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実践女子大学短期大学部創立70周年（昭和25年・1950年創立）
写真は『1954年の文科卒業アルバム』
（下田歌子記念女性総合研究所所蔵）より

実践桜会行事日程
令和2年
4/初旬

10/31（土）秋季運営委員会（於：実践桜会会館）

11/14（土）15（日） 大学・短期大学部「常磐祭」
（日野）

6/20（土） 実践キャリアネット総会・講演会
…延期

開催
2/未定

11/21（土）実践キャリアネット第1回セミナー

3/6（土）

（於：実践桜会会館）

12/19（土）20（日） 大学・短期大学部「常磐祭」
（渋谷）

…中止

桜会賞授与
12/26（土）〜1/5（火） 実践桜会会館冬期休館

10/8（木） 学祖祭（於：実践桜会会館）

令和3年
1/10（日） 初春歌舞伎観劇会（於：国立劇場）…中止

実践桜会奨学生・
国際交流基金奨学生交流会

開催

10月初旬 「なよたけ情報版」第26号発行

実践キャリアネット卒業生と在校生
との交流会

ホームカミングデー・桜会賞授与

8/8（土）〜16（日） 実践桜会会館夏期休館
9/19（土）20（日） 実践桜会バザー（於：中・高ときわ祭）

実践キャリアネット第2回セミナー

生交流会…中止

5/17（日） 定時総会
（於：実践桜会会館1階ホール）

1/11（月） 祝・成人の会（於：桃夭館）

実践桜会奨学生・国際交流基金奨学

「那与竹」第83号発行

4/初旬

「那与竹」第84号発行

5/23（日） 定時総会・懇親会
（於：セルリアンタワー東急ホテル）
（令和2年7月現在）

M essage

M essage

M essage

「なよたけ」のように

「アントニヌスの疫病」
という影

理事長挨拶

令和2年度
実践桜会定時総会報告
令和2年度実践桜会定時総会が5月17日(日)、実践桜
会会館1階ホールにて開催されました。

実践女子学園理事長

実践女子大学・
実践女子大学短期大学部 副学長

一般社団法人
教育文化振興実践桜会 理事長

山本 章正

難波 雅紀

鈴掛 まゆみ

代議員総数151名、出席代議員数130名（うち委任状
出席113名）で、定足数76名を満たし、定款第22条に
より総会は成立し、全ての議題が承認されました。
【議題】 1.令和元年度事業報告の件

学園は昨年、輝かしい創立120周年を迎え、2020年4月か
ら学園シンボルロゴを一新して、次の10年に向けた新たな
スタートを切りました。
新しい学園シンボルロゴは、二つの目的をもって創りま
した。一つ目は、本学園の建学の精神や教育理念、現在と
未来の目指す姿を、より広く、わかりやすく学内外に発信
すること、
二つ目は、
学園に関わる人々の一体感の醸成です。
デザインは、本学文学部美学美術史学科の学生5 名が共
同で行い、デザインコンセプトは、「繋がり・未来」。花び
らは、卒業生を含む「実践生」を表し、躍動感のあるリボ
ンが、
社会との繋がりや未来へ羽ばたく姿を象徴しています。
2020 年 2 月には、「実践女子学園中期計画（2020 〜 2022
年度）」を策定しました。この新しい中期計画のもと、シ
ンボルロゴが表すように、伝統と歴史を踏まえながらも、
新しい時代に即した教育を創造し、学園のさらなる発展を
目指していきたいと思います。
一方、2020年に入って、新型コロナウイルスの世界的蔓
延が始まりました。日本国内でも感染者が急増し、外出自
粛要請や政府の緊急事態宣言が発出されるという緊迫した
状況の中で、学園は新年度を迎えました。学園は、学生・
生徒及び教職員などの安全を最優先に考え、4 月 8 日から 5
月26日までの約2か月間、各キャンパスを閉鎖しました。
閉鎖期間中、教職員は、オンライン授業の準備及び実施、
学生・生徒への様々な支援策の推進など、それぞれの役割
を十分に果たし、困難に立ち向かいました。
現在は、感染に警戒しながらも、
日常への回復を進めてい
ますが、
以前の状態に戻るには、
少し時間がかかりそうで
す。対面前提の授業、大勢が集まる行事や活動など、様々な
行動計画が修正を求められています。教育も働き方も対外
活動も、対面とオンラインを両輪にした効果的なハイブ
リット型施策を進める必要があります。社会がどのように
変化しようとも、学園の成長に向けた「志」は変わりません。
垣の外に生い広ごれるなよ竹ももとの根ざしはゆるがざらなん
これは、大正 6 年に下田歌子先生がお詠みになった本誌
「なよたけ」の題歌です。私はこの歌の中に、この度のよう
な先の見えない不安な状況下においても、学園を成長させ
るヒントがあると考えています。
竹の驚異的な生命力、成長力を支えるのは地下茎です。
外に向けた活動が制約される昨今だからこそ、これまでで
きなかったこと、今しかできないことを実践してまいりま
す。そして、
「もとの根ざし」をさらに強くし、学園の成長
力を着実に高めていく所存です。皆様には、これまでと変
わらぬ温かいご支援を心よりお願い申し上げます。
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西暦165年から167年にかけてメソポタミアからローマに
及んでいった、
「アントニヌスの疫病」と呼ばれる伝染病が
ある。アントニヌスとは、当時のローマ皇帝だったマルク
ス・アウレリウス・アントニヌス
（121-180）
のことだ。ス
トア哲学の学識に長け、後に五賢帝のひとりに評されたア
ントニヌスからすれば、自分の名に因んだ病名など実に迷
惑な話だったかも知れない。この頃のローマ帝国は強大な
軍事力を背景に、スコットランドからシリアに至る広大な
土地を領有し、繁栄を恣にしていた。皇帝の権力と帝国の
威勢を凌駕するものなどこの世に存在しないと誰もが信じ
ていた。その大帝国が、
「アントニヌスの疫病」の流行を境
に衰退へと転じていく。そして、テオドシウス帝
（346-395 ）
治下の 395 年、内戦の末に東西に分裂してしまうわけだ。
西洋古代最大の帝国の存亡と伝染病との間には、こうした
因果関係があると言われている。
話は変わり、アメリカ合衆国大統領だったバラク・オバ
マは、日本ではすべての国民が一定限度の医療を平等に受
けられる皆保険制度があるのをヒントに、アメリカに新た
な医療保険制度を導入しようとした。金を積めば積むほど
高度な医療を受けられるアメリカの医療制度は、低所得者
や貧困に喘ぐ国民にはまったく無縁のものだった。そこに
メスを入れ、国民全体の健康増進を図ろうとしたのがオバ
マだった。しかし、政権がドナルド・トランプに移った途端、
オバマ・ケアは廃止され、もとの医療制度が復活した。ト
ランプの狙いは、勝者と敗者、金持ちと貧乏人に国民を分
断することで、今までどおり勝者が勝者であり続け、金持
ちが金持ちであり続けられるようにすることだ。その後の
施策も、社会問題に真摯に対するどころか、社会の亀裂を
いっそう深め、国民の怒りを増大させてきた。最近の彼は、
人種差別撤廃を求めて平和的に抗議する国民を、天安門事
件の如く武力で威嚇し、鎮圧する素振りさえ見せている。
そんな不穏なアメリカにも、新型コロナウィルス感染症
は容赦なく襲いかかってきた。かつてローマが皇帝の権力
と帝国の威勢を驕っていたように、当初、トランプは、ア
メリカの力、いやこの私の力を以て打ち負かせないものな
どこの世にあるはずはない、と高を括っていたふしがある。
しかし、未だ有効な対策を打てないまま、アメリカは多く
の感染者と死者を出し続けている。もちろん、オバマ・ケ
アがあれば感染を抑止できたなどと言うつもりは毛頭な
い。言いたいのは、アメリカの惨状を見聞きするたびに、
「ア
ントニヌスの疫病」とローマ帝国存亡のシナリオが、不気
味に脳裏を過ぎるということだ。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため会員の皆様の
健康と安全を最優先に考え、実践桜会の行事等も中止せざ
るを得ない状況が続いております。
5月17日（日）令和2年度定時総会も規模を縮小して実践
桜会会館にて開催することが出来ました。そしてすべての
議案が可決・承認されました。ここにあらためまして会員
の皆様にお礼を申し上げます。
今年度は役員改選の年に当たり、令和2年・3年度新理事・
監事の総勢 22 名でスタートしました。このメンバーで 2 年
間実践桜会をより良い方向に、また来年実践桜会は120 周
年を迎えるに当たり、記念事業をどうしたらよいか理事会
で検討している最中です。来年 5 月の定時総会までに、こ
のコロナ禍が収束することを願ってやみません。
私も理事長として3期目を迎え、会員の皆様、科会の皆様、
支部の皆様、そして学園のご協力をいただき全力で努めて
いきたいと思います。
さて、実践桜会は代議員制度を導入しております。2019
年・2020年度代議員の皆様には2年間ありがとうございま
した。令和3年度は2021年・2022年度代議員を選出しなけ
ればなりません。正会員の皆様にはこの「なよたけ情報版
第26号」に同封されております「代議員立候補届」にてご
返送よろしくお願いいたします。その結果を受けて代議員
選出管理委員会（委員長：尾崎緑 S49 年大国、委員：久保
きみ子S43大食、委員：岡田恵美H4高校）により新代議員
が選出され、令和3年4月発行「那与竹第84号」に新代議員
の氏名が掲載されます。
まだまだコロナ禍の先が見えない重苦しい状況の中で実
践桜会会館も開館日数を縮小いたしております。したがっ
て貸室業務も今まで通りにはいかず、新型コロナウイルス
感染防止策としてフィジカルディスタンスを保ち、換気、
消毒等に配慮をいたしてまいります。会員の皆様や会館利
用のサークルの皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何
卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
この新型コロナウイルス禍で世の中全体が変わっていく
ように思います。今までは考えもしなかった新しい生活様
式を築いていかなければなりません。
これからも会員の皆様、科会の皆様、支部の皆様のご協
力・ご支援の程よろしくお願いいたします。

