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何事でも、自分にしてもらいたいことは、
ほかの人にもそのようにしなさい。
聖書

アンパンマンが、
パワーアップして
東原幼稚園に
戻 っ て 来 まし
新しい人工芝も敷か

た！

れ、子どもたちの人気
のエリアです。

特集 スポーツと私

山鳩同窓会のみなさまお元気ですか？新一年生の皆さんはじめ、 それぞれ進級された皆さんも、 気が
つけばもう 夏休みですね。 一人ひとり の１ 学期の生活が支えられて夏休みを迎えられたことと存じま
す。
夏休みの日々が豊かなものになり ますよう お祈り 申し 上げます。
さて、 今年度の同窓会会報のテーマは、 来年日本で開催されるオリ ンピッ クにちなんで「 スポー
ツ・ 運動と私」 です。 東原幼稚園でたく さん遊んだことが、 楽しく 体を動かすこと、 スポーツを楽し
む原点となっているといいな、 と 思います。 先日開催された、 幼稚園の保護者会講演会では、 講師の
山形大学教授の大森桂先生が、 健康の3 要素は「 食べる（ 栄養） ・ 体を動かす（ 運動） ・ 眠るや休む
（ 休養） 」 とおっしゃっていまし た。 あまり スポーツが好きではない人も、 これを機にスポーツを観
戦したり 、 ちょ っと体を動かすなど挑戦してみると、 今までとは違った世界が広がるかもしれません
ね。
（ 山鳩同窓会名誉会長 阿部 嘉久 代筆 副会長 粟野桂子）

【 2 0 1 9 年度の同窓会行事予定】
ファミ リ ーフェ ローシッ プ… １ ０ 月５ 日（ 土） １ ０ ： ０ ０ ～１ ３ ： ０ ０
山鳩同窓会クリ スマス祝会… １ ２ 月７ 日（ 土） １ ０ ： ０ ０ ～受付
２ ０ １ ９ 年度同窓会入会式… ２ ０ 2 0 年３ 月１ ９ 日（ 木）
ファミ リ ーフェ ローシッ プ
１ ０ 月 ５ 日（ 土） 午前１ ０ 時から１ ２ 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！

幼稚園卒園おめでとう

「大きくなったら、なにになりたい？」
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リ レーのせんしゅにえらばれて
神保 圭佑 （ 2 0 1 6 年度卒）
ぼく は体を動かすことが大すきです。コスモスポーツクラブもよう ち園のときからずっとつづけ
ています。小学校に入ってからは運動会で毎年リ レーのせんしゅにえらばれています。今年で３ 回
目です。 １ ・ ２ 年生のときはぼく のチームはゆう しょ う できなかったので、「 今年はぜったいかち
たい！！」 という きもちで走り ました。 そしたら、 ぼく のチームが１ 位でゴールできて、 とてもう
れしかったです。
れん習はたいへんだったけど、 し んけんにやったのでゆう し ょ う できたんだなと思いまし た。
これからも、 リ レーせんしゅになれるよう にがんばり たいです。
スポーツと共に歩んで
櫻井 真央 （ 2 0 1 2 年度卒）
僕は、 コスモスポーツクラブを通し、 仲間と切磋琢磨し ながらスポーツをがんばってきました。
自分を振り 返って印象に残っている出来事を紹介します。
一つ目は全国ド ッ ジボール大会です。これまで、何回も地区のド ッ ジボール大会には出場してい
ましたが、 全国大会に出場したのはわずか 2 回でした。 僕の最後のド ッ ジボール大会でもあった
ので当日は言葉に表せないく らい緊張していました。 結果は 1 位、 とてもう れしかったです。 こ
れを通して思ったことがあり ます。それはチームの一体感です。スポーツで交流をしていく う ちに、
自分で気づいていなく ても勝手に仲間とのきずなが生まれたり するのです。ぜひ、チームプレーの
スポーツを嫌がらず、 やってみてく ださい。
二つ目は自分ができるスポーツが増えたことです。小さい時から体を動かしていた僕は走るのが
大好きでした。 おかげで足やこしがきたえられ、 テニス・ バスケ・ たっきゅう など、 とても楽しむ
ことができています。 現在、 僕は中学１ 年生になり 、 バト ミ ント ン部にはいり ました。 スト レッ チ
講習会では、「 君、 筋肉柔らかいね。」 と先生に言われ、 スポーツをやったかいがあったなと思いま
した。 スポーツを続けていく 上で最も大切なこと、 それは、 技術でも努力でもなく 、 本当に楽しい
と思えるかです。自分が楽しく ないと思えば長く 続けることはできません。楽しいと思えば自分か
ら意欲的にすることになり 、やがて技術などがついてく るのです。僕がバト ミ ント ンを始めよう と
思ったきっかけも、 楽しかったからです。 まずは何事にも挑戦する事です。 実際、 目で見ても、 そ
れの本当の楽しさはなかなか感じられません。体で感じ初めてそれの良さがわかり ます。これから
もスポーツを楽しんでいきたいです。

