しました。

6 年前にハーモニカに出会い楽しんでいます。現在、一番楽しみながら挑戦しているのは、念願だったハ

ープです。３月には仙台市で開催された山形・宮城・福島教室の３県合同発表会で演奏し、７月には山形教

室のおさらい会が予定され、暗譜で演奏できるように挑戦中です。

今後は体力と時間のゆるす限り篠笛とオカリナやってみたいと願っているこの頃です。

（※ 編集記 退職されてからも長い間、保護者会コーラスヴィヴラコンパにーの指導を続けて下さいま

した。）

仕事を退いて気づいたこと

岡崎とも先生

幼稚園の現場から退き、３年目を迎えた私は改めて幼稚園の働きが多くの方に支えられていることに

気づかされました。

「卒園生のみなさまが世界に羽ばたいて、活躍されますように！」と創設者の一人陶山園長先生が口癖の

ように言っていたらした言葉です。

あらゆるものが揺れ動いているかのように見える時代にあって、動かないもの・絶対的なもの・究極の存

在である方を幼い時代に知ることの大切さを思わされます。

（※ 編集記 現在は教会学校の先生として、卒園生を大切に育ててくださっています。）



第67回創立記念日によせて 

第 22第 2２回卒 千歳 大策 

創立６７周年おめでとうございます。 

今年の春から息子がもも組に入園し、毎日元気に伸び伸びと楽しい幼稚園生活を送っております。これもひ

とえに、東原幼稚園の園長先生はじめ先生方、職員の皆様が、園児一人一人を温かく見守って下さるおかげ

だと思っております。日頃より大変感謝申し上げます。 

 私事ですが、４歳上の姉と１歳違いの兄、それと４歳下の弟と４人兄弟です。東原幼稚園には、兄弟４人

全員と姪がお世話になりました。私が入園したのは今から４０数年前のことですので記憶が定かではあり

ませんが、そのころ家から幼稚園までは道路がまだ舗装されておらず、今の園舎の西側の道路を挟んで左右

に旧会堂と園舎があり、入り口に薔薇のアーチがあったと記憶しております。また、幼稚園生活が余程楽し

かったのか、卒園してからも、献金を握りしめ日曜礼拝には兄弟で足を運んでおりました。 

入園式に出席した際、久しぶりに東原幼稚園の園歌を聞いてとても懐かしく、思わず口ずさんでしまいま

した。 

 息子が幼稚園に入る時期になり、妻が見学説明会に参加した際、園長先生から「お父さんも東原幼稚園だ

ったから、ぜひ親子でどうぞ」と声をかけていただき帰ってきました。まず驚いたことは、私が在籍してい

た４０数年前から園長先生がいらっしゃることと、私のことを覚えて下さっていたことです。恐らく相当落

ち着きがなくご迷惑をお掛けした園児だったので、記憶に残っていたのだろうと思います。 

 もも組に入園した息子も、早いもので２ケ月が経とうとしています。毎日家に帰ってくると、「今日は○

○君と遊んだ」「給食で○○食べた」と嬉しそうにその日の出来事を話してくれます。時々覚えたての歌も

口ずさんでいます。日々、様々な経験をして、色々な言葉を覚えて、伸び伸びと幼稚園生活を送っています。 

 これからも、子どもたちはたくさんの愛情を受けながら、心豊かにたくましく成長していくことでしょう。

この大切な幼児期を先生方と神様に見守られながら、東原幼稚園でたくさんのお友達と楽しく過ごせる

ことに感謝しております。 

千歳さんは当園の第２２回卒園生で、お子さんのゆうたろうくんは、 

現在ももぐみに在園中です。 

～千歳様、ありがとうございました～ 

★幼稚園のホームページの中に、HIGASHIHARA HISTORYとして沿革を掲載してお

りますので、ご覧ください。 



幼 稚 園 便 り 

山鳩同窓会のみなさんの様子を風のたよりで聞いて、一人ひとりのことを覚え、全てをご存知のイエス

さまに、それぞれの必要に応えてくださいと祈っています。

幼稚園の近況報告を申し上げます。

お子さん達をこよなく愛し、長年労して下さった大井香織先生が仙台に引っ越されて結婚なさり、福士

香織先生と姓が変わりました。後任に仙台出身の辻友美先生が加わりました。また、昨年の９月より、や

まばと２号車運転に鈴木信行先生が携わってくださっています。よろしくお願いします。

【 教職員からの近況報告 】

理事長 鳥居完次：ある人の詩に、「どろんこの泥遊び、子どもの好きなみずたまり、みずたまりは青い空

を映すのがよい。」という一節があります。してみと、大人が上からみているよりも、その「みずたま