2.令和元年度決算書承認の件
3.公益目的支出計画実施報告の件
4.監査報告
5.令和2年度事業計画(案)及び予算(案)の件
6.役員改選の件
本年は役員改選の年に当たるため総会終了後、承認
された新役員22名（欠席2名）による理事会が開催され、
令和2・3年度理事長として鈴掛まゆみ氏が選任されま
した。
新型コロナウイルス感染症拡大防止による緊急事態
宣言が発令されるという想定外の事態があり、会場を
変更し規模も縮小した開催となりました。代議員の皆
様には、委任状提出での定時総会参加をお願いしまし
たが、たくさんの方々にご協力頂けましたことを深く
感謝申し上げます。
新役員一同、心新たに桜会を盛り立てるための努力
をして参りたいと存じます。今後とも引き続き皆様の
ご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上
げます。
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特別寄稿

短期大学部70周年に寄せて

実践女子大学短期大学部

髙瀨 真理子

の半分の内容では決してありません。2年生は、早々

学は創立者の志に拠って立つ志学であれば、対面

に就職先や進学先を決めますが、就活では、大学

授業の適わない中でどうやって「うちの学生」に

生と競う場面もあり、大学2年生より早くに大人に

育ってもらうかは頭の痛い問題でした。しかし、

なることを迫られ、入社しては、短大時代に培っ

本学を志望して本学学生になった学生たちには「う

た課題に対して「とにかく食いついてこなす」と

ちの学生」になる適性はあったようです。Zoom等

いう姿勢で仕事にうちこむようになります。

の双方向授業を介して、できるだけ学生とやりと

そういう育ち方をした短大卒業生はたくましい

りし、折に触れて明治時代の女性や下田先生の話

と思います。本学からブルドックソースに就職し、

題を入れているときちんと意識して自分の身のう

お茶くみから社長にまでなって会社を守り抜いた

ちにとりこんで考えている学生たちに遭遇します。

池田章子氏、同じく大学美学美術史学科を経由し

今後はこういう状況を踏まえた授業形態と短大教

本学短期大学部は、1950（昭和25）年実践女子

教育効果を理解してはもらいにくい環境にありま

て現在武蔵野市長としてご活躍の松下玲子氏など

育を考えていかざるを得ませんが、時代の風は、

学園短期大学として渋谷に発足しました。家政科

す。女性の社会での役割も変わり、短期大学教育

は顕著な例ですが、社会に幅広く堅実な人材を輩

さまざまに想定外のことが多くなりました。私た

がまず設置され、翌年、国文科と英文科が設置さ

を実感する卒業生たちが減ってきたこともあって、

出し続けている自負は持っています。

ちはそういう時代を生き抜いていける女性たちを

れました。現在では、家政系の学科は大学の専攻

ますます短大教育が分かりにくくなってきている

へ改組するなどして、文系だけの学科になってし

ようです。

私が親しくしている先輩方は、渋谷時代の方々

育てたいと考えます。

ですが、日野神明キャンパスでも 38 年ほど教育を

短期大学設置 70 周年を記念して、特別授業を企

まいましたが、日本全国で短期大学が激減し、地

私は、本学の教育を受け、母校の短大に戻った

行ってきました。私もそこで育ったひとりです。

画しています。倫敦漱石記念館の館長、恒松郁生

域密着型として地域の専門職との連携で捉えられ

希有な事例に該当しています。また、短期大学部

学校の周辺にアパートが多く、学生たちはのんび

氏と遠隔でつながって「漱石と英国絵画」という

る事例が多い中、首都圏の通学学生が増えたとは

長時代、井原前理事長から、繰り返し、うるさい

りした環境で学校に親しみながらユニークに育っ

テーマで授業をしていただきます。渋谷の教室に

言え、現在も全国区の教養系短期大学のひとつと

ほど問いかけられたのは、短大教育とはどのよう

ていきました。今はまた洒落た都会である渋谷の

足を運んでも、パソコン前に待機してくださって

して存続しています。

なものか、大学と何が違うのかということでした。

高層ビルで大学生とともに学んでいます。日野時

も参加できるようなスタイルを考えています。文

短期大学の雄であった青山学院短期大学や立教

短大の2年間というのは、とにかくあっという間

代の卒業生が渋谷の建物と学校の雰囲気に戸惑っ

系2学科で迎える70周年にふさわしい企画となるこ

女学院短期大学が既にない今日、本学短期大学部

に過ぎます。入学の喜びと同時に、進路就職のゴ

たりする姿も見ますし、時代とともに変わるもの

とでしょう。

が紆余曲折を経て、無事 70 周年を迎えることに感

ールを見定めさせられ、カリキュラムも密で、学

はありますが、実践の短大生として変わってほし

是非、皆様もご参加ください。

慨を禁じ得ません。

生は真面目に学べば常にいっぱいいっぱい。そう

くないものもあります。下田先生の言に倣えば「外

詳細は桜会のホームページでご確認ください。

短期大学というのは、2年間の高等教育機関であ

いう中でとにかく食いついてこなしていかなけれ

に柔、うちに剛なるぞよき」の心意気でしょうか。

るし、女子教育が多いので、大学と比較すると中

ば、卒業から危うくなります。今日では卒業要件

今年度はCOVID-19が蔓延したために、入学式も

途半端に思われがちで、なかなか真の短期大学の

もずいぶん緩和されてきましたが、それでも大学

挙行できないまま学生教育が始まりましたが、私

講演者紹介風景

日野神明キャンパス
学科講演会の風景―学生も学科教員も参加

渋谷校舎