私とスポーツ
大類愛菜 （ ２ ０ ０ ９ 年度卒）
私は、 この春上山明新館高校に入学し女子ソフト ボール部のマネージャーになり ました。 きっ
かけはマネージャーになり たいと思ったからです。 とは言ってもソフト ボールの知識は全く あり
ません。 ですのでマネージャーの仕事は想像以上に大変で疲れますが、 先輩やチームメ イト が優
しく 接してく れるので何とか毎日こなしています。
この前、 県大会があり 明新館高校は強豪校でしたが、 残念ながら 3 位に終わり ました。 先輩達
は落胆し、 またこれまで応援してきた保護者の方々も非常にがっかり していました。 私たち 1 年

生も 3 年生の活躍が見れないのはとても残念です。 私もマネージャーながら一生懸命応援しまし
たが残念ながら負けてしまいました。 どう したら気持ちを切り 替えることができるか考えまし
た。 マネージャーとしてできることは、 練習をスムーズに進められるよう に全力で取り 組むこと
だと思います。
この前、 学校で百人合宿があり ました。 百人合宿とは複数の県外の高校のソフト ボール部が集
まって試合を行う 合宿です。 3 日間で色々なチームと対戦しまた、 保護者の方々が料理や審判を
してく ださり 手伝っていただきました。 合宿中は一緒にいる時間が長いので選手のプレーをじっ
く り 見ることができました。
スポーツは楽しい時も厳しい時もあり ますが、 マネージャーとして選手を応援し、 練習に専念
できる環境を作り 支えたいと思います。
ダンスと私
木村 芽生 （ １ ９ ９ ６ 年度卒）
今回のテーマが「 スポーツ」 という ことで、 私にとってのスポーツは「 ダンス」 になり ます。
音楽に合わせて体を動かすダンスは本当に楽しく 運動できるもの、 という ことでダンスは私にと
ってスポーツなのです。
幼い頃からダンスを習い始め、 今は仕事として子供達に指導させてもらっています。 数十年ダ
ンスを続けていますが、 私は子供の頃からステージの上や沢山の人がいる前で踊ったり すること
が好きでした。 そう いう ステージに上がるという 目標があると日々の練習にもより 力が入り ま
す。 ステージの上で踊った楽しかった気持ちや沢山の人の前で踊り たいという 気持ちが、 今もダ
ンスを続けている理由だと思います。
ダンスは誰かと一緒に踊ると楽しいです。 子供達へのレッ スンでダンスの振り 付けを作る時も
仲間と踊って楽しめるよう な振り 付けを工夫して作っています。 子供達が笑顔で踊っていると、
一緒に踊っている私もとても楽しく なり ます。 子供達がこれからも踊っていて楽しいと思ってく
れたら嬉しいです。 これからの目標は自分のダンスパフォーマンスの技術をもっと成長させ、 振
り 付けやダンスで色々なことにチャレンジしていこう と思っています。
スポーツに必要不可欠なもの
三坂麻紀 （ 2 0 1 4 年度卒三坂愛莉ちゃん・ 2 0 1 7 年度卒三坂悠馬く んのお母さん）
中学まで吹奏楽部に所属していた私が、高校から女子サッ カー部に入部。それから早2 0 年、二
児の母となった現在もレフリ ー時々プレーヤーとしてサッ カーフィ ールド を走り 回っています。
試合に欠かせない審判員に目を向けたことはあり ますか？
ただ試合に行って、 笛を吹けばいいのではないのです。
笛を吹く にも、 判断・ 決断をする そのためにボール(選手)を追いかけるよう に走る
そのために競技規則を覚え、 走力ト レーニングをする
他にも色々あり ますが、どんなに準備をしても、試合ではいつ何が起こるかわからず、それを一
瞬で判断しなければいけないので、 相当なプレッ シャーがかかり ます。
それでも試合に足が向く のは、 スポーツから得られる楽しみ・ 喜びを知っているから。
大好きなスポーツをもっと楽しむために、 胸にとどめてほしいこと。
互いを「 大切に思う こと(＝リ スペクト )」

