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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 
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山鳩同窓会のみなさま、いかがお過ごしでしょうか？ 

東原幼稚園は今年、７０周年を迎えました。今回の特集は、７０周年を迎え、幼稚園の思い出をそれ

ぞれの年代の方から書いていただきました。皆様はどのような幼稚園の思い出があるでしょうか。 

さて、５０年もの間、幼稚園の教育にご尽力された粟野先生は、今春３月３１日をもって退職されま

した。長年のご労に心から感謝いたします。尚、粟野先生には、育児アドバイザーとして、これからも

東原幼稚園を支えていただくことになり、たいへん心強く思っております。そして、これまで二年間、

副園長だった高内健先生が園長として就任いたしました。幼稚園では、粟野前園長をはじめ先生方が築

き上げてきた幼稚園のすばらしさを継承するとともに、新しいことにもチャレンジしていきたいと思い

ます。今後も引き続き、ご支援を賜りますよう、お願いいたします。 

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、誠に残念ながら、１０月１０日（土）に予定しているファ

ミリーフェローシップは、在園児及びそのご家族のみの参加に限定した形で実施させていただきます。 

今回のファミリーフェローシップに同窓会の皆様は参加できません。同窓会で行っている綿あめコーナ

ーも、今回は中止させていただきます。また、１２月５日（土）に予定している山鳩同窓会クリスマス

祝会も中止となります。ご理解の程、よろしくお願いいたします。同窓会の皆様、園児及び保護者皆

様、教職員の健康が守られますようにと願っております。 

    （山鳩同窓会名誉会長 阿部 嘉久 代筆 副会長 高内健） 

 

 

山鳩同窓会のみなさまそして保護者のみなさまへ 

                                                            粟野 桂子 

長い間お世話になりまして、ありがとうございます。 

自称子どもが嫌い。いや苦手というこの私が幼稚園の仕事を 52年間も続けるとは誰が思ったでしょう。本人

も実は正直驚いています。しかし、今となっては感謝の一言です。 

職業を選ぶ時に「好きなことを仕事にする」とよく聞きます。私も漠然とした進路を描いていましたが、不思議

な知り合いの計らいで高校卒業後、某幼稚園に導かれました。そして、東原幼稚園に移動してからは東原幼稚

園のとりこになりました。その時から神様は不思議な方法でこの歳に至るまで導いて下さいました。一人一人個

性豊かな子ども達との出会い、その背後に子ども達のために愛を惜しまない保護者らの支援があったからです。 

そして、在園中に結ばれた深い絆が、切れることなく同窓会員となって紡がれていくのが東原幼稚園とその同

窓会です。これからは微力ながら同窓会のために祈り、労させていただきます。 

本当に長い間、同窓会のみなさんとその保護者のみなさん、ありがとうございました。 

 

 

【20２０年度の同窓会行事予定】 ＊今年度は新型コロナウイルス感染拡大予防のため、残念ながら

以下のようにさせていただきますので、ご了承ください。 

    ★２０２０年度同窓会入会式…２０2１年３月１９日（金） 

   ☆ファミリーフェローシップ（１０月１０日）に、同窓会の皆様の参加はできません。 

毎年、出店しているわたあめ作りのコーナーの活動も中止となります。 

     ☆山鳩同窓会クリスマス祝会（１２月５日）も中止となります。 



2019 年度卒園生 28 名が幼稚園から羽ばたきました！ 

 

幼稚園卒園おめでとう  「大きくなったら、なにになりたい？」 
 

       

あべみのり  い じな  いせたいち  いしざわみづき 

           

うためいじん  まんがか  カメラマン  ぺっとしょっぷのひと 

       

うめもとけん  うらさわそうた  おおぬまゆきと  おのでらふたば 

           

ばすのうんてんしゅ  おみせをひらく  まだきめてない  まんがか 

       

かさはらこうへい  かなざわいつき  かねくらゆい  かわごえともひと 

           

パパみたいなひと  けいさつかん  タピオカ屋さん 

/保育士さん 
 おいしゃさん 

       

くまがいあやと  くろさかえいと  こうちはるき  こばやしせりか 

           