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写真3点は『実践女子短期大学日本語コミュニケーション学科
2003年卒業記念写真集』
（下田歌子記念女性総合研究所蔵）

板垣弘子先生、飯塚幸子学長とともに
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支部だより2020
札幌支部

佐々木 智子

（昭和51年／大食管卒）

この度、岩本郁子前支
部長が退任されたため、
卒業以来、病院管理栄養
士 を 務 め て おりまし た
佐々木智子が支部長の任
を仰せつかりました。
今年度は新型コロナウイルス蔓延対策
のために前期の支部行事は中止となりま
した。社会活動については状況を見て行っ
ていきたいと思っています。
札幌支部の会員数は 250 人程を有して
いますが、地域が広いことや高齢化に伴
い支部活動の参加者が少ないことが問題
点です。今後は同窓会が若い世代の卒業
生にとっても魅力的なものであり、プラス
αの活動ができるようにし、諸先輩と共に
実践女子大学の誇りを尊重できる支部活
動をするように努力したいと思います。

函館支部

宮村 智子

（平成1年／大国卒）

函館支部では、昨年10
月に定例の支部同窓会を
開催しました。定員 20 名
のうち10 名がご参加くだ
さり、大変うれしく和やか
なひと時となりました。
今年度は、会員の方が営まれている会
社の工場見学をさせていただく計画があり
ましたが、コロナ禍によって見送りとなり
残念なことでした。
現在は10月の支部同窓会に向けて、皆
が 元 気 に 集まることが できるように、
LINEなどを通じて会員同士励ましあって
おります。
一日も早くコロナが収束しますよう願っ
ております。

る機会が開催できず、残念です。
岩手には世界遺産の中尊寺金色堂をは
じめ、名所がたくさんあります。三鉄に乗っ
て沿岸を旅するのもおすすめ！美味しいも
のもたくさん！落ち着いたら県外の皆様に
も岩手へぜひ足を運んでいただけたらな
と思います。

谷口 あき子
宮城県支部 （昭和
57年／大食管卒）
宮城県支部より近況報
告をいたします。
宮城県支部では、毎年
7 月に支部総会、及び会
員の中から（又は外部の
方を招いて）講話をいただき昼食をとり
ながら親睦を深めております。しかし、今
年度は新型コロナウィルス感染症の拡大
が懸念されますことより、会員の健康を守
ることを第一と考え支部総会の中止を決
定いたしました。一日も早く世の中が落ち
着き、和やかな支部総会を開催できます
よう願っております。

山形支部

嘉規 則子

（昭和45年／大食卒）

新型コロナウィルス感
染拡大の大変な状況の
中、本部役員の方々には
令和 2 年度実践桜会定時
総会を開催していただき
深く感謝申し上げます。私は残念ながらこ
のような社会情勢のため委任状提出での
参加となりました。
山形支部では、昨年度担当地区（村山）
から令和 2 年度担当地区（置賜）へバト
ンが渡された後、昨年秋より令和2年度山
形支部総会開催に向けて、西方和子幹事
長を中心に3回準備会が開かれました。そ
して6 月21日（日）上杉伯爵邸にて開催
予定、会費や総会、研修内容、役割担当
なども決定した矢先、緊急事態宣言がな
されるなど先の見通せない社会情勢にな
り、やむなく置賜役員会で今年度総会は
中止と決定いたしました。
色々なイベントや習い事などに中止や
自粛が求められている昨今、当たり前だと
思っていたこと、人と人との交流がいかに
大事かを考えさせられます。

心残りながら中止といたしました。支部会
員の皆様には、令和元年度の事業報告と
決算、令和2年度の事業計画案と予算案、
講師の予定でいらした女優渡辺美佐子さ
んの業績をお送りし、ご承認とご理解を
いただきました。
来年度は、事務局の輪番により、福島
市地区の皆様が総会運営の立案をされま
す。現役員一同、総会開催のために、ご
支援、ご協力をしたいと考えております。

茨城支部

久保田 節子

（昭和40年／短英卒）

かつて、経験したこと
のないコロナウイルス禍
に本部の役員の皆様も今
年度の運営にご苦労され
ていらっしゃることでしよ
う。
当支部も3月、 4月と2 回の役員会を中
止いたしました。
例年、 6月に開催しておりました総会及
び催し物も出来ずに至っております。
今後、数回の役員会を開き、今年度の
方針を決定する予定です。
ステイホームに入る前、周辺の木々は
裸木でした。だんだん緑濃い森になり、
エネルギッシュな自然の力をあらためて感
じます。
来年度は従来通りの活動ができるよう
に願っております。

池島 敬子
栃木県支部 （昭和
49年／大英卒）
新幹線で隈研吾設計の
福島県立美術館で、関根
正二展を見学しました。
信夫山を背景にした図書
館 併 設 の 素 敵 な 建 物で
す。
峯亀でおいしいランチをいただきました。
旧日本銀行福島支店長宅に行き、阿武
隈川を眼下に見下ろす貸し切りのお部屋
で、ゆっくりお茶をいただきながら、総会
を開きました。 8 畳で600 円のリーズナブ
ルなお値段で、びっくり。昭和2年建築の
純和風建物です。
すべて福島県支部長の本多節子様のお
かげです。
ありがとうございます。

た、徳川の歴史を学びました。昼食は明
治18年創業の割烹料理店において、美味
しいお料理をいただきながらおしゃべりに
花が咲きました。
令和 2 年度総会、講演会は新型コロナ
ウィルス感染防止のため、会場での開催
は取りやめ、議決は書面での回答をお願
い致しました。そして秋の研修旅行も、
残念ですが中止させていただきます。
実際活動できないにも関わらず年会費
をお振込みくださる会員の皆様に、心より
感謝申し上げます。次年度は開催できるこ
とを願っております。

