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ニュースコーナー

NHK スペシャル再々放送

7 月に放送され、全国から
大きな反響のあったＮＨＫス
ペシャル；こども・輝けいの
ち第 6 集「こころの二人三脚
～自閉症児と級友たち」が三
たび、放送されます。11 月 6
日（木）、19：00 から 49 分間、
教育テレビでの放送です。
最初の放送の直後から、学
園とＮＨＫにそれぞれ電話が
200 件、学園ホームページへの
アクセスが 6,000 件もあった
こと、生徒たちが様々なとこ
ろで「素晴らしい学校ですね」
と声を掛けられたことなど、
保護者にとっても嬉しい話に
数多く接することが出来まし
た。まだ、ご視聴になってい
ない方は、この機会にぜひ！

『K2DANCE リサイタル』レポート

9 月 28 日、ARTE（武蔵野市民文化会館大ホール）で、『K2DANCE
リサイタル』が行われた。今年で 4回目となるが、初めて観た私
にとっては、「こんな世界があったなんて！」と驚嘆と感動の連
続であった。
ステージは 3部から構成される。第 1・2 部はチームで、或い
はソロでの華麗なるショータイム。幕が上がった途端、躍動感溢
れるリズムと目にも鮮やかな衣装、そして一人一人のはじける笑
顔と軽妙なステップに観客は飲み込まれ、グイグイ惹き付けられ
ていく。彼女たちの「Welcome!」という心の叫びがこちらにま
で響いてくるようで観ている私たちもウキウキ楽しい気分になっ
てくる。次々登場する出演者たちは、ある時は可憐な少女のよう
にあどけなく、またある時はドキッとするほど神秘的で妖艶に、
はたまたある時は、コミカルにもしくは優雅に舞台狭しと演技を
披露する。
第 3部は大作『ローマの休日』を 7場面に演出。主人公アン王
女を場面ごとに交替で 4人が競演。それぞれが初々しく誇り高い
王女様を好演した。相手役のジョ－は文句無しにカッコイイ。ま
るで宝塚のトップスターのように凛々しく精悍であった。（表現
が適切でなかったらお許しを。でも私にとっては最高の誉め言葉
のつもりです。）自転車二人乗りシーンにはさぞや御苦労があっ
たのでは？と拝察している。総勢 32 名のダンサーたち：一体彼
女たちはナニモノ？本当に私と同じ（母親）なのだろうか？と錯
角さえ起こってくる。とにかく表情がイイ。皆、いきいきしてい
る。ここまで打ち込めるものがあるなんて、うらやましい限りだ。
この晴れの日のためにどれ程の時間を練習に費やしてきたのだろ
う。そう言えば今夏のある猛暑の日「本番まで日焼けは厳禁だか
ら」と肌を露出させないよう細心の注意を払うメンバーがいた。
ただ『踊る』だけでなく、そういう日々の小さな努力の積み重ねが、
この豪華な舞台を作り上げている一助になっていることを忘れて
はならない。彼女たちの達成感はもちろんのことであるがそれを
支えてきた御家族にとっても、母を、妻を、そして娘を何よりも
誇りに思ったひとときであったであろう。
すっかり感化された私はちょっと今から柔軟体操でも始めてみ
ようかな？などと思案しながら帰路についたのであった。

幼稚園 Y

中学校スポーツ大会

中学校の第 20 回スポーツ大
会が 10 月 4 日に開催されまし
た。今年のテーマは「躍動」。
一人ひとりが全力で取り組み、
躍動感あふれるスポーツ大会
という目標どおりの素晴らし
い大会でした。
22 種目どれも生徒たちの
真剣な眼差しで、必死に競う
姿がとくに印象的でした。こ
の日に向けての練習もみんな
頑張ってやってきたのでしょ
う。なかなか勝敗を譲らず粘
るチームも目立ちました。パ
フォーマンスも毎年趣向を凝
らして楽しませてくれます。
僅差で迎えた最終種目のリ
レーでしたが、これで赤組は
圧倒的な差をつけ悲願の 2 回
目優勝を果たしました。
なお、今大会は新記録も続
出しました。50m 走では 3 年

高等専修マラソン大会

秋晴れの 10 月 17 日（金）、
武蔵野市中央公園で高等専修
学校の全校マラソン大会が開
かれました。先ず、女子 48 名
が 9：40 にスタート、1周 970
ｍを 4 周しました。おくれて
10：20、男子 162 名が 7 周完
走を目指します。
結果は、女子も男子も大会
新記録をうち立てました。優
勝者はいずれも陸上部。全国
高専大会でも、好記録で優勝、
入賞を飾る部員たちの、流石
のブッチギリ優勝でした。