おまわりさん  コンビニの 

てんいんさん 
 どうぶつしいくいん  でぃずにーの 

おしごと 

       

ささきはるや  すがぬまそうた  たかはしあんな  ちとせゆうたろう 

           

プロやきゅうせんしゅ  こせいぶつがくしゃ  おいしゃさん  レゴをつくるひと 

       

つじむらまゆこ  つまがりほのか  なかがわこうせい  ねもとそういちろう 

           

バレリーナ  けんきゅうしゃ  スポーツせんしゅ  けいさつかん 

       

みうらあきひと  やなぎぼりさくた  やまぐちさら  わたなべみこ 

           

いきものの 

けんきゅうしゃ 
 せっけいし  びようし  どうぶつの 

おいしゃさん 
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 西山 輝一 （２０１８年度卒） 

 ぼくは、年中の１１月から東原ようち園に入りました。さくらんぼがりや田うえやおとまり会などし

ましたが、そのなかで、いちばんたのしかったのは、おとまり会です。なぜかというと、月山しぜんのい

えやおんせんやみんなでごはんたべたりとか、はなびをみたりしたのがたのしかったです。１２月には、

げきをやったり、えんそうしたり、いろいろやったのがたのしかったです。おともだちとあそんだりと

か、うれしいこと、たのしいこと、かなしいこと、くやしいこととかいっぱいあったけど、たのしかった

です。なつにプールをやったけど、きもちよくてたのしかったです。ふゆには、そりあそびをやったけど、

ごろごろころがったりしたのがたのしかったです。田うえもたのしかったです。なえをうえたりしたの

がたのしかったです。できることがあって、うれしかったです。 

ぼくは、今、２ねんせいです。たのしいことやくやしいことなどありますが、みんなでがんばれば、く

やしいことも、のりこえると思います。みんな、がんばってください。 

 

 

石井 彬 （２０１５年度卒） 

 ひよこの途中に入園して、年少から年中に上がってからが、いちばん楽しかったです。なぜなら、そこ

で友達がいっきにできました。そこから毎日が楽しく、ようち園の間は、つらい日はありませんでした。

はとぐみで遊んだのが世界一楽しかったです。忘れられないほどうれしかったです。 

今ははなれているけど、みんなでコスモをやれるのがうれしいです。 

 

 

 

野内 はな （２０１１年度卒） 

 去年の年末に大掃除をしていたら、高さ一メートル程の大きな工作作品を発見した。 

 牛乳パックで作った長い四本の足、段ボール箱の胴、そこからのびる長い首、その上の頭と先の丸まっ

た二本の角。網目こそ無いが、その他の特徴はしっかりと捉えた、工作のキリンだった。 

 私がそれを作ったのは、東原幼稚園の年長だった頃だ。幼稚園には、ガムテープや段ボールカッター、

プリンのカップにトイレットペーパーの芯と、様々な道具や材料があった。工作が大好きな私にとって、

毎日が楽しくてしょうがなかった。 

 私は最初、カメラや携帯電話など小さなものを作っていた。そのうち、回転寿司、小さな自動販売機、

寝そべっている恐竜と、どんどん大きなものへと移行していった。その最終形態が此のキリンである。 

 キリンは縦に大きいため、立つようにバランスをとるのがとても難しい。だからこそ、立った時の喜び

も一入だった。また、立ち続けるか、倒れてしまうかの時の感覚といったらない。緊張と興奮の絶頂、は

りつめた糸のような、そしてその糸を渡るような、少し先走った達成感に打ち震えるような、えもいわれ

ぬ感覚に浸るのだ。 

 私は、東原幼稚園でのびのびと育てていただいた。中学三年生になった今でも、難しい数式やわかりに

くい英文などを前にした時、フッとあの幼稚園の工作での感覚がよみがえってくる。それらは、私の難問



攻略の活力となり、私を助けてくれる。 

 幼稚園で学んだことは、これまではもちろん、これからも、私を支え続けてくれるだろう。 

 最後になりますが、いつも優しくあたたかく接して下さった先生方、本当にありがとうございました。

私はこれからも、試練の時は幼稚園で教えていただいたことを支えに、そして神さまに依り頼み、頑張っ

ていきます。 

 