埼玉支部

金子 京子

（昭和53年／大被卒）

第 24 回 総 会 並 びに講
演会を6月27日（土）に、
With Youさいたま埼玉県
男 女 共 同 参 画 推 進 セン
ターにおいて開催する予
定でしたが、コロナ感染拡大のため書面
開催となりました。講演会は、時間栄養
学者の大池秀明氏による「人生は「朝食」
で決まる〜体内時計から考える食事の時
間〜」を企画しておりましたが、来年度
に開催する予定です。今後の活動として
、
は、10月に支部研修交流会（発酵食講座）
3月に実技研修会（手芸・ネックレス等）
を予定しています。多くの方の参加をお待
ちしておりますが、
今年度より支部長となりました。今後と
も埼玉支部をよろしくお願いいたします。

岩手支部

村井 沙織

（平成22年／大人社卒）

今年度は会員の皆さん
の安全を第一に考え、支
部総会兼懇親会は中止に
致しました。年に一度、
顔を見て近状を話し合え
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茂木 初枝

福島県支部 （昭和51年／院国修卒）

群馬県支部 （昭和45年／大被卒）

本年度の福島県支部の
総会と講話（一般市民も
聴講）は、7月11日（土）
に郡山市の開成山大神宮
で開催予定でしたが、新
型コロナウイルスの収束が困難なため、

令和元年度、秋の研修
旅 行 は 10 月 16 日に徳 川
家発祥の地である群馬県
太田市を訪ね、古民家で
語り部をしている同窓生
の西山千代子さんの昔話に耳を傾け、ま

守田 由紀子
神奈川支部 （昭和
48年／大英卒）
小田原周辺在住の卒業
生の皆さんのご尽力によ
り、昭和38年11月に設立
された「小田原支部実り
会」を基礎に名称も変更
して発足したのが、現在の「神奈川支部」
です。
春と夏に集まりを持っています。昨年の
総会は2019年7月7日に、歴史あふれる「ほ
てるニューグランド」で開催しました。今
年は、新型コロナウィルスのため、残念
ながら中止いたしました。
神奈川在住の卒業生の皆様！
！是非、神
奈川支部にご入会をお待ちいたしており
ます。たくさんの卒業生の皆様にお逢いで
きるのを楽しみにしています。

長野支部
昨年秋の交流会
「生活の木 薬香草園にて」
（飯能市）

本多 節子

だき、ありがとうございました。被災地区
の皆様へアンケートを実施し、お見舞い
金で岐阜の松浦軒のお菓子（歌子の里）
を送らせていただきました。
10月には岸田劉生展と品川プリンスホ
テルでの食事会を行いました。
今年はコロナの影響で、 R2/6/21 に予
定していた総会も中止し、書面で承認とい
う形をとりました。会報誌ミルフィーユの
発行も原稿等はメールで確認を取り、発
送は役員で分担しました。返信のはがき
に寄せられたお言葉も有難いものでした。
顔 を 合 わ せて
集まることが難し
いこの頃ですが、
情 勢 を 見 な がら
計画していきたい
と思います。どう
ぞよろしくお願い
いたします。

竹下 寛子
千葉県支部 （昭和
62年／大食管卒）
昨年 9 月の台風被害の
際には、桜会本部・家政
科会・茨城支部・愛媛支
部の皆様より千葉県支部
へ災害のお見舞いをいた

小島 宏子

（昭和38年／短生卒）

長野支部の今年度の活
動は、新型コロナウィル
ス感染防止のため役員会
と総会の開催が難しくな
り、役員の方々に書面議
決を行い中止と決まりました。
昨年の総会は、松本市の東昌寺ご住職
にご講演をいただきました。来年度は総
会が開催できますようにと切に願っており

ます。

新潟支部

齋藤 清子

（昭和51年／大食卒）

新潟支部の総会は令和

1 年 10月25日、五泉市の

慈光寺様において体験型
総会と銘打って、“座禅・
写経”という貴重な世界観
を体験しました。慈光寺様は室町時代初
期に禅院として名を馳せ、多くの高僧が
修行を積んだ道場です。こちらには佐藤
妙叡様（昭和44年／大被卒）がおられ、
ご住職とともに寺を守られています。
修行体験はご住職の説教が30分、次に
座禅が 40 分。身をととのえ、呼吸をとと
のえ、心をととのえるという、すべてに調
和するようなスピリチュアルな世界です。
その後、写経を60分。この体験で得られ
たものは、私たちの日常生活のストレスを
癒してくれました。
今年度の活動予定は、越後一宮、弥彦
神神・一の鳥居から拝殿までの美しい杉
木立の参道を歩き、もみじの紅葉や弥彦
菊まつりを愛でながら、パワースポットと
ともいわれている神社を参拝することです。

富山支部

奥川 孝子

（昭和44年／大英卒）

令和の初めの年に、鈴
掛理事長、高橋教授にご
出席を賜り、久々に支部
の総会、講演会、懇親会
を開催し、楽しい意義の
あるひと時を過ごしました。折しもその日
は、朝乃山の優勝パレードと重なり、晴
ればれとしたうれしい気持ちで見物したも
のでした。
その朝乃山は、今年は大関。幸先よく、
今年の総会はどのようにしようかと思い巡
らせている矢先、新型コロナウィルス感染
が拡大し、役員会さえできなくなりました。
ようやく9月に役員会を開き、今後の予
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定を話し合います。総会などの開催の折
は、一人でも多くの方の参加を願ってい
ます。

石川支部

紙谷 玲子

（昭和42年／短被卒）

8 月末には役員会を開
きますが、総会はコロナ
ウイルスの関係で会場が
人数制限されております
ので、解除になりました
ら開きたいと思います。

福井支部

谷 洋子

（昭和42年／大食卒）

新型コロナの影響で、

6月下旬に予定しておりま

した福井支部の総会を今
年度は取りやめることと致
しました。
秋頃にでも新型コロナが収束しましたら
食事会をして会員相互の親交を深めたい
と思っております。

静岡支部

鏡島 眞理子

（昭和52年／大被卒）

平成に発足した静岡支
部も二十年以上を経過し
て、会員の高齢化と支部
事業の縮小に悩みつつ、
本部総会や学園バザーな
どに協力し続けて来ました。しかし、この
度の新型コロナウイルスの感染防止によ
る様々な会合の中止などで、ますます活
動の困難を感じております。今後も、学園
と桜会の発展を願って、本部に協力しつ
つ、支部の維持にも努力したいと思いま
すので、皆様のご協力をお願いします。

三重支部

竹腰 葵

堀田 由美子

（昭和56年／大食卒）

関西支部は、大阪府、
京都府、兵庫県、奈良県、
和歌山県、滋賀県の 2 府
4 県の会員からなる支部
です。
本年度は新型コロナウイルス流行の状
況から、本年度最初の幹事会を招集する
のにも不安を感じられ、また、毎年秋に
開催する総会も役員、幹事の意見を文章
で確認のうえ、中止といたしました。
本年度は卒業生である元宝塚の初風綠
氏による講演会を予定していましたが、
昨今の状況からは、 10月開催の判断は難
しく断念いたしました。
しかし、来年度の総会、講演会は今年
度の予定をそのままに初風緑氏をお迎え
し開催する予定でおりますので、どうぞ無
事にこの災いをやり過ごしてお楽しみにな
さってください。