高等専修M

創立40周年記念事業募金

東学園では来年の創立 40 周
年に向けて、校舎の再生拡充
やコンピュータ環境の整備と
いった記念事業を計画・実施
しており、この事業支援のた
めの募金活動が行われており
ます。

＜ 10月 31日現在の募金状況＞
 申し込み総額
 ￥70,945,145（911 件）

中学校父親懇親会に参加して　～踊るおやじたち～

9 月 27 日 ( 土 ) の午後、増築
により新設された多目的ルー
ムにおいて第 1回父親懇親会
が小学校のおやじを含め 70 名
以上の参加者で開かれました。
長内校長から学園 40 周年
事業による校舎増改築工事後
の中学校の様子をスライドを
使って丁寧な紹介や連絡の後、
約 1 時間程度お借りしての父
親タイム。中学校のおやじ３
名による日常的な自閉症児の
我が子との係わり合いを中心
にした講演に続いて、父親サ
モアダンサーズ ( 通称おやじダ
ンサーズ )12 名によるウォー・
クライとも呼ばれるハカを披
露し大きな拍手を贈られ「自
閉症児も普通のお子さんも同
じ、親父も教育に参加すると
楽しい」ことを全身を使って

アピールしました。
小学校の土曜自由登校日の
コンピュータ教室などで活躍
しているコンピュータ教育援
助委員会（通称 Enjoy）に参
集するおやじたちの冗談を本
当に形にしてしまったダンス
チーム。まず最初に楽しみを
追い求め今春誕生したのが CD
武蔵野フライト。「ラグビーの
強豪オールブラックスが試合前
に披露するウォー・クライって
格好いい」こと、またメンバー
の友人にサモア系ニュージーラ
ンド人 (NZ 原住民マオリ族も
同じポリネシア系 )がいたこと
でチーム誕生となりました。
練習を重ねて臨んだ 7 月
の小学校父親懇親会エンジョ
イ紹介の余興では練習不足を
露呈し、結果台風をついての

8 月強化合宿、続く 9 月の全
体練習と太ももを腫らすまで
練習を重ね、衣装もばっちり
きめて迎えたステージでの成
功？は喜びもひとしお。
そう、強化合宿には青梅の
北原邸をお借りしたのですが、
北原さんから中学校開校当時
は校舎がなくて 1 学期間だけ
普通クラスは週の前半に、後
半は治療部が泊まりがけで学
んだとか。東中学の黎明期の
学び舎での合宿練習、中学初
の父親懇親会に初デビューと
いう運命的な巡り合わせに感
動しました。おやじダンサー
ズの結束力が今後の後援会活
動に何をもたらすのかは未知
数ですが、親として学校に関
わることの楽しさを満喫させ
てくれることは確かです。

小学校・東の踊り子 K

小学校体育祭
「めざせ優勝！めざせ友情！」

天候に恵まれた小学校第 27
回体育祭は、今年もグラウン
ドを「劇場」に変え、一つひ
とつの競技やダンス、マスゲー
ムに個性が、チームワークが、
キラキラと輝いていました。
応援席からの大きな声援と
拍手が鳴り止まなかった 1,500
メートル持久走。なんとか抜
かれまいとする先頭ランナー
の文字どおり力の限りの走り
は、応援席にいる保護者みん
なの心を打ち、また全力を出
し切ってのゴールでしばらく
立ち上がれない子供たちを目
の当たりにして感動を覚えた
のは私だけではないでしょう。
「おしたら、おぶって」など
Ａ組からＥ組の皆が気持ちを
ひとつにしないと成立しない
競技に、一心にとりくむ子供た
ちの姿に、東の理念が溢れてい
て子供たちが本当にまぶしい。
終わってみると白組が 200
点近い大差で２年連続の優勝
となりましたが、10 月 11 日

は子供たちみんながよく頑張
り、保護者ともどもこころと
からだの成長を実感した日で
ありました。

小学校 K

丸山君 6.98 秒、500m 走 3 年
原 田 君 1 分 35 秒、1,500m 3
年山内君 4分 39 秒、走り高と
び ( 男子）3 年大原君 156cm、
（女子）3 年野村さん 146cm，
遠投王 ( 女子）3 年木野さん
28.5m、さらにリレーの 400m
女子では 2年白組が 1'02'81 と
多くの種目で記録が塗り替え
られ、東の運動場がさらに拍
手で湧きました。

