
     むさしの学園同窓会 会報  第５０号 

        ２０1９年（令和元年）５月 

   〒183-0002  府中市多磨町１－１９－１  武蔵野学園内 

              Tel. 042-361-9655     Fax. 042-361-7288 

                    むさしの学園 HP   http://musashino-gakuen.com/  

同窓会 HP     http://musashino-gakuen.com/dousou/ 

むさしの学園創立９５周年を記念した 

ホームカミングデイを開催します！  

５月２６日（日） 

是非、学園を訪ねてください！ 
 むさしの学園は、昨年９５周年を迎えました。 

同窓会としては、卒業年を起とするため今年が９５周年記念となります。 

 そこで、これを記念し「ホームカミングデイ」を企画しました。 

おひとりでも、お友達と誘い合わせて、グループでワイワイ、ついでにクラス会開催！でも。 

若い同窓生なら、懐かしい先生に成長した姿を見ていただく機会に！ 

お好きな時間にお越しいただき、自在な時間を過ごしていただけたら… と思います。 

 

【むさしの学園同窓会主催：むさしの学園９５周年記念ホームカミングデイ】 

日時  ： 令和元年（２０１９）５月２６日（日） １１：００～１６：００ 

◆この時間内の、ご自由な時間にご来校ください！ 特に式典等はありません。 

◆１４：００から３０分ほど、「同窓会総会」を１階家庭科教室で開催しています。 

ご都合がよろしければ、ご参加ください。 

（同窓生ならすべての方がご参加の対象となります） 

 会費  ： 無料 

 企画内容： ◎ 軽食・お飲み物を用意します(無料） 

◎「むさしの学園の今」動画、「いにしえ写真スライド」交互に上映します 

◎ むさしの学園特製クリアファイルに“いにしえ写真”入れて、全員に進呈します 

       ◎ 訪問の感想をメモ書きしてメッセージボードに貼り付けてください 

・・・次世代へ繋ぐ言葉をぜひ！  
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◇ むさしの学園は、２０２３年に創立百周年を迎えます。 

「むさしの学園同窓会」は、学校と歩調を合わせ、２０２３年に「記念祝賀会」の開催を 

予定しています。 

今年度から準備を進めてまいりますが、まずは「むさしの学園」のスタンスを紹介します。 

むさしの学園百周年に向けたスタンス 

【百周年に向けて、大切にしたいこと】 

むさしの学園小学校 

校長  青木 洋介 

 むさしの学園は、大正１３年４月に創立され、今年で９６周年となりました。 

１年生が５年生になる年が百周年です。 

百年…もし、樹齢百年の木だとすると、どうでしょうか。縄文杉から見れば、まだまだヒヨコで

すが、ソメイヨシノは寿命六十年ほどと一般的に言われているそうですから、やはり、かなり長い

時間だな、と感じます。 

 

 創立当時の文章を読むと、これから理想の学校を作るのだ、という三人の創立者達の希望と熱意

をひしひし感じます。躍動感に溢れ、少々のことではへこたれない強さを感じます。そのエネルギ

ーが六人の子ども達を集め、蒔かれた種は、このように育っています。 

 

 もちろん、全てが順調に進んだわけではありません。太平洋戦争の末期には、閉鎖を余儀なくさ

れました。そういう意味では、一度、木は切られてしまった、ということになります。しかし、言

うなれば挿し木として、細々と続いていて、終戦後、武蔵境の地で、見事、復活を果たします。そ

して、多磨への移植を契機として、今こうして、さらに枝葉を広げています。 

 

 漢字にすると、わずか二文字の「百年」ですが、その二文字で表現できるほど、楽な道のりでは

なかっただろうと思い、その重みに気持ちが引き締まります。ですから、学園では、百周年記念を

単なるお祝い事、イベントとするのではなく、このような歩みについて、文章を読んだり、卒業生

や関わった方々の話を聞いたりする機会を作っていきたいと思っています。子ども達が、それぞれ

の段階に応じて、先達の熱意や苦労について、知ることができるのは、とてもありがたいことです。 

 

 さて、むさしの学園の周年行事といえば、自らのためだけでなく、寄付を集めて、その時、必要

とされることに提供した伝統もあります。例えば、戦前には、東村山のハンセン病患者向けに病棟

を寄付した記録も残っています。学園では、百周年記念寄付事業の検討も始めます。詳細が決まり

ましたら、ご案内いたしますので、ご賛同くださればありがたく存じます。 

 

