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父母懇だより

関東ブロック父母懇交流集会に
参加しませんか？

2022 年 6 月 26 日（日）
13:30 開始〜16:30 終了予定
ズームによるオンライン開催

関東ブロック父母懇交流集会とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県の１都４県の私立学
校父母、教職員、生徒が１年に一度、都県や学校の枠を越えて交流する会です。
（全国規模の全国父母懇交流集会は今年 10 月に愛知県でオンライン併用にて行われる予定です。
）

コロナ禍以前の３年前までは、１泊 2 日で宿泊しながら（日帰り参加もあり）開催されてきました。
自分の学校や他の県の私立学校のことが学べるとても良い機会となっています。私立学校に通う児童
生徒は、自分の居住地ではない他県や都に通うケースが少なくありません。
「他の県ではこんな助成金があるのに！」
「県をまたいで通うと助成金や補助金が少なくなるんだ！」
「えー！他の県ではそんなこともやっている学校があるんだ！」などなど、新たな発見や刺激がある
交流会です。
今回の交流集会は、コロナ禍という条件で学校を会場とした開催ができず、完全オンラインでの開催
となりました。日程も日曜日の午後 3 時間という設定です。
（プログラムは別に配布されるチラシをご覧ください。
）
3 時間通しての参加が難しい方も、参加できる時間帯だけの参加も可能です。イヤホンを通しての
耳だけ参加も OK です。コロナ禍で様々なことがありましたが保護者、教職員、生徒たちがどのよう
に学校生活を送り、今後どのように工夫して子どもたちを支えていくのか、PTA 活動を行なっていく
のかヒントをたくさん共有できる交流会にできる場にしたいと思います。
今回の ZOOM は使用したオンラインでの開催です。できるだけ事前に参加者の数やメールアドレス
を把握してブレイクアウトルームという２０人以下で話し合える時間を作るための準備や講演会や私
学助成の状況などの資料を送付する準備をします。東京父母懇に加盟している各学校では、参加する
ために必要な QR コードが記載されたチラシを配布する予定です。各学校で参加する方をまとめて参
加申し込みをする学校もありますので、各学校の担当者の方の指示により、学校単位又は個人単位で
の参加申し込みをお願いします。
今回の交流集会で記念講演をする方は、本田宏
ドクターです。現在のコロナ禍で私たちが最も頼
りにしている医療現場でその改革に取り組んでい
る方です。私たちが今後どのように医療と向き合
えばよいか。教育の問題も国際的な比較などを通
して、問題提起をして頂きます。右の図は過去の講
演での資料の１ページです。
（デンマークの教育）

和光小学校
▼1年生72名が入学しました。3年生～5年生は
オンラインで入学式を見守り、どの子にとって
も、また保護者にとっても、今年も忘れられな
い入学式となりました。
▼和光小学校の5年生のために米作りの指導や
管理等を対応してくださっていた長谷川瑞英
さん（鶴川の岡上）のドクターストップにより、
今年度は長谷川さんから紹介していただいた
地域の方より指導いただきます。今後は和光大
学と連携して米作りをしていく予定。
▼運動会を前に学校より伝えたいこと！とし
て「髪を染めること・ピアスやネイル」の連
絡がありました。毎年、運動会に向けて髪を染
める子どもがいますが、「がんばる気持ちは染
色などで表現してほしくない」ということを伝
えています。ピアスやネイルについては、他の
人を傷つけてしまう可能性もあり、ピアスにつ
いては授業によって外していただくよう指導
しています。和光小学校では原則、服装や髪形
髪色は自由ですが、ご家庭でもご理解いただけ
ますようお願い致します。
▼運動会は今年も感染リスクを鑑み、午前中の
み実施と決定させていただきました。
▼6月1日（水）9:30～和光小学校体育館にて和
光中学校の説明会を実施いたします。

和光鶴川小学校
▼４月12日 和光鶴川小学校第31回入学式が
行われました。つる小にやってきた新１年生は
玄関で６年生に出迎えられて教室に向かいま
す。いよいよ式の始まる体育館へ６年生に手を
引かれて入場しました。一人一人が名前を呼ば
れて立って元気よく返事をしました。在校生を
代表して２年生が迎える言葉を言いました。
たくさんのプレゼントやお祝いの言葉のあと、
大きな垂れ幕が
下がって、しめく
くられました。最
後に全員で『手の
ひらを太陽に』を
歌いました
▼4月26日（火）
６年生では、校長