り」により近い小さな子どもの方が、もっと大きな世界が見えているように思えます。幼子が見ている

「青い空」（本当に美しい神の御国）の輝きを、見逃すことがないようにしたいと思っています。

園長 粟野桂子：最近、挨拶の枕詞（？）は「まだ、います・・・。」です。神様が愛してやまない子ども

達と、本気で毎日遊んでいます。昔、創設者の陶山先生から「ガキ大将」との異名を頂ました。この歳

になると、自分でもまだここにいることが不思議です。イエス様と周囲の方々に感謝のみです。

イエス様の愛が人々に伝わるよう祈りつつ。

つき組 鈴木瑠美：毎年、クラスの子どもたちと千歳山登山に挑戦しています。今年は息切れしないで登頂

してみたいなぁと。実は下山時の方が辛くて、膝がわらうのですけどね。そうそう、最近クラスの子ども

たちがステージショーという遊びをしました。なりきりキッズがいっぱいで、歌も踊りも堂々と演じるの

です。キラキラ輝く子どもたちの姿に、とってもキュンキュンしました 

つき組 川原子美和：2 ヶ月ほど前に、ちょっと奮発してミラーレス一眼レフのカメラを買いました♪それ

までは、自称｢写メラマン｣として、スマートフォンで撮っていたのですが･･･やはりちゃんとしたカメラ

で撮る写真は素敵に写るので、まだまだな私の腕前でも｢良く撮れた！｣と、一人で嬉しくなっています

（笑）これからどんどん撮って、もっと上手くなりたいな、と思っています。素敵な写真スポットがあれ

ば是非教えてください！

事務・つき組 大橋歩：毎年、年に何回か蝶採集に行きます。近況報告ということで考えてみたら、今年は

まだ蝶採集に行っていないなあと気づきました。園に出勤する途中でふわふわ飛んでいるのを毎日見て

いるのですが、時間を取って採集にはなかなか行けません。でも、何を採集しに行こうか考えるのも楽し

いです。神さまが造られた自然の中で蝶を探し求めて歩くのはとても楽しいです。

ほし組 中村圭子：小さな庭でバラを栽培するのに凝っています。美しい花を咲かせるか、病害虫に台無し

にされるかのせめぎ合い。中々うまく育たない子もいます。ピエールドゥロンサールという種類はとて

も丈夫で樹勢が強いと大評判だったのに、植えて 2 年は殆ど枝も伸びず、花も咲きませんでした。でも

3 年目の今年はだいぶ咲くようになりました。別名はエデンローズというんですよ。本当に、エデンの

園に咲いてたんじゃ！？と思うような美しさです。

ほし組 鈴木佳成子：5 年程前に買ったエレキギターを 2 週間ほど前から、中村先生に背中を押されて、始

めました。（笑）集中すると自分でも不思議なくらいのめり込み、コード弾きがなんとなくできるように

なりました！できるようになるって楽しい♪を実感しながら、曲に挑戦しています。もう少し腕前があ

がったら、子ども達と歌を歌えれば楽しそうだなと思い、頑張ります。でも、いつになることや

ら・・・。



もも組 武田ゆき：今年度、久しぶりにももぐみの担任をしています。長年つきぐみの担任をしていました

ので、とても新鮮で新採！？のような気持ちです。「ゆき先生がももぐみさんの担任なんですか！」と何

度言われたことか…。もも組の子ども達、とてもかわいいです。

もも組 大橋忍：昨年から料理やお菓子のレパートリーを増やしたいと思い、少しずつ挑戦しています♪

また、アメリカにいる友人から knitting loom という毛糸の編み機を頂、昨年の冬マフラーを作りまし

た。これからもっと作ってみたいな～と思っています。毛糸はセールの時に沢山買って家にあります。

（笑）

もも組 早坂文子：最近、私は韓流ドラマにはまっています。「冬のソナタ」の韓流ブームの時は興味が全

然なかったのですが、友人からＤＶＤを借りたのをきっかけに様々なドラマを見るようになりました。

俳優の演技力に改めて感心したり、ストーリーの展開が日本のドラマには無い面白さがあり、見ていて

わくわくしてしまいます。

ひよこ・はと組 千葉節子：食べることが大好き！外食ではなく、「お家ごはん」が好きで、お家でまった

り好きなものを作って食べて、家族とおしゃべりする時間が至福のひとときです。趣味のお菓子作りも

時々楽しんでいます。ビスコッティやシフォンケーキ、焼きプリンなど作っています♪また、そっくり

スイーツに挑戦し、見た目がラーメンやコロッケ、お蕎麦に似せたケーキを作り、みんなを驚かせて楽

しんでいます。

ひよこ組 辻 友美：最近、頑張っていることは家事です。今年の 3 月に結婚し、今まで実家から出たこと