 百周年という区切りを契機として、卒業生の皆さんが、気軽に学園に立ち寄っていただけるよう

になれば、さらに喜ばしいと思っています。折に触れて、ご来校ください。学園一同、お待ちして

います。                －２－ 



「放課後充実化（HJK）プログラム」では、 

卒業生のあなたの力を必要としています！ 

【卒業生の皆様 力をお貸しください】 
むさしの学園小学校 

校長  青木 洋介 

 

 放課後充実化プログラムにご協力ありがとうございます。学園は、その他の分野でも、皆様の力

を必要としています。例えば… 

 

・記事ライティングのできる方（WEB やリーフレットなどの読み物） 

 ・広報用動画の編集ができる方（WEBに公開できる短い動画） 

 ・デザインのできる方（百周年記念でロゴやグッズを作る企画） 

・過去の資料をご提供くださる方（学園の歴史展示コーナーを作る計画） 

 

そして、 

・放課後充実化プログラム指導員（曜日によって足りない可能性） 

 

 関心を持っていただけることがありましたら、ご連絡ください。学園ホームページを PC でご覧に

なる方は上部に、スマートフォンでご覧になる方は、MENU→アクセス・その他の中に、「お問い合わ

せ」という項目があります。クリック・タップしていただくと、フォームが表示されますので、内

容をご記載ください。広報から返信させていただきます。ご協力、よろしくお願いいたします。 

 

時 給 は 一 律 千 円 で 交 通 費 は 別 途 支 給 で す 。 も し 力 を 貸 し て 下 さ る な ら 、

afterschool@musashino-gakuen.com に、メールをお送り下さい。候補者として登録させていた

だきます。 

 

さて、放課後充実化プログラム自慢のソフト面は、指導員だけではありません。書道、英語、ア

ートや音楽などの「おけいこ」を教えてくれる講師も魅力です。できることがある、と

いう方もぜひ上のアドレスまでメールでお知らせ下さい。 

 あなたの存在が、後輩達の育ちを支えます。ぜひ力をお貸し下さい。ご連絡、お待ちしています。 
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   同窓会企画のご報告    

「むさしの学園９５周年 佐藤家墓所墓参＆バーベキューツアー」 

むさしの学園創立９５周年となった平成３０年（２０１８）１０月１３日（土）、佐藤藤太郎先生、

佐藤可南先生・静子先生らがお眠りになる多磨霊園内にある佐藤家のお墓参りをしました。 

ちなみに、佐藤家墓所は「多磨霊園 ２５区１種４４側（西門傍）」にあります。 

 参加者は、同窓会幹事にお声がけに応じてくださった学園の関係者・先生・同窓生２０名強。 

墓参後は野川公園に移動し、（何故か幹事会恒例会費制の）バーベキューに舌鼓を打ちながら、楽し

い時間を過ごしました。 

＜佐藤家墓地墓参 and or バーベキュー参加者＞ 

青木洋介校長、内藤朝子先生、内八重めぐみ先生、森山ゆかり先生、瀬川和香子先生、 

影山郁絵先生、大沢大介先生、菅野佑介先生、矢部岳洋先生、内藤幹男さん（学園理事） 

赤塚正坦さん、新田 清さん、清水明子さん、岡本照子さん、水田克朗さん、神保 等さん、 

鴨下 洋さん、円谷洋一さん、木村昭彦さん、佐藤義則さん、赤羽先生同期の勅使河原さん、 

菅野佑介先生同期の松本さん＆井上さん、瀬川先生同期の大村さんと娘さん 

 佐藤家墓所前で記念写真 

                    クラス会だより    

 ◎ ７２回生「木犀組」クラス会   平成３０年８月２５日（土） 武蔵境「天狗」にて 

１９９６年度卒７２回生（木犀組）のクラス会を行いました。 

今回は、２０１８年３月３１日をもって法人理事長、小学校長をご勇退された江幡先生をお

迎えし、江幡先生を囲む会として行いました。 

大人数で集まるクラス会は成人式以来となりましたが、先生を合わせ１６名集まりました。 

会うのが学園卒業以来という人もいるなか、楽しかった学園生活の話にはじまり、互いの近

況まで、時間が許す限り語り合いました。 

そのような仲間に出会えた学園、そして先生方に、改めて深謝する一日となりました。 

                           （岩橋 翔） 

－４－     



  ７２回生 

 

◎第３６回生２組 クラス会       平成３０年１１月１８日(日) 