一つの大会(試合)には、 運営する人、 会場を準備する人、 審判員、 選手、 チーム関係者、 サポー
ター(支えてく れる家族)… こんなにも大勢の人たちが関わって成立しています。すべてがあって今
自分がスポーツを楽しめているという ことを感じてほしいと思います。
選手から審判員として、審判員を育てるインスト ラクターとして、サッ カーとの関わり 方が変わ
っても、 歳を重ねても、 ずっと続けていきたいです。
みなさんも「 enjoy sports！」
送り 出してく れる家族に、 関わり のあるすべての人に、 感謝を込めて。
JFA(日本サッ カー協会)のバリ ュー
エンジョ イ

スポーツの楽しさと喜びを原点とすること

プレーヤーズファースト

選手にとっての最善を考えること

フェ ア オープンかつ誠実な姿勢で公正を貫く こと
チャレンジ 成長への高い志と情熱で挑戦を続けること
リ スペクト

関わり のあるすべてを大切に思う こと

千歳山と私
岩瀬吉廣 （ １ ９ ８ ７ 年度卒岩瀬千絵さん・ １ ９ ８ ５ 年度卒岩瀬雄一君のお父さん）
子どもの頃から親しんで来た山が千歳山である。私達の普段の生活を優しく そっと包んでく れる
よう な山だ。 山形のシンボルと言っても良い。
残念に思う ことがある。それは５ ，６ 年前く らいから松く い虫で松枯れが進行したために行われ
た、 二千本以上の松やミ ズナラなどの木々の伐採である。 松島・ 象潟と共に「 みちのく 三大松」 に
数えられた姿は見る影もない。
麓の萬松寺には阿古耶姫と松の精の悲恋の石碑がある。 だが、 その昔話を話す人はまずいない。
千歳山の登山コースは大きく 分けても三つある。 稲荷神社コース 萬松寺コース 千歳山公園コ
ースである。私は年間を通し、三百回以上は登っているが、マンネリ 化しないよう に時々コースを
替えている。私は２ ８ 年間東北・ 関東の山々を千座近く 登っているが、千歳山の魅力は素晴らしい。
登っていると季節毎の変化、 特に花々が時折迎えてく れるのが嬉しい。 山桜・ タムシバ・ 春蘭・ シ
ャガ・ 姫小百合・ 山百合など３ ０ 種を下回らない。 少し心の方向を変えれば、 センナリ・ オト ギリ
草・ オケラ・ ツルリ ンド ウなどの薬草やシジュウカラ・ ヤマガラ・ ウグイス・ オオルリ などの小鳥
のさえずり も心を癒やしてく れる。つい川柳を口ずさむ。「 さえずり も心を癒す山の道」「 すっきり
と心の掃除山登り 」。 山はただひたすら登るだけでも充分であるが、 色々の知識を身に付けるとそ
の愉しさは倍増するという ものである。
今年も（ 令和元年） 暑く なり そう だ。 低山の中に入る千歳山は、 夏場は太陽光線が厳しく 、 早朝
（ AM５ 時～７ 時） に登り 、 熱中症対策をしている。 毎日千歳山に登っていると時折吹く 風は人
工的ではでない。 自然の爽快感につく づく 有り 難さを感じる。 私はいつも登らせてもらっている
千歳山と山にも登れる身体に生んでく れた両親に「 有難う 」 を言いたい。 座右の銘がある。「 ゆっ
く り 登ることはゆったり 生きること 急ぐ可からず 今更に」 である。

