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学園創立の精神が息づく

体育館でのひととき

～小学校父親懇親会報告～
9月 18 日、小学校体育館で全
学年クラス対象の父親懇親会が
総勢 148 名で開催されました。 各
テーブルは担任の先生を中心に
ほぼクラス単位で構成され、そ
こに専科の先生方が加わる形に
なっています。 石橋校長からの挨
拶のあと、担任の先生の引率で
それぞれテーブルごとに校舎の
耐震補強工事箇所を案内されま
した。プールサイド、職員室に
保健室など、初めて足を踏み入
れたところもあって、父親たち
は一様に感心したり、自分の小
学生だった頃のことを思い出し
たり比較したりで、初顔合わせ
の父親たちもアルコール無しで
も自然と打ち解けあっていくの
でした。 
体育館にもどって乾杯！ 研究
所跡地に建設される新校舎の設
計概略をスクリーンに映し出し
ての説明があり、学園の未来を
共有しているという実感が父親
たちの中にも広がって、談笑の
声が大きく体育館にこだまして
いきました。 そこで「だより」増
刊号編集委員が 1 年生のテーブ
ルに本紙 PR を兼ねて突撃取材を
敢行。
『学校でこのような形で懇親で
きるなんて夢のようです。』
『先生方とも気軽に話せるし毎
年参加していきます！中学校に

小学校のお父さん先生

息子のお友だちと泊まりがけ
で遊びに行った時のことです。
小学 1年生の CDE 組のお子さん
が、私を見るなり固まってしま
いました。「コンピュータの先生
がいる」と・・・。お母さんが「あ
の日はお父さんたちが先生だっ
たのよ」と声を掛けると、「じゃ
あ、お父さん先生だ！」。その日
から私の呼び名は『お父さん先
生』になってしまいました。
「お父さん先生！」って言われ

おやじ高原を走る

「はい、レモン一丁お願いしま
す」「こちらイチゴ」「あいよー」
8 月 18 日奥日光光徳牧場に、

「氷」の旗が揚がった。東学園の
有志父親たちがつくるEnjoyのメ
ンバーが、子供たちのためにハ
イキングのゴール、光徳牧場に
一日限りのかき氷屋を開店した
のだ。Enjoy は、元々東小のコン
ピューター教室の援助をしてい
るグループだが、他にも何かお
手伝いできることがないかと今
回サマーキャンプに参加したの
だった。活動のモットーは、で
きる時にできる人が楽しくお手
伝いすること。そして、学校の

幼稚園のお父さん活動

幼稚園でのお父さんの活動を 2
つご紹介します。 ひとつは、運動
会で大道具を担当したり、跳ん
で走ってオープニングを盛り上
げる「体を張ったボランティア
活動」。 もうひとつは、先生や子
供たちと一緒になって、遊具や
壁にペンキを塗る「環境整備の
ボランティア活動」です。 小学校

ひがしーず

私の音楽グループ「ひがしー
ず（正式名称ヨダプロジェク
ト）」は高等専修学校生のお父さ
まで歌の上手な方や知人のプロ
ミュージシャンにて構成され、
障害者施設、学校、病院、託児所、
老人ホーム等でボランティア演
奏をして来ております。その傍
らで息子が東幼稚園にお世話に
なってから約 13 年の間に東学園
ライフの中で見てきた、先生方
の暖かく、血の通ったご指導の
様子、子供たちの輝き、そして
父母、先生方との各種交流会で
の楽しく感動的な一コマ一コマ
をモチーフにした楽曲を作成し

中学校おやじの店

3 年前から中学校の学園祭で
は、「おやじの店」という父親に
よる企画・運営による出店を行
い、お父さま、お母さまのため
の憩いの場所と各東学園校（幼、
小、中、高）から遊びにくる子
供たちのために楽しいゲーム
コーナーを提供してまいりまし
た。昨年からビンゴタイムのお
手伝いも加わり、企画・準備・

ると、結構嬉しかったりして・・・。 
いわずと知れた（？）『東小コン
ピュータ教育援助委員会（通称
Enjoy）』を通しての 1 コマでし
た。年 4回土曜自由登校の時に、
コンピュータの得意な（得意で
ない方も大丈夫です。私もそう
です。）お父さん方が先生となり、
お子さんのサポートをするボラ
ンティア活動です。（お父さんが
楽しんでいるだけとの噂も・・・。）
Enjoy は、単に父親だけの集ま
りでは無く、自分の子供以外の