の大野先生による総合学習『沖縄』の特別授業
がありました。はじめに1987年から（世田谷
和光小学校）はじまった総合学習『沖縄』を簡
単に振り返りました。今年は、沖縄が本土復帰
５０年の年であることやＮＨＫの朝ドラの『ち
むどんどん』など、沖縄が注目されている年で
もあることなども紹介
されました。そして、こ
の学習をスタートさせ
た丸木政臣先生の紹介
もありました。なぜ、沖
縄を学習するのか、その
ねらいについても語ら
れました。

和光中学校
【学校生活】
▼新学期が始まる前の３月からすでに準備が
行われていた、和光中学校の名物行事の「オリ
テ運動会」が、今年度は例年通り4月中に行うこ
とができました。オリテ運動会は3年生が中心
となり、縦割りのチーム対抗戦で競技が行わ
れ、練習や本番を通して1年生から3年生まで縦
のつながりを深めることが目的のひとつとな
っており、コロナ禍により今までこのような行
事を十分に経験してこれなかった3年生が、初
めて自分たちが中心となりひとつのイベント
を終えたことで、下級生との絆を深め自信につ
ながる貴重な経験となりました。
また、新入生に部活動を紹介するクラブオリ
エンテーションも催され、その後早速体験に参
加する新入生の姿も見られ、中学生活本来の活
気が戻りつつあります。
【親和会活動】
新年度になり、初めての親和会が各学年対面
で行われました。各クラスから新役員も選出さ
れ、引き継ぎも行われました。委員会では、5月
に行われる総会に向けて準備が進められてい
ます。

和光高校
【学校生活】
春休みが明け、４月11日に入学式が行われま
した。式当日1年生の教室にはフリーライティ
ング部による黒板アートが描かれ在校生の歓
迎の意を感じることができました。
1年生は高校生活に始めるにあたり、2・3年生
による生徒会オリエンテーションで学校ルー

ルなどを教わりました。また、新入生に向けた
クラブ・サークルオリエンテーションも行わ
れ、教室モニターでのクラブ紹介動画を流した
り、体育館で実演するなど工夫して実施しまし
た。クラブ・サークル活動は生徒会活動である
ことから、全て生徒会主導で場所の確保や1年
生の誘導、感染対策も含めて生徒達で行いまし
た。何を目的にどう活動するのか、各クラブ・
サークルに集まった生徒達が決めて行く。それ
が和光高校のクラブ・サークル活動です。
今年度初めての中央委員会は初めての生徒会
活動になる1年生も加わり、レクチャーや交流
会をしました。
２年生は本格的に選択授業が始まり、日本古代
史研究では毎年恒例のヒモギリ式の火起こし
を体験し、奮闘する生徒達の姿も見られまし
た。
各学年GW明けの体育祭に向けて準備を進めて
います。
【親和会】
4月23日 親和会全体委員会

大東学園
▼4月9日(土) 新旧役員顔合わせ
▼4月11日(土) 入学式・1年生各クラスの担
当者会議メンバー決め
▼4月23日(土) 学年学級懇談会・東和会総会。
今回の東和会総会では、定例の活動報告・活動
方針案、決算・予算の他に東和会規約の改正し、
専門部中心の活動からクラス中心の活動とな
るよう組織改正を行いました。これにより専門
部会の名称を変更し役割を明確にしました。(学
年学級運営部→クラス代表、広報部→広報担
当、文化厚生部→文化厚生担当、公費助成渉外
部→私学助成担当)
▼4月28日(木) 三者協事務局会議。今年度の
活動方針の確認、三者交流会(5月28日)にむけ
て
▼4月29日(金・祝) 東和会デー準備
▼5月7日(土) 東和会デー（合同担当者会議・
学年学級別担当者懇談会・担当者会議）。東和
会デーは今年度の東和会の活動のスタートと
なる集まりで午前10時から午後4時までの長
丁場です。午前中の合同担当者会議のメイン企
画として校長先生による大東学園の歴史と教
育についての講演と私学助成署名についての
学習会を行いました。私学助成署名の学習は、
2019年に作成したＭＯＶＩＥの視聴とこのＭ