好きこそ物の上手なれ
幼児活動研究会（ 株）
コスモスポーツクラブ
安齋 努
東原幼稚園さんで体操指導をさせて頂いて１ ６ 年目を迎えました。この１ ６ 年間で変わらず大切
にしている事は、 スポーツ（ 運動） を楽しんでもらい、 好きになってもらう という 事です。
スポーツ（ 運動） という のは、 体を鍛える事はもちろんですが、 心も育ててく れます。 小学校から
高校まで体育の授業があり 、部活では運動部という 選択肢もあり ます。子供たちが大人へと成長し
ていく 中で、 避けては通れないものでもあり 、 子供達を大きく 成長させてく れるものです。『 スポ
ーツが嫌い』、『 運動が苦手』 という 感情や固定概念を持ってしまっては、非常にもったいない！！
ですので、 今回はスポーツ（ 運動） を好きになってもらう 為のコツを幾つか紹介致します。
子供が出来る簡単な課題与え、 褒める。
出来ないことや、 難しい事をやらせる事ほど、 つまらない事はあり ません。 まずは、 子供がクリ ア
出来る簡単な課題を与えて、出来た事を周り の大人が褒めて、成功体験を実感させてあげる事がス
タート です。
周り の子と比べず、 その子のできた事を本気で褒める
出来ない事への劣等感から練習する。出来るよう になり たいから練習する。これができる人は、本
当に心の強い人です。しかし、この強い気持ちを持つ事の出来るタイミ ングという のは一人一人違
い、 必ずしも備わるとは限らないものです。 まずは、 それぞれの出来た事に自信が持てるよう 、 周
り の子供とは比べず、 その子のできた事を本気で褒めてあげましょ う ！
まずは、 この と

の繰り 返しです。 これを繰り 返していると、 スポーツ（ 運動） が好きになって

きます。
子供達を囲む環境が、 いかに子供をやる気にさせ、 劣等感を与えない環境であるかが大切です。
スポーツ（ 運動） そのものを好きになれば、後は子供の可能性は無限大です！逆にきらいになって
しまえば、可能性が削られてしまう といっても過言ではあり ません。まずは、大人が子供たちにス
ポーツ（ 運動） を好きになってもらう 環境を整え、 作り 出す事がとっても大切です！
そして好きになってく ると『 もっと上手になり たい』 という 向上心や『 〇〇君に負けたく ない』 と
いう 競争心が生まれてきます！
成功体験を積み重ね、向上心や競争心が生まれてき時期には、ちょ っと難しいことを与えたり 、競
争させてみると、 頑張って練習するよう になり ます。
そして、 練習して出来るよう になった時に『 やればできる』 という 自信から、 自立心が芽生えてき
ます。
スポーツ（ 運動）を通して『 やればできる』という 自信を持ってもらう 。これが、一番の目的です！！
この目的を達成する入り 口が、 好きになるという 事なのです。
子供たち一人一人成長のスピード は違います。どこで、成長のきっかけが生まれ、どこで大きく 成

長するかはわからないものです。私達大人が一人一人の個性を大切にしてあげ、環境を整え、応援
し、 見守ってあげる、 そんな関わり が大切なのではないかと感じています。
少しでも皆さんの参考になれば幸いです。 これからも、 東原幼稚園の子供たちにスポーツ（ 運動）
を好きになってもらえるよう 、 全力で指導して参り ます！！