 

 

後藤 青空 （２００９年度卒） 

七十周年おめでとうございます。 

 私が東原幼稚園にいるときは、友達と一緒に鬼ごっこをしたり、おはじきをしたり、泥だんごを作っ

て、一生懸命綺麗に磨いたりして、たくさん遊びました。 

 たくさんの思い出があるこの東原幼稚園で、一番印象に残っていることは、幼稚園でのお泊り会です。

グループに分かれて月山を登りました。名前は忘れてしまいましたが、みんなで白い花を一生懸命探し

ていたのを覚えています。その後はお祈りをしてみんなとおいしいご飯を食べたり、夜の寝るギリギリ

までおしゃべりしたりと、とても楽しかったです。 

 私は年中の途中で山形市に越してきたので、はじめは不安でした。でも、東原幼稚園でたくさんの友達

ができ、毎日思い切り遊ぶことができました。転園先が東原幼稚園で本当に良かったです。先生方も、お

身体に気を付けてお過ごしください。 

 

 

 

伊藤 涼帆 （２００３年度卒） 

この度は、東原幼稚園 70 周年おめでとうございます。自分が通っていた幼稚園が 70 周年を迎えら

れて私自身もとても嬉しく思います。今でも幼稚園バスとすれ違ったり、たまに運転しながら幼稚園の

前を通ると、園児たちが外遊びをしている姿を見て、ほっこりしています！ 

さて、今回のテーマが「幼稚園の思い出」ということで、久々に自宅にあるアルバムを開き、なつかし

さに浸っていました。私の幼稚園の思い出は数えきれないほどありますが、チャイルドレストランや一

泊保育はよく覚えています。自分たちでお店の宣伝を作り、みんなに発表したり、おもちゃのお金でお買

い物したり…。とても楽しかったです！忍先生の英語の授業も終わった後にチョコレートをもらえて、

毎回それを楽しみに頑張っていました(笑)また、私は子どもの頃から下の子のお世話をするのが大好きで、

よく下の学年の子たちとも遊んでいました。 

現在は、歯科衛生士として歯科医院で働いています。多くの診療科目がありますが、その中でも私は小

児歯科の分野に力を入れています。毎日多くの子どもたちと接し、フッ素を塗ったり歯磨き指導をして

います。子どもは元気で明るくて、エネルギーに満ち溢れていて、いつ見ても素敵ですね‼今日遊んだこ

とや今流行っていることを聞くと、多くの子ども達が「鬼滅ごっこ」といいます(笑)東原幼稚園でもして

いますか?? 

私の弟も東原幼稚園でしたが、弟の代の友達とは今でも家族ぐるみで仲良くしています。以前はみんな



で BBQなんかもしていましたが、最近は子ども達も大きくなり、親同士で飲み会をしているようです！

今でも付き合える出会いに感謝ですね。 

これからも、歯科という形で子ども達に自分ができることをたくさんしていこうと思います。 

 

 

 

江波 大 （１９８３年度卒） 

 創立 70周年、おめでとうございます。 

今回、「幼稚園の思い出」というテーマをいただきました。思い出されることは、みんなで劇をしたこ

と、お泊り会でカレーライスをつくったこと、剣道の練習を一生懸命したこと…などなど、自由な雰囲気

の中で、のびのびと楽しく過ごしたことしか思い出されません。ところが、親に自分が園に通っていたこ

ろの様子を尋ねてみると、「今日は誰とけんかをしてきたと話していた。」だとか、「バスの中で騒がしく

して叱られてばかりだったでしょ。」だとか、記憶と違い、先生方にとても迷惑をかけていたようです。

そんなやんちゃだった自分でも、入園して 40年近くになりますが、今も、起床後と就寝前に欠かさずお

祈りをしています。「天のお父様、今日も一日、みんなが笑顔でくらすことができるように、わたしもが

んばりますので、どうか見守りください。（今日も一日見守ってくださってありがとうございます。）イエ

ス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。」 

こんな自分でも、少しでも人のために自分の力を生かそうとする気持ちをもてているのは、当時の先生

方が深い愛情で包み込んでくださったことと、自由な雰囲気の中でも、人を愛することや感謝すること

を大切にした幼稚園生活で培われた賜物だと思います。 

 変化の激しい現代の社会においても、変わらず大切にされるべき「愛」「優しさ」「感謝」などを気付か

せてくれる東原幼稚園が、これから先も、子どもたちの笑顔であふれていくことを祈っております。 

 この度は、筆を執らせていただく機会をくださり、ありがとうございました。 

 