ＯＶＩＥで “教授”を務めた先生が私学助成と
署名活動についてお話しくださいました。
【学校関係】
▼4月8日(金) 2022年度始業式
▼4月11日(土) 入学式
▼4月23日(土) 授業参観

明治学院高校
▼PTA実施
4月には各学年及びクラスのPTAが行われま
した。新しいクラスとなっている1年生、2年生
のクラスPTAでは、保護者と担任が様子を共有
するとともに、専門委員会の委員選出を行いま
した。今年度も各専門委員会に委員を出すこと
ができないクラスもありましたが、翌週に行わ
れた各専門委員会では係分担と22年度の活動
予定を確認しました。また、連休明けにはPTA
総会がチャペルにて行われ、新しい役員・委員
が正式に承認されました。

不登校を考える私学の会
▼新年度初の会でした。各校行事があったため参
加者は少なめでしたが、保護者のお話で今まで先
輩方の話を聞いていたので、「慌てず動じない姿
勢ができた。」「ここに来ていて良かった。」有
り難い感想をいただきました。
〇茶話会
・毎月１回土曜日（次回6/18予定）
・午後２時から４時半（全国教育文化会館内）
（開催日・会場については下記にお問い合わせを）
連絡先：メールkonishi_m@dokkyo.ed.jp （獨協・小西）

鶴川高校 こもれびの会
▼こもれびの会総会と懇談会を開きます。
6月25日（土）14時半から16時半。場所は、新
百合ヶ丘21ホール第2研修室です。感染拡大防止
に配慮しながら行います。（オンラインでの同時
配信は行いません。）懇談会では、新学期の不安
を抱えていらっしゃる保護者の方に対しては、先
輩保護者のアドバイスなどもあります。子どもの
ことだけでなく、コロナ禍で生活が制限されてい
る私たち自身の生活の工夫やヒントも、たくさん
交流しましょう。まずは、保護者である私たち自
身が元気になりましょう！

卒業生紹介 父母懇だよりでは団体加盟校を卒業された方の現況を紹介していくコーナーを設けま
す。このコーナーで紹介したい卒業生をお知らせください。
第 1 回目は、和光小中高を卒業された佐藤さんです。
佐藤農場 佐藤嗣高(30 歳)
非農家出身の新規就農者で今年就農 3 年目になりました。和光学園を経て東京農業大学を卒業後、
農業関係会社に 3 年勤め、町田市や大分県での研修の後、町田市で就農しました。農地は 60a ほど
で全てお借りしているものです。年間 70 種類程度の農産物を栽培し、野菜セットの定期便とキッチ
ンカー(夏はかき氷、冬は焼き芋)で販売しております。
農地がどんどん減っていく東京で農家として生計を立てていきたいと考えていますが、いまはま
だ補助金のおかげで生活できている状況です。新規就農者には 5 年間、生活費を補助してくれる国
の制度があり、おかげさまでいまは生活できておりますが、あと 2 年後にはその補助金も終わりに
なるので、それまでに生活できるくらいの経営にならなければいけません。そのためには栽培技術
を高め、耕す農地を拡大していく必要があります。
とは言え、町田は農地が少ないので規模を拡大したくても簡単に
はいきません。そんな農業で生活を立てていく土地としては条件
不利な東京で農家としてやっていきたいと思う理由は、育った土
地で生きていきたいということに加え、新鮮で美味しい野菜を届け
ることで、農業の魅力を伝え、東京の農業や農業全体を盛り上げる
一助になれればと考えているからです。東京を中心とした都市地域
での農業は、国の税制ひとつであっという間になくなってしまう
ような、吹いたら消えてしまう存在です。農業が近くにあるという
ことは、新鮮な野菜が食べられるということもそうですが、それ以
上の意味があると思います。大消費地に育った自分にとって農家の
仕事や生活は驚きに満ちており、それにいまでも胸を打たれ続けて
います。ぜひ、たくさん農産物を食べ、農家の元へ足を運び、農家と
いう存在のおもしろさを感じてくだされば幸いです。佐藤農場にも
どうぞいらしてください。
野菜の販売やキッチンカーの出店情報は佐藤農場の Instagram や Twitter をご覧下さい。

私がみたい映画の紹介 5 月 13 日公開