６ 月の創立記念日に、 卒園生の荒木美奈子さんからおたより をお寄せいただきました。

第６ ９ 回創立記念日に寄せて
第４ １ 回卒 荒木 美奈子
（ 旧姓 齋藤）
創立６ ９ 周年おめでとう ございます。
この春から息子がももぐみに入園し、 毎日大変お世話になっており ます。
東原幼稚園には、私と３ 歳違いの妹もお世話になり ました。３ ０ 年ほど経った今でも、当時の楽
しい思い出は色褪せることなく 、たまに互いの幼稚園のアルバムを見返しては話に花を咲かせるこ
とがあり ます。園庭でのどろだんご作り やお弁当開き、その季節ならではの行事、つきぐみのお泊
り 会、 クリ スマス祝会での降誕劇などが特に印象に残っています。
在園中、私は自分の不注意から園庭で２ 度も腕を骨折するという 先生泣かせの子どもでした。手
術の際には、 先生方がたく さんお祈り してく ださいました。 特に「 私は、 私を強く してく ださる方
によって、どんなことでもできるのです」 という 言葉にはとても励まされ、今でも私にとって大切
な言葉です。また、ギプスをして腕を吊っているにも関わらず通園したいと親や先生を困らせてい
たところ、亡き武田綾子先生が「 お母さんの付き添いがあれば大丈夫ですよ」 と柔軟な対応をして
く ださったとのこと、母からも安心して預けられる園だったと聞き、親になった今、改めて東原幼
稚園の「 子どもひとり ひとり を大切にしてく ださる保育」 の温かさを感じているところです。
「 息子も東原幼稚園に通わせたい」 と思い、問い合わせたところ、園長先生が覚えていてく ださ
り 、昔のままの笑顔で「 幼稚園だけは親が選べるところだよ。美奈ちゃんのいたころと変わってな
いから大丈夫！」 と力強く 仰ってく ださいました。信頼のおける先生方がいらっしゃる園で、息子
にも私が体験したよう なことをたく さん体験して思い出を作ってほしいと入園を決めました。
おかげさまで、先生方に見守られ、仲良しのお友達もでき、楽しく 園生活を送っている息子の姿
を見ることができ、感謝の気持ちでいっぱいです。これからも、子どもたちが先生方の愛情に包ま
れながら、 心豊かに成長していく ことを心から願っています。

荒木さんは当園の第４ １ 回卒園生で、 お子さんのゆう たく んは、
現在ももぐみに在園中です。
～荒木様、 あり がとう ございました～

幼稚園便り

山鳩同窓会のみなさんの近況を風のたより 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。
・ 大ニュースがあり ます。 同窓会のメ ンバーが参加して、 毎週月曜日に本園を会場に行われているコスモ
スポーツクラブで、 ド ッ チボール大会があり ました。 その高学年のチームが全国ド ッ チボール大会で、
なんと、 なんと全国1 位の栄冠に輝いたのです！大きなト ロフィ ーと賞状が安斎先生を通して届けられ
た時にはびっく り しました。 そして、 今回この会報に原稿を寄せてく れた２ ０ １ ２ 年度卒の桜井真央君
がMVP を受賞されました。 おめでとう ！
・ 東原幼稚園が大好きな先生より寄贈があり 、 マーガレッ ト ホールの正面にステンド グラスノ アの箱舟・
子どもを愛するイエスさまが設置されました。
・ 東原幼稚園の職員に入れ異動があり ました。 斉藤純子先生が退職され、 柏倉晴香先生加わり ました。
よろしく お願いします。
【 教職員からは「 スポーツと私について」 または近況の報告 】
理事長 鳥居完次： 私の小さいときのスポーツに関する思い出は、 ひたすら「 原っぱでの野球遊び」 に尽き
ます。 満足な道具は一切あり ませんが、 真っ暗になるまで野球で遊びました。
この時代の子どもたちを取り 巻く 環境は、 まるで変わり ました。 しかし、 遊びの延長上にスポーツがある
構図だけは、 大切にしていきたいと思います。
園長 粟野桂子： スポーツ大好きな私はそのエピソード には事が欠きません。 小心者だった私は、 走ればい
つも 1 位、 小学6 年間五小学区の駅伝の選手etc。 スポーツはできた自分は勿論、 他者からも認められ
る活動ですから、 自尊感情を形成するにはよい機会と言えるでしょ う 。 大会出場やご褒美は良き思い出
です。
副園長・ つき組： 高内健： 私はスポーツ（ 運動） によって人生の目が開かれました。 小学生の頃、 担任から
母が
「 けんく んは、授業中、ボーッ としていて勉強がわかっているのかわからないのか、よく わからない。」
といつも苦言を呈されており ました。 そんな私に人生の転機が訪れました。 小学 4 年生の運動会１ ０ ０
M 走で、いつも負けていた友達をゴール前で抜かし、なんと学年１ 位になったのです。そこから私の全細
胞が目覚めたのか、何事にも積極的になり 、まるで人が変わったといってよいほどでした。スポーツによ
って、 私は自信をつけ、 人生の目が開かれた貴重な経験でした。
つき組 武田ゆき： 子どもの頃からスポーツには無縁で、 運動が苦手でした。 唯一のスポーツの思い出は、 小学
6 年生の時にリ レーの選手になり 市の陸上記録会で走ったことです。このことをきっかけに走ることが好きにな
ったことを覚えています。 いろいろな経験をすることは大切ですね。 最近は、 しばらく 休んでいたウォーキング
を再開し、 体力づく り に心がけています。