鳥取支部

「窓を開放（香席は締め切って行うのが常
道）」、4「香炉を懐紙で包み持つ」。コロ
ナ流香席でした。

岡山支部

岩藤 充子

昨年は 3 年に一度開催
される「瀬戸内国際芸術
祭」があり、瀬戸内海の
小島に船で渡り、島内の
素敵な芸術作品を鑑賞さ
せていただきました。
さて、岡山県は酒蔵の多い県で46軒ぐ
らいの造り酒屋があります。普通は田舎の
水が綺麗な所に蔵があることが多いので
すが、珍しく街中に酒蔵がありますので、
ビール工場見学と美味しいランチと日本
酒を楽しんでいただこうと思っております。
今年は COVID-19 の影響もありますの
で、無事に10月に開催できますことを祈っ
ております。

播磨 篤子

（昭和47年／大被卒）

この度、支部長交代で
そのお役を引き受けるこ
とになりました。
少人数ではありますが、
毎年あちこちに出かけて
見聞を広め、同時にこのご縁を大切にし
ながら親睦を深めております。今年度は、
会合並びに予定しておりました11 月の賢
島への旅行も“コロナ禍”で中止といたしま
した。
幸いなことに、当県は患者数も3人にと
どまっております。先日、地元紙のコラム
に「広い畑でおじいさんがマスクをして一
人で作業をしている…」とは、まじめで律
儀な県民性の現れでしょうか。先の見え
ない、コロナ禍……どうか1日も早い収束
を願うばかりです。

山口支部

島根支部

大谷 香代子

（昭和49年／大国卒）

根ヶ山 祥子

（昭和61年／大被卒）

山口支部は、昨年10月
に2 年に一度の支部総会
を開きました。
今 年 度 はお 休 みです
が、来年はできるだけ多
くの会員の方々にお集まりいただき、近況
報告などしながら、実り多い時間を過ごし
たいと考えております。
どうぞ皆さん、お元気でお過ごしくださ
い。

6 月開催予定だった今
年度の島根支部総会は、
決算報告書を各会員に郵
送し、 中止といたしまし
た。また 12 月 5 日の社会
活動「花柳 基先生の実演とご講演」も来
年に延期を決めました。
島根は感染者が少なく少しだけ安全と
見なされていますが、年齢順にリスクは高
く、全く気は許せません。それでもステイ
ホームだけではやるせないという方々に、
十分な感染予防策を講じて、香道のお稽
古の再開を試みました。
、2「手指消毒」
、3
対策1「マスク着用」

愛媛支部

佐賀支部

（昭和60年／大英卒）

（昭和44年／大英卒）

皆様にはお変わり無く
お過ごしの事とお喜び申
し上げます。野山の新緑
は萌えており、私共と語
り会を待っているようで
す。でも今は、｢家に居る｣ 事を心に一番
にしているこの頃です。岐阜県岩村に、
私共の母校の学祖下田歌子先生の墓参を
バスで計画していましたが、コロナウィル
ス感染防止を第一にし、取りやめと致しま
す。時節柄どうぞご自愛下さいませ。必ず
お目にかかる時が参りますので、その時
は笑顔でお会いしたいと思っています。
■ 2020 年 10月2日（金）の墓参を取り止
めます。
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関西支部

城徳 かをる

（昭和41年／短生卒）

令和元年、愛媛支部総
会は予定通り10月27に松
山市にて開催いたしまし
た。西日本豪雨災害に被
災されました緒方レン様
もお元気で出席され、想像を絶する体験、
現状をお話しいただき、自然災害の怖さ、
多さ、時間との闘いに驚きました。
全国の被災された皆様にお見舞い申し
上げます。
令和 2 年の愛媛支部総会は、新型コロ
ナウィルス感染症への不安のため中止い
たします。

高知支部

青木 京子

（昭和49年／大国卒）

皆様いかがお過ごしで
すか。
新型コロナウィルスの
流行のため、何かと落ち
着かず不安の中にいらっ
しゃることと思います。
毎年 5月20日の実践創立記念日を目安
に行っておりました高知支部の定例会は、
役員で話し合いました結果、今年は取り
止めといたします。
実践桜会では毎年セルリアンタワー東
急ホテルで定時総会、懇親会、支部会、
科会などが賑やかに行われていますが、
今年は桜同窓会館にて代議員のみの出席
で5月17日に行われる予定です。
この様子では常盤祭の開催の有無もわ
からず、したがって高知支部からの物品
寄付などもどうなるかわからない状況です。
毎年、決められたことが順調に行われ
ていくことが、今では不思議なような気が
する昨今です。この機会に今までのあり方
を考えてみてはとも思います。
またお便りするまで、どうぞ御身大切に、
ご無事でいらしてくださいませ。

福岡支部

玉井 由起子

（平成3年／院被修卒）

福岡支部は「日本の伝
統文化に触れる」をテー
マに、博多の文化や歴史
に関する研修会を開催し
ております。
昨年度は、博多織メーカーの株式会社
鴛海織物工場の鴛海伸夫社長から、博多
織の歴史や海外向けの博多織ニューブラ
ンド「HAKATA JAPAN」についてご講
演頂きました。
本年度の総会・研修会につきましては、
状況によっては中止も視野に入れ、検討
しているところです。支部会員のみなさま
にはあらためてご案内させていただきます。

藤山 たか子

（昭和49年／大食管卒）

新型コロナ禍の影響で
佐賀支部は現在、活動を
休止させていただいてい
る状況です。
秋頃から活動を再開で
きればと思っています。
7月豪雨が九州地方を中心に日本各地
に甚大な被害をもたらしました。被災され
た方々に心からお見舞い申し上げますとと
もに、一日も早い復旧を願っています。

熊本支部

瀬口 敬代

（昭和59年／短英卒）

恒例の11月1日に、熊本
支部総会を開催しました。
昨年は、熊本県内に初
の大型複合施設が建設さ
れたため、施設見学後、
昼食会を行いました。話し始めるやいな
や、皆“女子大生”に戻り、懐かしく楽しい
時間を過ごしました。
今年の11月1日は日曜日です。ウィーク
デーに参加できない方には、参加を期待
するところです。

大分支部

山口 圭子
鹿児島支部 （昭和
57年／大食管卒）
令和元年度支部総会
は、昨年 7 月28 日、久々
の新入会者を迎えてうれ
しい集いとなりました。
会員も減少傾向ですが、
細々ながらもこの会を続けることで母校と
のつながりが感じられ、大変ありがたく
思っております。
今年の支部総会はコロナ禍により7月予
定から秋開催へと変更しました。期日は
未定です。
心穏やかに笑顔で会えることを願ってい
ます。
この 4月、鹿児島城本丸の大手門「御
楼門」が、伝統工法にて復元完成しました。
国内最大級の城門だそうです。西郷さ
んや島津のお殿様方もくぐられたであろう
門。世の中が落ち着きましたら見学に来
られませんか。
コロナ禍に数々の災害が続きます。学
生さんたちや同窓の皆様に一日も早く平
穏な日々がもどりますようお祈りします。
被災された同窓の方々へ心よりお見舞
い申し上げます。

清水 登美子

（昭和50年／大国卒）

大分支部の総会は 2 年
に一度の開催です。
昨年は9月7日（土）大
分市内の食事処「ぎんな
ん」で開催いたしました。
学園創立 120 周年記念の DVD 及び写
真集を桜会本部より頂きありがとうござい
ました。
創立当時から現在までの流れ、後者の
変遷を見る機会が出来、出席者全員で、
下田先生の生涯、また超近代的な渋谷校
舎の姿に120年の重みを噛み締めました。
それぞれ自分はこの校舎で学んだとの思
いを馳せ、
和やかなひとときを過ごしました。
次回は令和3年9月を予定しています。
多数のご参加をお待ちしております。