 

 

幼児活動研究会（株） 

コスモスポーツクラブ 

安齋 努 

70周年おめでとうございます！ 

私は、東原幼稚園の体操を担当させてもらい 17年目、体操指導員歴も 17年目です。 

1年目（新人）の当時は子供達の興味を惹く事ができず、私の目の前から子供達がいなくなってしまう

事もしばしば・・・ 

まだまだ、未熟な私でしたが当時の粟野園長先生、中村先生、ゆき先生といった先生方は優しく見守

って下さいました。 

東原幼稚園のかわいい子供達が沢山の事を教えてくれ、東原幼稚園に関わる皆さまの温かさに触れ、

今の私があるとつくづく感じています。その恩返しができるよう、これからも精一杯、体操指導をさせ

て頂きます。 



６月の創立記念日に、卒園生の千田里美さんからおたよりをお寄せいただきました。 

 

第７０回創立記念日に寄せて 

 

第３８回卒千田里美 

     （旧姓 阿部） 

創立７０周年おめでとうございます。 

 この春から息子がつき組に入園し、毎日とても楽しい幼稚園生活を過ごしています。 

 東原幼稚園には私もお世話になりました。田植えでの何ともいえない泥の感触、苦しいけど負けたく

なくてがんばった縄跳び大会、ドキドキワクワクしたお泊り会など、色褪せない思い出はたくさんあり

ます。卒園記念にいただいた、お友だちみんなでうたった賛美歌や一人ひとりの一言メッセージが記録

されたカセットテープは今でも宝物です。 

 私は幼少の頃だけでなく、学生時代には教育実習生として幼児教育を学ばせていただきました。山形

への引っ越しが決まり、子どもの転園先を考えた時、１番先に頭に浮かんだのは東原幼稚園でした。当時

と変わらず粟野先生がいらっしゃったことは嬉しかったです。また、実習の時にお世話になった先生方

がいらっしゃったことで、安心して「東原幼稚園がいい！」と決めました。 

 ここ数日、息子は毎日服を着替えて帰ってきます。親が一緒だと、服が汚れるあそびは一瞬ためらいま

すが、幼稚園でのお着替えは「元気にあそんだ証拠」として嬉しくなるのが不思議です。息子にとっては

新鮮な「神さま」の話や、お祈りのはじめにうたう「てーんーのーかーみーさーまー♪」、園歌が書いて

あるランチョンマットを目にするとつい口ずさんでしまう息子とのひとときが楽しいです。親子で東原

幼稚園に入園できて本当に幸せに思います。 

 息子は転園してきたことを感じさせないほど活発さ全開になり、ぐんとたくましくなりました。これ

もクラス関係なく先生方の見守りがあり、安心してあそべる環境があるおかげです。園庭整備はボラン

ティアの方々がしてくださっていると伺いました。外あそびが大好きな息子です。全力であそび、五感を

フル回転して学ぶ子どもの姿を目の当たりにし、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 これからもたくさんの体験を通して、お友だちと一緒に心豊かに大きく成長してほしいと願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



先生方から ～幼稚園の思い出～  

 

                                    理事長 鳥居完次 

 今年、東原幼稚園は創立70周年を迎えました。思い起こせば、私が園に関わるようになったのは1985

年 4 月でしたので、今年で丁度 70 年の半分を共に過ごしてきました。とは言え、園の特長「一人ひと

りを大切にする保育」を覚えると、むしろ東原幼稚園の真の創設者と卒園生一人ひとりとの関わりにこ

そ、関心があります。 

 