つき組 川原子美和： 体を動かすことが好きで、 これまで駅伝、 ソフト ボール、 弓道、 フッ ト サル… 様々な
スポーツに関わってきました。最近は、子ども達と遊ぶことでしか体を動かす機会がない、そんな毎日で
す。いつかはマラソンに挑戦したい！余裕ができたら、弓も引きたいなと思っている今日この頃です。キ
ャッ チボールもしたいな と思っているので、キャッ チボールできるお友達がいたら、声を掛けてく ださ

い。 ぜひ一緒にしましょ う ！
ほし組 中村圭子： 自転車に乗るのが大好きです。数年前からは、天気が良ければ毎日ロード バイクで通勤
しています。ガソリ ンかからないのも嬉しいです。春と秋は絶好のサイクリ ング日和ですが、真夏でもロ
ード バイクで走れば自分が風！寒い日もちょ っと走れば温かく なり ますよ。軽く て速く て、ロード バイク
最高です。
ほし組 鈴木佳成子： 幼い頃は、 家族や友達と毎日のよう に実家の庭でバド ミ ント ンをして遊んでいまし
た。 それがきっかけとなって、“ たのしそう ” という 気持ちで高校はバド ミ ント ン部に入り ました。 しか
し、 練習は鬼のよう な毎日で、 持久力のために毎日のよう に６ ㎞の長距離を走ったり 、 瞬発力のために
地獄のト レーニングをしたり と、 本物のバド ミ ント ンは想像以上に大変で過酷な日々でした。 でもその
3 年間を乗り 越えたおかげで運動音痴も少しは解消されたかな？と思います。 楽しいバド ミ ント ンは今
でもやはり 大好きです。
もも組 鈴木瑠美： 運動音痴ですが、 中学の部活は卓球部に所属していました。 運動量が少なく 楽しいイメ
ージでしたが、 来る日も来る日も体力作り の毎日で、 校舎の外周ランニング 1 0 周に始まり 、 非常外階
段1 階～3 階往復ダッ シュを何十セッ ト 、 校舎内武道館ギャラリ ーランニング何十周、 武道館往復ダッ
シュ何十セッ ト も、 腹筋＆背筋を何十回も etc…