沖縄支部

島袋 節子

（昭和41年／短生卒）

令和 2 年度の沖縄支部
総会については、新型コ
ロナ禍によりやむ無く「中
止」といたしました。
緊急事態宣言が解除に
なったのを機に、ひとまず役員会をもち、
会計監査と年間事業計画の検討を行い、
会員へはさくら募金への協力願いを含め
た資料を送付することといたしました。
それと、きっと皆さんに喜んでいただけ
ると確信し、鈴掛理事長に教えていただ
いた向田邦子さんのエッセイ『海苔と卵
と朝めし』の中の「沖縄胃袋旅行」のコピー
も同封いたしました。河出書房新社より出
版されています。皆さまへもお薦めの一冊
です。
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本部
だより

学園
だより

学祖祭

会費納入のお願い

向田邦子文庫展示室

令和2年10月8日（木）

一般社団法人教育文化振興実践桜会の運営・活動は皆様の

詳細はホームページ
（https://www.jissen.ac.jp/kosetsu/）

下田歌子先生のご命日に開催いたします。実践桜会会館に

会費によって支えられています。

●向田邦子を慕う

でご確認ください。

祭壇を設置いたしますので、是非お参りにお越しください。

会費未納の方は、振込用紙にてゆうちょ銀行および実践桜

実践桜会が所蔵する下田歌子先生ゆかりの品も展示する予

会本部窓口で納入をお願いいたします。

定です。

また、下記の銀行振込もご利用いただけます。

期

渋谷中央支店（162）

口座番号

普通 1189795

：2020年9月7日（月）〜12月4日（金）
の平日

開室時間

：10：00〜16：00

展示内容

：向田邦子ファンは向田の何を慕い

「実践女子大学・実践女子大学短期大
学部ホームカミングデー」について

続けるのか、何に憧れ続けるのか。

例年、実践女子学園では全国から多くの卒業生の

向田邦子愛を追う。また、名前が

皆さまをキャンパスにお招きして、ホームカミン

冠された「向田邦子賞」にも言及

グデーを開催しております。今年度は11月15日（日）

する。

の開催を目指して準備を進めておりましたが、新

年会費2,000円
みずほ銀行

間

「一般社団法人教育文化振興実践桜会」
なお、ゆうちょ振込用紙がない場合は、実践桜会会館まで

●向田邦子の蔵書より（3） 向田邦子と国文学

ご連絡ください。

TEL:03-3407-7459 FAX:03-3499-0835

期

会費納入状況のお問い合わせもお受けいたします。

桜会バザーは毎年、中学校高等学校のときわ祭の折に場所

実践桜会ホームページのご案内

ナウイルス感染症の為、大変残念ですが、中止となりまし

QRコードを携帯などで読み取ってください。

た。来年の開催実施を期待して準備して参ります。皆さま

桜会ホームページをご覧いただけます。

には何卒ご理解、ご協力をお願いいたします。

初春歌舞伎観劇会（中止）

【実践桜会広報誌 お詫びと訂正】
「なよたけ情報版No.25」（令和元年10月1日発行）

毎年たくさんの会員、ご家族、ご友人の皆様の観劇をいた

・P16
・P18
・P21
・P28

だき、ありがとうございます。今回は新型コロナウイルス
感染症のため、まことに残念ですが、観劇会は中止といた
します。

千葉県支部 支部長プロフィール写真違い
愛媛支部 支部長プロフィール写真違い
左列下から7行目 誤：第一校女 正：第一高女
右列本文上から6行目 誤：桟橋 正：3橋

以上、訂正してお詫び申し上げます。

実践桜会広報部

集合型（対面）でのイベントの開催を中止させて
いただきます。今年度は、卒業生の皆さまに楽し

開室時間

：10：00〜16：00

んでいただけるようなコンテンツをご用意し、特

展示内容

：向田邦子が学生時代に勉強・研究

設webサイトにて実施いたします。

す。

を提供していただき、開催しています。今年度は新型コロ

：2020年12月14日（月）〜2021年3
月19日（金）の平日

＊いずれの振込みにも会員番号のご記入をお願いいたしま

実践桜会バザー（中止）

間

型コロナウイルスの感染拡大の影響などを考慮し、

会

場

していた国文学作品やその影響を

詳細については決定次第、ホームページでご案内

受けたであろう蔵書を紹介する。

いたします。

：実践女子大学（渋谷キャンパス）
〈お問い合わせ先〉

＊休室日：土曜日、日曜日、祝日、大学の休校日（夏

実践女子学園経営企画部

期一斉休校日、年末年始休校日）

TEL：042-585-8804
Mail：home-coming@jissen.ac.jp

展示期間が変更になる場合もございますので、ホー
ムページ（http://jissen.ac.jp/library/）で必ずご確認
の上、ご来校ください。
※当面、予約制とします。件名を「向田邦子文庫

実践女子大学短期大学部創立70周年

展示室見学希望」とし、①氏名

②見学希望日時

実践女子大学短期大学部は、 1950

④連絡先（メールアドレス、電話番号等）

年に実践女子学園短期大学として

を ref-shibuya@jissen.ac.jp へお送りください。お送

設置され、 2020 年に創立 70 周年を

りいただいた個人情報は、一定期間経過後、責任

迎えました。

③人数

をもって破棄します。

実践桜会 役員の紹介（令和 2・3年度）
理事長
総務部

事業部

財務部

常任理事
理事
理事
理事
理事
常任理事
理事
理事
理事
常任理事
理事

鈴掛まゆみ（昭48大英）
渡邉 重子（昭48大国）
中村 雅子（昭34短食）
風間 佳子（昭52大国）
河西 範子（平9短食）
大村 宏子（平30大国）
新井佐知子（昭52大英）
中野眞佐子（昭48大英）
倉本 伸子（昭52大英）
松田 寿子（平2大被）
阿部 佳子（昭48大英）
五十嵐千惠子（昭43大食）

文化部

広報部

監

事

常任理事
理事
理事
理事
常任理事
理事
理事
理事

鈴木真知子（昭51大被）
福村 和子（昭32短被）
篠原 令子（昭45大食）
山本 由紀（平6大被）
深瀬 晶子（昭51大国）
市川 菊子（昭48大英）
佐々木博美（昭57大国）
松井美奈子（平4高校）
横橋 貴子（昭45大英）
木村 愛子（昭47大被）

下田歌子研究所新刊紹介

香雪記念資料館
展覧会 「女性画家展（仮）」
会

期：2020年10月19日（月）〜11月28日（土）

休 館 日：日曜日
開館時間：10：00〜17：00
会

企画展示室1・2

催：実践女子大学香雪記念資料館

＊カッコ内は（卒年 科）

※新型コロナウイルスの影響により、会期の変更
や中止の可能性もございます。
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―洋の東西の心に響く逸話を引きな
がら、妻、そして母の大いなる役割
を説く。下田歌子の代表的著作。―