お子さんと係われます。素晴ら
しいことだと思います。それに
しても、お父さんに先生を任せ
るこの学園は「すごい！」と感
心することしきりです。
メンバーの方々はお子さんや
東学園が好きなのは勿論ですが、
何よりもお酒を愛している人が
多い（？）です。ぜひ、皆さん
も一緒に「お父さん先生」をや
りましょう！ 

（小学校 T.O）

実施の各段階に応じて少しでも
協力できるというお父さま方を
広く募集させていただきました。
子供たちも中学生にもなると父
親と一緒に何かをするという時
間もグッと減りますね。普段忙
しい皆さまのちょっと空いた時
間を少しずつ集めて何かができ
ないでしょうか？という企画で
す。11 月 14 日（日）の学園祭の
当日まで助け合い、父親たちで

何かを作り上げられないかと考
えております。現在、続々参加
表明いただいています。当日の
みの参加もOKです。昨年、ご活
躍下さいました皆さんはもちろ
ん、新 1 年生のお父さま、惜し
くも参加できなかった 2、3年生
のお父さま、おやじパワーを結
集して子供たちといっしょに学
園祭を大いに盛り上げましょう。

（中学校 K.S）

て参りました。至らない作品ば
かりですがEnjoyのお父さまたち
の多大なご尽力により一昨年に
「武蔵野フライト」と題し、素晴
らしいジャケットに包まれた CD
を製作していただきました。9月
の土曜自由登校日には CD収録曲
を中心に演奏する楽しい音楽会
を開いていただきました。今後
も多くの方々に喜ばれる活動を
心掛けていきたいと思っており

ます。ご支援いただいた皆さま
に感謝申し上げます。

（高等専修学校N.Y）

の「Enjoy」、中学校の「おやじ
の店」のような歴史はありませ
んが、先生方とのコラボレーショ
ンの下、「幼稚園デビュー」を果
たし、着実に進化しているとこ
ろです。 皆様もご存知のとおり、
幼稚園ではお母さんの活動がと
ても盛んです。このエネルギー
に支えられながら、お父さんの
活動も静かなブームを呼んでい

ます。その姿は、期待と不安で
どきどきの社会生活を始めた園
児の姿に重なる、といっても過
言ではないでしょう。 食欲の秋、
スポーツの秋、読書の秋。心地
よい風に吹かれながら、壁やブ
ランコに刻まれた、お父さんの
「こだわりのサイン」を探してみ
ませんか？

（幼稚園 S.U）

もあるんですよね？』（・・・？）
などなど沢山の感想をうかがえ
ましたが、どなたも「だより」
の存在を知らない (5 月と 7 月の
2回でてます・・・）。 
みごと殆どの父親たちが本紙
を知らない、読んでいないとい
う状況下にあって救世主になる
かこの臨時増刊号「お父さんに
も見せてね」編 。
回を重ねる毎にパワーアップ
する懇親会。 今回、出席かなわな
かったお父さん、来年は是非！

（小学校 A.K） 

活動を側面から援助していくこ
と。メンバーは、多士済々。そ
の特技を生かし、適材適所、興
味本位で、できることもできな
いこともみんなで楽しんで活動
しているグループである。今回
のキャンプサポートもホテルの
近くに独自に宿を取り、ハイキ
ングのしんがりとかき氷屋、そ
してキャンプファイヤーの花火
の 3カ所でのお手伝いを行った。
ハイキングの上級コースのしん
がりを走っていく山男氏。初心
者コースのしんがりで小学生に
手を引かれて湯滝を行くパソコ
ン氏。夜の花火、小 1 の子供た
ちに付いたメンバーは「怖くな
いよ、ほらきれいだね」と 1 年
生と線香花火を囲んだ。幼子と
花火を囲んだ懐かしさに包まれ
ながら奥日光の湖畔に流れる夜
の雲を見上げたひと時であった。

（小学校M.I）
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来たれ！学園祭おやじボランティア

学園祭に向けて、連合後援会だより始まって以来の「お父さん特集」
を企画しました。お母さま方と比べてどうしても学園へのかかわりが
少なくなってしまう「おやじ」へのメッセージです。小学校学園祭で
は、お父さんがゲームコーナーを運営し、子供たち、他の父親たちと
の交流を楽しみます。また翌日は中学校でも、お父さんが「おやじの店」
を出店し、飲食店にゲームに大忙し。今年の学園祭では、お父さんの
活躍にもご注目ください。そして、私もやってみたいという方、是非
お声掛けください。当日の飛び入り参加大歓迎です。