…

毎日暗く なるまでこんな運動をしていました。 ラケ

ッ ト はちょ っとしか握らせてもらえなかったなぁ 。 卓球に必要な運動だったとは今でも思えません。 運
動部って、 こんなに大変なのかと思ったことを覚えていますが、 同じ部活で出会った友人とは今でもお
友達です。
もも組 柏倉晴香： 小学校から高校まで剣道ひとすじでした。 中学の頃は顧問の先生が熱血だったので、 汗
も涙もたく さん流しましたが、 一つのスポーツをやり 続けることで自信や忍耐力・ 同級生との強い絆な
ど… たく さんのものを得ました。
もも組・ はと組 早坂文子： 中学校・ 高校と卓球部に所属して、 毎日卓球で過ごしていました。 社会人になって
からは、 早朝６ 時から７ 時までの１ 時間、 会社が始まる前にテニスを習っていました。 最近は特に運動をしてい
ないので、 ぜひ何かを始めたいと思っています。

ひよこ・ はと組 千葉節子： 小さいころから運動が苦手でした。 小学校の運動会で一度だけ 3 位に入賞し
たのですが、 欠席のお友達がいて 3 名で走ったからでした。 そんな私でしたが、 アタッ ク No.1 という
アニメ の影響でバレーのユニフォームに憧れて、 中学生になるとバレー部で汗を流しました。 レギュラ
ーに選ばれることなく 、 もっぱらボール拾いでしたが懐かしい思い出です。
ひよこ組・ 事務 佐藤 泉： 私は小学生のころから水泳が好きです。 平泳ぎやバタフライが好きなのです
が、 数年前には東北マスターズ大会にも平泳ぎで参加しました。 結果は３ 位！といっても年代別の競技
ですので、 私の参加した組は全参加者４ 名なのでした。
通園バス 1 号車・ 畑 遠藤栄一： 私は二十歳を過ぎたころから、「 登山サークル」 に入って山登りをしまし
た。 正月に登った“ 冬山” と夏の“ 沢登り ” をして、「 死ぬのか？」 と思ったことが2 回あり ましたが
仲間の支えによって助かり ました。 山の厳しさと素晴らしさを感じ、 仲間への信頼、 山小屋の主人の温

かさにふれ、 神さまへの信仰へと導かれたことを何より も感謝しています。
通園バス 2 号車 鈴木信行： 小さい頃から、 スポーツは苦手で、 走ればいつもビリ か、 後ろから数えて何
番か。 野球は、 ポロリ 、 バレーやバスケッ ト ボールはすれば突き指等々何も楽しかったことはなかった
よう な気がする。 スポーツは遺伝子影響すると聞いたことがある。 特に短距離は影響力大きいらしい。
努力も足り なかったのでしょ う 。 父から、「 泳ぐことと、 自転車に乗れるよう に練習しなさい。」 と言わ
れて、 川で父から訓練を受けて泳げるよう になり ました。 父曰く 、 災害に備えるために。 小さい時から
自転車に乗れるよう になった。 備えるスポーツも重要だ。 楽しく 行う ことが大事。 でも、 プロスポーツ
選手は天才だと思う 。 何倍も努力しているでしょ う が。

【 幼稚園からのお知らせとお願い】
幼稚園説明会（ 度幼稚園に入園を検討されている方対象） を行ないます。 8 月1 ７ 日（ 土） 1 0 ： 0 0 ～で
す。 詳細はＨＰ をご覧く ださい。
2 0 2 0 年度の園児募集は 8 月 2 0 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、 インスタグラムもしています。

事務局よ り ご 案内
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２ ８ 名【 ６ ９ 回卒】 を迎え、 会員総数３ ， ７ ４ ８ 名となり ました。
【 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。

石向 厚子さん、 紺野 文さん

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。
加藤 真琴さん、 須藤 なおみさん
【 会員報告】
新会員… ２ ８ 名

会員数… ３ ， ７ ４ ８ 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。

【 編集後記】
ホームページ（ ＨＰ ） での会報発行が３ 年目となり ました。
同窓生の皆さまや先生方のご協力により 、 今年も無事発行できますことを感謝申し上げます。 スマホや
パソコンから気軽にアクセスして、 時間のあるときにいつでもご覧いただけると幸いです。 懐かしい同
窓生の仲間や、 幼稚園の先生方の様子に触れ、 東原幼稚園を楽しく 思い出せますよう 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、 事務局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 伊藤・ 三坂・ 加藤・ 須藤・ 粟野