                                      園長 髙内 健 

 娘がつきぐみのときに、幼稚園行事に参観するのは初めてでしたが、お誕生会に参加しました。お誕生

会の会食には、紺野牧師、そしてもとの職場の同僚であるお父さんも参加し、親父 3 人でわいわい子ど

ものことを話したことが印象に残っております。そのメンバーとは、今でも私の大切な友人として交友

させていただいております。そして、今、娘が卒園した幼稚園で、園長として勤務できることを神様に感

謝しています。 

 

副園長・ほしぐみ 中村圭子 

私が東原幼稚園に関わらせていただいたのは、２５年ほどになります。子ども達が成長していく姿を見

届けるのが一番の楽しみです。印象に残るのは、毎年行われているお泊り会の夜、気持ちよさそうに眠る

子ども達の寝顔ですね。どんなににぎやかで活発なお子さんも、み～～んな静かに、すやすや・・・とっ

てもかわいいです。  

 

主任・つきぐみ 武田ゆき 

東原幼稚園に勤めさせていただき 20 数年が経ちますが、私にとって大切な思い出となっていること

は、この幼稚園を創立されたマーガレットミーコ先生と陶山節子先生にお会いすることができたことで

す。ミーコ先生にはお会いできただけで感動的でしたし、陶山先生にはいつも温かい励ましの言葉を掛

けていただき、今もこの仕事を続ける原動力となっています。        

 

つきぐみ 川原子美和 

シラカシの木のてっぺんまで登れた時、何メートルも指編みを編んだ時、皆で励まし合いながら千歳山

に登った時…様々な場面で子ども達の得意気で自信に満ち溢れた笑顔を見ることが出来ていることが嬉

しいです。その笑顔には、多くの挑戦や葛藤があったことを思い出し、毎年卒園式の度に涙してしまいま

す。今年は、どんな笑顔に出会えるのか、楽しみです。 

 

 

 

 

 



                                    ほしぐみ 工藤 藍                                

今年から東原幼稚園に勤め始め、担任を持ち、子どもの前でピアノを弾く、話をする、本を読むなど、

一つ一つが初めてのことばかりで、失敗したことや、うまくいったことを一緒に分かち合い、時には子ど

もから励ましてもらったり、応援をしてもらったりと、子どもと一緒に成長出来ていると思い、とても嬉

しく思っています。 

 

ももぐみ 鈴木瑠美 

中学一年生になった皆さんとのお泊り会がとても印象に残っています。前日からの豪雨の影響で月山

行きは電車での高畠行きに変更。途中で線路が冠水するなどして、なんとか高畠に着いた時の、トラブル

を吹き飛ばすような子ども達の笑顔が忘れられません。大変だったけど楽しかったな。夏になるといつ

もあの日を思い出します。 

 

ももぐみ 進藤 絢香 

2020 年、自由遊びに力を入れている東原幼稚園は子ども達が自由に活動し、それぞれの個性を存分

に発揮できる園だと感じます。職員になりまだ 3 ヶ月ほどですが、職員も子ども達とのびのびと遊ぶこ

とができる…このことこそが子ども達の自由遊びにも繋がっている様に思います。また一斉保育の時間

もあり、メリハリをつけて活動することで集団生活の基礎もしっかり身に付きとてもいいとこ取りの充

実した園生活だなと感じました。現在、息子が年長児で最後の園生活を満喫しております。自由に遊び、

遊びの中からたくさんの学びを自然体で感じて成長してほしいです!  

 

 もも・はとぐみ 早坂文子 

「幼稚園の先生になりたい。」と両親に勇気を振り絞って告白しましたが、やんわりと反対され、デパ

ートの店員になりました。あれから、約３０年後保育補助として働かせていただいています。あんなに遠

かった仕事に就いていて何だか不思議だなあと思います。沢山のお友達と出会って色々なことを学びま

した。そして、これからも。 

 

ひよこ・はとぐみ 千葉節子 

私は幼少期、東原幼稚園に通っていました。お友達と園庭で遊んだことや、降誕劇で天使役をしたこと

や、みんなで聖書絵物語の本を見たことなど、楽しかった思い出があります。幼いながらもイエス様の愛

を感じる園生活でした。懐かしい旧園舎も温かみのある落ち着く居場所でした。時を経て、東原幼稚園で

働くことができて本当に幸せです。 

 