中学校 Y
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幼稚園の園まつり情報！

園まつり部では、今年も模
擬店・バザーともに皆様に楽
しんで頂けます様準備を進め
ております。
模擬店では、新メニューとし
て調理パン（玉子パン・コロッ
ケパン）菓子パン（あんパン・
チョコレートパン・トライア
ングル）が登場します。オー
ソドックスなメニューですが
生地も中身も手作りの味間違
いなしです！おやつにも是非
どうぞ☆そして見逃せないの
が “おにぎり” 今年のおにぎり
はひと味違うのです。何が違
うのかと言うと、お米へのこ
だわり・・おにぎりに適した

中学校学園祭みどころ

今年は中学校 20 周年！楽し
い企画が盛りだくさんです。

＜体育館＞
○劇発表（ＣＤＥクラス）
毎年趣向を凝らした劇発表。
今年は英語劇にも挑戦します。
○中学 20 周年特別企画 - ロ
ボットがやってくる -
法政大学工学部の高島研究室
より鉄棒運動ロボットとサッ
クス演奏ロボットの実演があ
ります。最先端技術を目の前
でご覧下さい。

高等専修「紫峰祭」情報！

高等専修学校の学園祭「紫
峰祭」は生徒が中心になって
運営されます。子供たちの成
長した姿は何とも頼もしく、
出番の少ない親たちも、毎年
満たされた気持ちになれるお
祭りです。何が登場するか分
からないので、最後までワク
ワク。是非お出かけください。
７日（金）は前夜祭。電気
通信大学ジャグリングサーク
ル「ル・パサージュ」の妙技、
恒例の富くじ（景品はＭＤコ
ンポ、プレステ、ゲームキュー
ブ etc）などお楽しみ一杯です
が、この日は生徒たちのもの。
残念ながら、保護者や一般の
方は参加できません。
紫峰祭当日の８日（土）も
みどころ満載です。趣向を凝
らした学年展示、ボストン東
スクール研修生による展示、
そして、資料室では「創立記念・
特別展」も行っています。
＜１階＞コンピュータ室で
は初級パソコン教室を開催。
生徒たちがインストラクター
になって、初心者にも丁寧に
教えてくれます。ロビーでは
OB会のバザーもオープンして
います。
＜２階＞和室では毎年超人
気の「秋の茶会」で皆様をお
迎えいたします。生徒のお点
前で、ふくよかなお茶の香り
を満喫してください。
＜３階＞各学年が取り組ん
だ学習展示、絵画展示、プレ
イランド、そして友愛会役員
会による１００円ショップが
あります。友愛会の収益は友
愛会送別会の運営費になりま
すので、ご協力を宜しくお願
いします。
そして、ラグビー部もブー
スを一部屋にひろげて、ポロ

小学校学園祭みどころ

バザーではお母様方の手作
り品のコーナーが復活します。
やはり、手作りの品が並ぶと
華やかですね。もちろん日用
品や、クリスマス用品等手軽
な値段でリッチなお買い物も
楽しんでいただけます。
模擬店では、子供たちの大
好物チョコバナナが新登場。
もう一つ今年は、高橋前会長
のお店『味多香』からこだ
わりのおにぎりセットが二種
類！登場。米にも具にも、握
り方にもこだわった究極のお

にぎりを是非ご賞味下さい。
その他、美味しいメニューが
ずらり♥
ビンゴでは、今年も豪華景
品が揃っています。ディズニー
の親子チケット２組、マザー
牧場のチケット、有名な野球
選手のサイン色紙や、カメラに
自転車、ゲームやキーボード。
子供たちがわくわくすること
間違い無しですね。提供して
下さった保護者の皆様ご協力
本当に有り難うございます！
卒対では、掘り出し物が絶
対に見つかるフリーマーケッ

ト、楽しさ満載のゲームコー
ナー、お茶とお菓子の喫茶・
キティーサロンで皆様のお越
しをお待ちしております。
本部ショップとして愛され
てきましたお母様方の手作り
お菓子のコーナーは、“ままず
スウィーツ” と名前を改めての
販売となります。かわいらし
いあまーいお菓子は早いもの
勝ちです！その他お父様方に
よるゲームコーナー等、盛り
だくさん。今年も楽しい学園
祭いよいよ始まりです。

小学校M

＜運動場＞
○模擬店・プレイランド
やきそば、おにぎり、豚汁、
たこ焼き、チョコバナナ、カ
レーなどなど生徒が主催する
各店へぜひお越しください。
ゲームのプレイランドも。
○リサイクル品ガレージセール
今年は例年の制服類に加えて、
コミック本、和服のコーナー
もあります。
○お母さんの店
ドリップコーヒー、ソフトド
リンク、ワッフル、サンドイッ
チをご用意。