                  ＪＲ武蔵境駅 中華「木蘭」にて 

     参加： 11 名       幹事： 

私たちのクラス会は、平成１５年より規則正しく３年毎に開いています。幹事もずっと同じ 

２人で担当しています。毎回１２名前後の出席ですが、転校した友達も来てくれて大変盛り上

がります。 

今回は、６年間一緒だった江幡(佐藤)眞喜子さんが本学園の理事長に就任されたお祝いも兼ね

て、懐かしい武蔵境での開催となりました。 

年齢を重ねても、何でもわかりあえる仲間がいるのは、本当に素晴らしいことです。 

「皆、ちっとも変わっていなくて、それがちょっとおかしいけれど、うれしい・・」との感想

もありました。帰りは、以前学園のあった所まで歩きました。杵築神社のお山もよく登ったな

あと感慨深いものがありました。次回は、２０２１年を予定しています。 

           

  －５－ 



学園の行事予定 （下線は、学校内の公開行事） 

4.10    第９６回入学式         4.27    新１年生歓迎音楽会    

5. 9    学校説明会           5.13～17  ６年生修学旅行 

8. 5～10  臨海学校（2～6 年生）         9.28    運動会 

10.10     入試説明会                  10.19    けやき会主催バザー・ひかり祭 

11.11～12   入学試験                    12.7    入学試験二次考査 

12.19     クリスマス礼拝・終業礼拝    12.21～23  スキー学校（4・5 年希望者） 

2.22    けやき会主催・催し物（予定） 3.1～14  卒業作品展示（美術科・家庭科） 

3.15    第９６回卒業式 

教職員紹介 （下線は、卒業生） 

＜小学校・常勤教諭＞ 

 青木 洋介 須藤 信晴 大内 美和子 青木 夕紀（産休中） 森山 ゆかり 影山 郁絵 

 赤羽 俊紀 河野 哲平 大沢 大介  瀬川 和香子 矢部 岳洋 中川 美和 山本 龍樹   

佐野 美加 田中 開  菅野 佑介  平田 正子  松浦 帆花 

<小学校・非常勤教諭> 

 江幡 清彦（相談役）  内藤 朝子  内八重 めぐみ  川瀬 晴美  影山 英理子   

 ベラスコ 清  松原 晴子  片桐 香代 

<幼稚園> 

 江幡 眞喜子 八十島 牧子 中西 沙貴乃 鈴木 雅子 中尾 佳恵 永島 琴音 

<事務・警備> 

 入間田 徹夫  石川 圭子  大塚 麻美  榎本 美織  小木曽 賢 山本 信 

<校医> 

 野崎 道郎（内科医）  樋口 洋一（歯科医）  山田 加世子（薬剤師）  計４１名 

 

 

   学園からのメッセージ  

◇ 学園はいつでも同窓生の来訪を歓迎しております。 

１階の集会室は、卒業生や保護者の方々にお使い頂けます。どうぞご利用下さい。 

 

 

 

 

 

 

－６－     



２０１９年度（令和元年）同窓会総会 
 

 日時:   ５月２６日(日)   午後２時から３０分程度 

 会場:   むさしの学園小学校 家庭科室(１階) 

議題： 平成３０年度決算、令和元年度（２０１９）予算 

             むさしの学園百周年に対する同窓会の姿勢 

 他 

         会費:   不要 

 

     ※ 同窓会総会への参加は、同窓生であればどなたでも歓迎です。 

※ 総会終了後、懇親会を開きます。総会ご出席の方はこちらにもご参加ください。 

 

  事務局からのお願い  

◎ 同窓会費の納入をお願いいたします。 

終身会費は、 1 万円です。 

同封しました郵便局の「払込取扱票」に金額の記入がないのは未納の方、記入があるのは 

残金のある方です。 

郵便振替口座:００１５０－０－１１９３５９  加入者氏名: 武蔵野学園同窓会 

・通信欄に卒業年度と回数・組を記入し、氏名にフリガナを付け、数字はハッキリと。 

・近況もご記入ください。  

 

                   ● ● ● ● ● 

◎事務局への連絡方法： クラス会報告、ご感想やご意見、ご提案 等をお待ちしております。 

・ご連絡は、下記まで郵送か FAX もしくは E-mail でお願いします。 

送付先: 〒183-0002  東京都府中市多磨町１－１９－１ 

          武蔵野学園内 むさしの学園同窓会   FAX：０４２－３６１－７２８８ 

または、 神保 等（３７回生）  176-0021 練馬区貫井２－２４－３－１００７ 

TEL： ０３－３９９８－８６９３ 

E-mail：hjimbo3611@nifty.com  まで 

● ● ● ● ● 

            むさしの学園まで  多磨駅から徒歩３分 

●JR 中央線 『武蔵境駅』乗換→西武多摩川線多磨駅下車 

●JR 中央線 『三鷹駅』小田急バス乗車→多磨駅下車 

●京王線 『飛田給駅』京王バス乗車→多磨駅下車 

 －７－ 
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