ひよこぐみ 齋藤眞理子 

 「この本を読んで」と私のひざに乗ってくる子どもたちに繰り返し読み聞かせするひとときは、楽しさ

を共有する幸せな時間です。絵や色がきれいな本、リズム感が心地よい本、ドキドキワクワクするストー

リー、大人もジーンとくる本。私は想像力をいっぱい膨らませてねと願いながら、絵本を読み聞かせてい

る時の子どもたちの反応をみるのも楽しみです。 

 



はと・ひよこぐみ 大類 美紀 

私が東原幼稚園に入園したのが約 50 年前、クリスマスプレゼントがそこら中に隠してあってみんな

で探したのが忘れられない思い出、娘は 13 年前に入園、お泊り会の花火大会に遠藤先生が火をつけた

時が印象的だったと。そして７０周年の今年、まさか私が東原幼稚園に勤務する事になるとは！！只今

楽しい思い出続行中！！ 

 

事務 佐藤 泉 

東原幼稚園は私の父が卒園した園であり、母が働いていた園であります。私も幼少のころから祖父母宅

に帰省した際には、祖父母らと一緒に以前の建物の教会（園舎）に礼拝に来させていただきました。そん

なゆかりのある教会幼稚園に、今現在私自身が勤めていることがいまだに不思議な気持ちであり、同時

に神様に感謝しています。 

 

育児アドバイザー 粟野 桂子 

幼稚園の思いではたくさんありますが、一つは“子ども達が楽しい幼稚園“についてずっと勉強を続

けたこと。もう一つは子ども達といっぱい遊んだことです。勉強や遊びが長い間続いた理由はどちらも

おもしろいからです。楽しかった幼稚園を退いた今は面白い事を探しています。長い間、山鳩のみなさ

ん・保護者のみなさんありがとう‼ 

 

英語講師 マルティーナ パンツァーニ 

 毎週、子どもの笑顔を見ることが感謝です！これからも幼稚園で子どもたちと共に、すてきな経験を

していきたいと思います。 

（マルティーナさんは、今年度から幼稚園の英語講師として、週１回、子どもたちとふれあいの時を持ち 

ます。） 

                              

通園バス１号車 遠藤 栄一 

一番思い出が、R君との登山です。他の園児とペースが合わせられないので、最後に２人で登ります。

８合目迄来た頃、「もう行かない、弁当を食べる」と言うのです。教員でも無い私は判断に迷いました。

後で叱られるのを覚悟で「食べようか」と言って半分くらい食べてから、登り山頂に着きました。とても

うれしい気持ちでした。 

 

                                通園バス２号車 鈴木 信行   

バス運転手として勤務 5 年目となります。昼休みお茶を飲みながら前粟野園長と、幼稚園のビジョン

について、熱く語って下さり色々意見交換する機会がありました。その中で、遊びが、園児たちの想像力

を発揮し、自立心、協調性等を育むことができると話してくださいました。園児を見ていると自慢そうに

泥遊びを喜んで、作られたものを見せてくれます。微笑む毎日です。 

 

 

 



※事務局よりご案内※ 

 

 新型コロナウイルスの影響でこれまでと違う状況の中にありますが、会員の皆様におか

れましてはお元気でご活躍のことと存じます。 

 今年も新会員２８名【70回卒】を迎え、会員総数３，７７６名となりました。 

 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。 

 

 

【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いただきました。 

 ありがとうございました。         阿部知佳子さん、渡辺志穂さん 

☆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。 

                         伊勢亜紀さん、笠原陽子さん 

 

 

 

【編集後記】 

 ホームページ(HP)での会報発行が 4年目となりました。 

今年はいろいろと制限のある中でしたが、 原稿をお寄せくださった皆様や先生方のご協力

により、無事会報を発行できますことを心より感謝申し上げます。  

 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頂けると幸いで

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ございましたら、事務局

k.higasi@ceres.ocn.ne.jpまでお寄せください。皆様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★加藤・須藤・伊勢・笠原・髙内 

mailto:k.higasi@ceres.ocn.ne.jp