場：実践女子大学（渋谷キャンパス）
香雪記念資料館

主

新編下田歌子著作集『良妻と賢母』
（新編下田歌子著作集の5冊目となる出版）

監
著

修：下田歌子記念女性総合研究所
者：下田歌子

校

注：久保貴子
（実践女子大学下田歌子記念女性総合研究所）
出版社：株式会社 三元社
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令和２年度

実践桜会奨学生

令和2年度選考委員会（選考委員は各役員選出母体から推薦された5名と理事長、常任理事5名、計11名で構成）を3
月に発足、ホームページでの一般公募と、昨年応募のあった大学にも募集をいたしました。今年度の応募者は、コロナ
によるキャンパス閉鎖の影響などにより大幅に少なく、留学生9名（内訳：7大学院・1大学・3か国）でした。第一次書
類選考と第二次面接選考を行い、本年度の実践桜会国際交流基金奨学生は大学院生1名に決定しました。

■

ショキロワ
フラムホン
ウズベキスタン
順天堂大学大学院
医学研究科眼科学
博士課程4年

私が日本留学を選んだ理由は、現代の医学研究センターを備えた
日本のトップ医学大学で、自分のモデル研究を行い眼科医学に貢献

するとともに、美しい日本語や日本の興味深い文化を学び、両国の架
け橋になりたいということです。
人は外界からの80%以上の情報を視覚から得ていると言われてい
ます。視覚が失われた時のQRL（生活の質）低下には計り知れない
ものがあります。私の研究テーマは、視力低下を招く一般的な眼疾患
のひとつである角膜血管新生におけるカッパオキオイド薬の抑制効果
です。年間140万人がこの疾患に苦しんでいます。研究成果によって、
角膜血管新生で困っている多くの方々の視覚を回復させることができ
るようになります。
卒業後は数年間日本で働き、そして日本で得られた経験や知識を
母国で生かし、母国の眼科の発展に尽くしたいと考えています。

「実践桜会奨学金」は実践女子学園生の公募者の中から、本年度は大学生2名と高校生1名に決定しました。

■

丸山 友梨
実践女子大学
生活科学部
食生活科学科
管理栄養士専攻2年

由は、「品格高雅にして自立自営しうる女性」を育てるという教育理念
のもと、少人数体制での授業が行われることから、学生一人一人に対
するサポートが充実していることです。
さらに、勉強に集中する環境が整っているところも入学した理由の
一つです。私が通う日野キャンパス周辺の環境は穏やかで落ち着いて
おり、充実した図書館もあるので、資格に向けた知識や講義を通して、
興味を持った分野について積極的に勉強に励むことができています。
入学してから様々な経験を通し、少しずつ視野を広げることができ

私は現在、食生活科学科での管理栄養士専攻に所属し、管理栄養
士になるために日々勉学に励んでいます。実践女子大学に入学した理

■

白川

愛理

実践女子大学
生活科学部
食生活科学科
食物科学専攻2年

ているように感じています。これからも先生方の教えのもと勉学に励
み、大学卒業後は大学院に進学したいと考えています。

雰囲気や様々な活動に積極的に取り組む先輩方の姿勢、親身になっ

創立者下田歌子先生は、女子教育を通して近代女性の地位向
上に尽力するとともに、歌人、国文学者、家政学者、社会事業家
としても業績を残しています。
1901年から清国の留学生を受け入れ、1905年には後に革命

現在は、食生活科学科の食物科学専攻で食品の成分や流通、歴史
のことなど食に関することを幅広く学ぶほか、フランス語や日本の文
学の授業などを受講し、自分の視野を広げています。昨年は、東日
本大震災岩手県宮古市支援プロジェクトや日野市でのボランティア活
動に参加し、充実した時間を過ごしました。
今後も大学で様々なことを学び、経験を重ねていきたいと思っています。

に基づき、1994年に創設されました。
2004年からは当会会員の成田迪子（昭和28年実践女子大学
英文学科卒実践女子大学名誉教授）から遺贈された基金を合わ
せて運営され、今年で24回目となります。

烈士として名を遺した秋瑾女子も留学しています。
「実践桜会国際交流基金」は、当会会員の西山美穂子（旧姓高
田・昭和3年実践女学校専門学部英文科卒）から「第二次大戦
の体験を踏まえ、東アジアから日本に留学を希望する女性のた
めに役立ててほしい」という強い要望を添えて遺贈された基金

【総務部】
1）
2）
3）
4）

定時総会開催（5月19日）

実技者）

理事会開催（13回）、常任理事会開催（13回）
秋季運営委員会開催（10月5日）
学祖祭（護国寺墓参、実践桜会館に仏式祭壇設置）

お供え香（9時〜実香会）（10月8日）
5 ） 入学、卒業祝い記念品の贈呈（4月、3月）
6 ） 支部、系列科会への助成事業（3万円）
7 ） 祝・成人の会（実践女子学園／実践桜会共催 ときわ会
協賛）（1月13日）
8 ） その他学園の懇親会等行事に参加
9 ） 会員名簿の管理
10） 会員サービス事業の推進（沖縄支部との懇親会）
（6月30日）
11） 実践桜会会館・日野分室（本館541号室）の管理

1）
2）
3）
4）

奨学生との交流会を令和3年3月6日（土）に
開催の予定です。参加ご希望の方は実践桜会に
お申込みください。

3 ） 会員交流会（令和元年9月21日（土））
4 ） セミナー①（令和元年11月16日（土））
5 ） セミナー②・新年会（令和2年1月18日（土））
講師①②共：中野真佐子氏（卒業生・コロラド州立大学）

6 ） 卒業生と在校生との交流会〜OG懇親会〜（在校生支援
へ会員参加）
令和2年2月11日（火）＜於：渋谷＞
7 ） 卒業生のための仕事についての何でも相談会（8月、12
月は休み）

貸借対照表

令和2年３月３１日現在
科

【事業部】
大学・短期大学部「常磐祭」に協賛金贈呈・桜会賞授与
社会活動助成事業（15団体）
実践桜会奨学基金事業（学園高校生 1 名

実践女子大学

生2名 各30万円給付）
5 ） 実践桜会国際交流基金事業（中国3名 各48万円給付）
6 ） 生涯学習（図書・教室の管理）
図書：貸出・購入・整備

（単位：円）

目

当年度

前年度

増減

40,614,415

39,751,697

862,718

Ⅰ資産の部

母校教育助成事業（助成金・学園助成）

教室：囲碁教室

１ 流動資産
２ 固定資産

244,744,507 251,923,590 △ 7,179,083

（１）
基本財産

27,966,601

27,966,601

（２）
特定資産

85,090,000

87,430,000 △ 2,340,000

（３）
その他固定資産
資産合計

0

131,687,906 136,526,989 △ 4,839,083
285,358,922 291,675,287 △ 6,316,365

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

6,593,457

7 ） 結婚相談（原則 毎月第2、第4土曜日）
8 ） 法律相談（原則 毎月第2水曜日 11時〜16時）
9 ） 会館貸室事業

２ 固定負債

58,660,000

59,930,000 △ 1,270,000

負債合計

65,253,457

67,036,006 △ 1,782,549

令和元年度会館利用状況

１ 指定正味財産

83,056,601

85,396,601 △ 2,340,000

月
４
５
６
７
８
９

件数
36
29
38
30
18
26

人数
347
298
434
282
163
241

月
10
11
12
1
2
3

件数
30
37
20
29
24
8
合計 325 件

人数
306
371
156
284
192
50
3124 名

【文化部】
1 ） 学園創立120周年記念事業JFFS出店＜於：中高＞
（5月11日、12日）
2 ） 実践桜会バザ−開催＜於：中高ときわ祭＞
（9月21日、22日）
3 ） 初春歌舞伎観劇会＜於：国立劇場＞（1月12日）
4 ） 桜会親睦会＜東京湾クル−ジングとレストランランチ＞
（10月29日）
5 ） 母校記念品販売取り扱い