○おやじの店
今年も登場！お父さん経営の
「憩いの場所」です。
○ゲームコーナー
「激闘！おやじボウル」
なんと小学校の紅白大玉が登
場！乞うご期待！
○ビンゴ大会
今年はおやじの会の進行で行
います。豪華景品をお楽しみに。
＜理科室＞
○バザー
贈答品、手作り品など、掘り
出し物がいっぱいです。

中学校H

産地のお米を使います。また、
中に入れる具も厳選されたも
のを使います。姿・形も園児
に合わせたスモールサイズに
なっており ‘タコさんウイン
ナー’ がついてます。きっと食
べたくなるはず…
バザー部では毎年たくさん
の方々に足を運んで頂いてお
ります。今年も皆様が気持ち
良くお買い物ができる様会場
内を工夫していきたいと考え
ております。保護者の方々よ
りご寄付して頂いた品を感謝
しながら、完売させるよう頑
張ります。
卒準では今年も楽しい企
画が盛りだくさん！！恒例の

ゲームコーナーでは “アトム
の世界” へ旅立ちましょう（タ
イムスリップ）。子供たちの笑
顔がはじけること間違いなし。
販売コーナーのイチ押しは卒
準オリジナルキャラクター商
品の『ひがしっ子なかよしグッ
ズ』パズルやシール缶バッジ
にキーホルダーなど一目見た
らあなたも必ず欲しくなる？
もちろん毎年大好評の手作
りケーキ＆クッキー。お母様
方の（ひょっとしてお父様方
も？）愛情をたっぷり添えて
今年もご用意しています。卒
準一同、皆様のお越しを心か
らお待ちしております。

幼稚園N

シャツ販売をします。１枚
２, ５００円。黒白紺の新色も
そろえました。その他、生徒
デザインのマークがプリント
されているトレーナー、ヨッ
トパーカー、保護者手作りの
小物も販売予定です。ラグビー
部の活躍の様子をビデオで放
映していますので、お見のが
しなく。
最後に、もちろん、忘れて
ならないのが、皆様お待ちか
ねの、後援会と０Ｂ会のバザー
です。日用品から素敵な手作
り品まで豊富な品揃えで、お
立ち寄りをお待ちしています。
＜４階＞被服室では、被服
科の皆さんがペンケース、バッ
グなどの手作り品を販売しま
す。美術科の陶芸販売も毎年
好評です。中皿、オリジナル
コップなど人気商品が一杯。
新製品も沢山あります。お早
めにお求め下さい。
体験コーナーも新しく設け
ました。その場で着色して、
お持ち帰りになれるオリジナ
ルマグネットを作ります。美
術科、陶芸科の皆さんが丁寧
に教えてくれますよ。
＜地下ホール＞では、ステー

ジショーをご覧になりながら、
レストランと３年生の模擬店
をお楽しみ下さい。レストラ
ンのメニューはカレー、豚汁、
幕の内弁当（当日のみ）など
すべて手作りの８品目。レア
チーズケーキ２００円はお勧
めです。模擬店では、おしるこ、
フランクフルト、ジュースが
お買い求め頂けます。当日券
もあります。
ステージでは、生徒有志に
よるハモネプ、今年初参加の
吹奏楽部の演奏、そして、被
服科生徒によるファッション
ショーが学園祭を盛り上げま
す。まさに「紫峰祭」のハイ
ライト。自分たちで一針一針
縫い上げたウェディングドレ
スを纏った３年生の美しい姿
には感動します。毎年、会場
のあちこちですすり泣きの声
が聞こえるほどです。そして、
お相手の先生との軽妙な掛け
合いで、笑いながらフィナー
レを迎えます。
８日（土曜日）は、朝から
丸一日、高等専修学校の「紫
峰祭」で心ゆくまでお楽しみ
下さ～い。

高等専修M

編集委員会（編集スタッフ）

□室山なるみ （高等専修）
□大矢田鶴子 （高等専修）
□波山万紀子  ( 中学校）
□山本　成実  （中学校）
□高橋かおり  （小学校）

編集長記　編集後記
▽今回は各園校の学園祭
のみどころを案内して、多く
の方に足を運んでもらおうと
いうことで学園祭前の発行に
チャレンジしてみました。ど
うです学園祭全部行ってみた
い企画内容でしょう▽右にあ
るのは 40 周年を記念して 10

□宮島　祐子  （小学校）
□渡辺　深香  （幼稚園）
□野内　陽子  （幼稚園）
■北川久一郎  （小学校）
■桑原　厚  （小学校）
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月に予約販売された連合後援
会「記念 T シャツ」のロゴ。
正式採用外の応募デザインの
ひとつです。▽東がどんどん
発展・充実して
いく。子供たち
保護者ともども
喜びあいたい。