がなく家のことは任せていたので仕事と家事の両立は少し大変ですが、楽しみながら行っています。ま

た、山形弁にまだ慣れていなく、たまに「？？？」となってしまうので私もいつか山形弁を使いこなせ

るように頑張りたいと思います。めざすは子ども達と山形弁で話すことです！

通園バス 遠藤栄一：この春から、時間のある時に千歳山に登っています。眼下に山形市街を見ながら、緑

の中を上ることはとても爽快です。山頂小屋で風に当たりながら、背負ってきたお湯で飲むコーヒーは

格別の味がします。若い頃は「より早くより難しい山へ」がモットーでしたが、今は自分のペースで周

りの景色を楽しみながら、歩けることに感謝しつつ登っています。

通園バス 鈴木信行：通園バスのドアが開く、笑顔の園児達「おはよう。」と飛び込んでくる。シートベル

トの「カチッ。」締まる音で出発。一日が始まる。車中は笑い声とおしゃべりで賑やかだ。到着して園に

戻ると、ホールで待っている子らと「エッ、ヤー。」の声と同時に足蹴り。ボールが四方、八方から飛ん

できて、２･３人私の足に絡みついては床に倒しては背中に乗りハイハイしている。その繰り返しに私は

降参。「休み。」と宣言して立ち去る。額に汗がにじむ。汗を拭きながら飲むコーヒーは格別。美味しく

感謝な毎日である。

【幼稚園からのお知らせとお願い】

♪ 幼稚園説明会（来年度幼稚園に入園を検討されている方対象）を行ないます。

  7 月 29 日（土）または 8 月 19 日（土）いずれも 10：00～です。詳細はＨＰをご覧ください。

♪ 2018 年度の園児募集は 8 月 20 日から始まります。同窓生の弟妹・お子さん・お孫さん初め、友人・知

人で対象の方がいらっしゃいましたら、ご案内下さい。詳細はＨＰをご覧下さい。

♪ 幼稚園の働きを更に多くの方々に知っていただくために、幼稚園のポスターの掲示や案内パンフレット

を置かせていただけるところを探しています。お勤め先（飲食店、会社、医院等）などでご協力いた

だける方は園までお知らせ下さい。

♪ 未就園児親子教室「エンジェル広場・エンジェルベイビー」開催中です。

ご参加をお待ちしています。詳細はＨＰご参照下さい。

♪幼稚園のＨＰやブログは随時更新中です。ぜひご覧ください。Facebook もやっています。



※ 事 務 局 便 り ※

会員の皆さまにはお元気でご活躍のことと存じます。

今年も新会員３０名【６７回卒】を迎え、会員総数３，６８９名となりました。

【役員の皆さんにお知らせ】

９月８日（金）１０：００より、同窓会役員会を行います。テーマは

「新しい挑戦として同窓会会報やまばと 31 号をデジタルで発行して」です。

【今年度の行事予定】

★ファミリーフェローシップ…１０月７日（土）１０：００～１３：００

★山鳩同窓会クリスマス祝会…１２月２日（土）１０：００～受付

★２０１８年度同窓会入会式…２０１８年３月１６日（金）

ファミリーフェローシップ

１０月 ７日（土）午前１０時から１２時まで、東原幼稚園にて

同窓会の受付で、わたあめ引換券を差し上げます。ぜひ、お越しください！

【役員交代】

６年間お世話になりました。一緒に楽しく参加させていただきました。

  ありがとうございました。                 五十嵐 歩さん、田中 美由紀さん

今年から役員をさせていただくことになりました。６年間よろしくお願いします。

                             山口 江里子さん、渡邊 由里さん

【会員報告】

☆ 新会員…３０名    ☆ 会員数…３，６８９名

☆ ご連絡先が変更になった方はお手数ですが事務局までお知らせください。

☆ 旧職員の武田綾子先生が召天されました。謹んでご報告申し上げます。

【編集後記】

 この度、新しい取り組みとして、ホームページ（ＨＰ）での閲覧となりました。

「新しい酒は新しい皮袋に」というたとえのように、みなさんの思いが、このＨＰを通して、ひとつにな

れる会報でありますように願っております。

 ご意見ご感想、今後取り上げてほしいテーマなどありましたら、k.higasi@ceres.ocn.ne.jp までお寄せく

ださい。

皆さまのますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。

★会報担当者★井上・鈴木 山口・渡邊・粟野