【広報部】
1 ） 「那与竹」第82号発行
2 ） 「なよたけ情報版」第25号発行
3 ） 実践桜会公式ホームページの管理・運営
4 ） 「那与竹」第83号の編集

【実践キャリアネット】

7,106,006

△ 512,549

Ⅲ 正味財産の部

（令和 2 年 3 月 31 日現在）

1 ） 運営委員会開催
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2 ） 総会・講演会（令和元年6月15日（土））
講師：有賀暁子氏（卒業生・ NHK テレビ・ラジオ体操

て相談に乗ってくださる先生方に魅力を感じ、受験を決めました。

将来は、食品の商品開発の仕事に携わりたいと考えているため、
私は、オープンキャンパスで実践女子大学を訪れた際、穏やかな

令和元年度事業・財務報告

２ 一般正味財産

137,048,864 139,242,680 △ 2,193,816

正味財産合計

220,105,465 224,639,281 △ 4,533,816

負債及び正味財産
合計

285,358,922 291,675,287 △ 6,316,365

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年３月31日まで
科
Ⅰ

目

当年度

（単位：円）
前年度

増減額

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部
（１）
経常収益

33,700,908

35,411,564 △ 1,710,656

事業費

25,845,063

25,775,171

69,892

管理費

10,049,661

10,858,932

△ 809,271

35,894,724

36,634,103

△ 739,379

△ 2,193,816 △ 1,222,539

△ 971,277

（２）
経常費用

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部

0

0

当期一般正味財産増減額 △ 2,193,816 △ 1,222,539

当期経常外増減額

0

△ 971,277

一般正味財産期首残高 139,242,680 140,465,219 △ 1,222,539
一般正味財産期末残高 137,048,864 139,242,680 △ 2,193,816
Ⅱ

指定正味財産増減の部

当期指定正味
財産増減額

△ 2,340,000 △ 1,560,000

△ 780,000

指定正味財産期首残高

85,396,601

86,956,601 △ 1,560,000

指定正味財産期末残高

83,056,601

85,396,601 △ 2,340,000

Ⅲ

正味財産期末残高 220,105,465 224,639,281 △ 4,533,816
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♥結婚相談室♥

実践桜会囲碁教室

相談日：

本教室は 2020 年 4 月で 10 周年を迎えました。これま
で卒業生と近隣の方々と楽しく学んできましたが、集
まることは得難い喜びと、新型コロナウイルス感染症
の流行による休会で改めて思います。初めての方もい
つでも歓迎しています。
・開室日：原則として第2・第4月曜日 13:00〜16:00
・会 場：実践桜会会館 1階 103・102
・会 費：1回1,000円
・講 師：柳川 正興（アマ6段）
10月からの開室日については下記にお問い合わせくだ
さい。
連絡先：一般社団法人
教育文化振興 実践桜会
事務局
〒150-0011
東京都渋谷区東1-1-40
TEL：03-3407-7459

1.原則として毎月第2、第4土曜日 11:00〜15:00
10月10日／24日、11月14日／28日、12月12日
（新入会の受付は14:30まで）
※社会状況により、変更になることもございますので、
桜会までお問い合わせください。
2.お電話でのお問い合わせは、相談日に限ります。
会
場 ：実践桜会会館
入会資格：本校卒業生及び卒業生のご紹介の心身共に
健康な男女
入 会 金 ：2万円、書類代：1千円
入会時に持参するもの：入会ご希望の本人直筆の履歴書
写真5枚
（本人のみ、
スナップ可）
☆秘密厳守で評判の良い相談室です。
☆詳細は相談日にお問い合わせください。
連 絡 先 ：TEL 03-3407-7459（実践桜会会館）

秋田先生の法律相談
桜会会員の皆さまを対象に、弁護士として豊富な経
験と実績をもつ秋田瑞枝氏（同窓生）による法律相談
です。毎月1回、実践桜会会館で行いますので、身の回
りの諸事お困りごとをお気軽にご相談ください。秘密
厳守をお約束します。
［相談室］
1.月1回、第2水曜日11時〜16時
2.相談時間1回30分
3.休室 祝日･8月
［会場］実践桜会会館（渋谷）
［申込方法］
1.事前に電話で予約してください（先着順）
2.関係資料などは相談時にご持参ください。
［編集後記］

年度末の3月から年度初めの4月にかけてコロナの流行が顕著
になり、コロナ禍といわれる状態に突入しました。その中で広
報部も新しくなり、引継ぎもスムーズとは言えないまま、編集
作業が開始されました。本部、科会や支部においても、年間の
予定がどうなるのかもわからず、先の見えない中、16ページの
縮小版でのなよたけ情報版としました。
今年は短期大学部創立70周年、表紙の写真は創立当時の様子
です。本文では髙瀨真理子教授に特別寄稿「短期大学部70周年
に寄せて」をお願いしました。
来年は実践桜会も創立120周年になりますが、記念式典など
コロナ禍でどのようになるか予断を許しません。一日も早く収
束の兆しがみえることを願ってやみません。
（広報部一同）

実践桜会会館・貸室のご案内
明るい桜会館を、クラス会、サークル活動、各種打
合せ等にお気軽にご利用ください。壁の一面が鏡のお
部屋もございます。
詳細は、実践桜会事務局（TEL 03-3407-7459）へお問
い合わせください。

プロフィール●昭和40年実践女子学園高等学
校を卒業後、慶應義塾大学法学部法律学科に進
学。在学中に司法試験第2次試験に合格、昭和
54年港総合法律事務所（東京港区）開設、平
成9年ひのき総合法律事務所開設

【寄附者ご芳名】
『那与竹』4月1日号に一年分を掲載させていただきます。

＊2021年実践桜会は創立120周年を迎えます＊
編 集 ･ 発 行：一般社団法人教育文化振興 実践桜会
編集 ･ 発行人：鈴掛まゆみ
〒150-0011 東京都渋谷区東1-1-40
TEL：03-3407-7459 FAX：03-3499-0835
URL：http://www.j-sakura.org
広報部メールアドレス：jissen-sakura-koho@dance.ocn.ne.jp
振込口座：東京00190-0-2384
転居された場合はご連絡ください。
印刷：株式会社ローヤル企画

会費納入のお願い
実践桜会は皆さまの会費で運営されています。年会費2,000円納入をよろしくお願いします。
転居・改姓等をされた方及び会費のコンビニ入金をされる方で住所変更もある場合は、会員番号をご確認の上、実践桜会事務局（TEL：03-3407-7459、FAX:03-3499-0835）までご連絡ください。
【表紙の色】日本の伝統色より「菖蒲色（そうぶいろ）」
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一般社団法人教育文化振興 実践桜会 無断転載禁止
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