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秋草芳雄 先生・秋草かつえ 先生

　胸像の除幕式は、平成30年3月14
日午後より学園正面玄関ロビーに於い
て秋桜会主催にて執り行われました。
　晴天に恵まれ、式次第に則り先ず秋
桜会木村会長挨拶から始まり、寄贈建
立に至る経緯と想いが語られました。
続いて秋草理事長、北野学長、秋草理
事、秋桜会から木村会長、川瀬副会
長、比江島理事6名により除幕の曳き
綱が行われました。
　白布が取り除かれて現れた創設者秋
草ご夫妻の胸像は、参列の方々から盛
大な拍手をもって迎えられ、改めて感
激の一コマでした。続いて理事長と学
長から寄贈御礼ご挨拶を頂き、親族代
表の秋草誠理事より謝辞があり、これ
を以って無事滞りなく式を終了しまし
た。その後記念写真、祝意と参列御礼
の紅白饅頭を配りお開きとしました。
　ご参列の学園要職の先生方、短大教
職員の皆様方、学生の皆さん、姉妹校
の高等学校と福祉専門学校の両校長先
生方、有難うございました。

胸 像 除 幕 式 執り行われました
秋桜会
寄贈

3/14㊌ 学園正面玄関ロビーにて  
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　秋桜会会員の皆様にはお変わりなくお
過ごしのことと思います。
　「歳月人を待たず」と申しますが、私
が秋草学園短期大学の学長に就任してか
ら、もう1年も過ぎました。この間の時
間の過ぎる速さは、私の人生の中でも最
も早かったと言えます。それは、この秋

草学園短期大学での1年が私にとってきわめて新鮮な体験で
あり、また学内改革等で多くのことに取り組んできたためと
思います。
　少子・高齢化及び世の中が４大志向に傾く中、皆様の母校
は、教職員の努力で頑張っております。来年は学園創立70
周年、短期大学開設40周年の節目の年になります。論語に
ありますように「四十にして惑わず」まさに不惑を迎えます。 
これを機に学園の経営基盤を強固なものとし、さらには秋草

創立70周年を目前に一層のご支援を
秋草学園短期大学秋桜会名誉会長
秋草学園短期大学学長　　　  

北 野　　大

　秋桜会会員の皆様、お変わりなくお
元気にご活躍の事とお慶び申し上げま
す。今年の冬は各地ともに寒さ大変厳
しい日が続きご苦労された方々も多い
と思います。遅ればせながらお見舞い
申し上げます。
　さて時は流れ桜咲く春到来と共に母

校では今年も303名の新入学生を迎え若々しく華やかな学
び舎です。そして秋桜会は昨年度卒業され新社会人となられ
た345名の若人を新会員としてお迎えしました。母校のお
陰様を以て真に喜ばしく感謝と歓迎の意を表し、新入生と新
社会人の皆さんには新しい環境の中で目標を見失うことなく
常に前向きに精進されますよう祈念いたします。
　秋桜会はこの度予てより念願であった学園ご創始の秋草芳
雄先生、秋草かつえ先生ご夫妻の胸像を建立し寄贈いたしま
した。かつえ先生がご逝去され早くも5年が過ぎ、終生を女
子教育に捧げられ熱い理念を以て学園創設されたご夫妻への
畏敬の念とご法要の意を添え、「愛され信頼される女性の育
成」を理念とする秋草精神を今後母校で学ぶ後輩へと長く継
承され、2年後に創立70周年を迎える母校への祝意と益々

のご発展祈念の想いを込め寄贈いたしました。
　去る平成30年3月14日、秋草理事長、北野学長はじめご要
職の先生方ほか教職員の方々、姉妹校の秋草高校、福祉専門学校
両校長先生、他学生の皆さんのご参列を頂き、お陰様で無事に除
幕式を執り行いお引渡し受納の謝辞を頂きました。荒天も一転晴
天に恵まれ何よりの慶びでございました。諸事ご心配ご助言ご尽
力賜りました先生方諸姉ほか関わって頂いた全ての方々に心から
御礼を申し上げる次第です。皆様が秋草祭など母校へお越しの折
は是非、正面玄関ロビーに建立設置されたお二人の先生のお姿を
懐かしくご覧下されば幸いです。
　今号から横書き等の紙面模様替えした本会報の一面に胸像写真
を掲載、全国会員の皆さんへのご報告とさせて頂きました。ご愛
読ご査覧頂けますようお願いいたします。
　なお、末筆になりましたが今年度は総会と同窓会を同日に開催
し、議案と共に任期満了による新役員候補の承認を頂き交代いたし
ます。首尾よく議事進行の折は次号にてご挨拶申し上げる所存です
が、先ずはご報告とご協力御礼を申し上げる次第です。今後とも秋
桜会への変わらぬご協力を賜りますようお願いいたしますと共に、
皆様の益々のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

message

message

建学の理念新たに秋草ご夫妻の胸像建立
 秋草学園短期大学 秋桜会会長　木 村　道 子

学園短期大学の社会的な位置づけをきちんと示さねばなりま
せん。
　本学の建学の理念「愛され信頼される女性の育成」を念頭
に置き、長年培ってきた幼児教育の伝統を大切にし、さらに
は社会の要請にこたえる文化表現学科の授業内容の変革を進
めていかねばなりません。このためには教職員の努力だけで
なく、秋桜会会員の皆様の協力・応援が必須です。
　母校の発展のため、会員の皆様の物心両面からのご支援を
切にお願い申し上げます。
　昨年暮れに所用で沖縄の那覇市に行き、知人の奥様が秋草
学園短期大学の出身と言われ驚くとともに、うれしくなりま
した。当時は沖縄からも受験生が来ていたわけです。　　
　「母校の評価は卒業生の評価」であると言われます。秋桜
会会員の皆様のさらなる発展をお祈り申し上げ、挨拶とさせ
ていただきます。

（一面より続く）



場所   ホテルローズガーデン新宿
  料金　5,000円

日時  617㊐   14：00～

ご参加
お待ちして
おります
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Akikusa Festivel

　今年も晴天に恵まれたこの日、外のテント村では学生の
元気な声が響く中、秋桜会コーナーでは、手作りの「炊き込
みご飯、味噌汁添え」と不用品の持ち寄りの「リサイクルバ
ザー」そして「秋草かつえ先生の遺品ドレス展示」の部門に
分けて参加しました。会場の二階会議室はお休みどころも兼
ねて大変盛況でした。リサイクル品も売り手の頑張りでほぼ
完売、特に会員手作りの炊き込みご飯はお昼時には順番待ち
の列ができるほどでした。かつえ先生のドレス前では懐かし
そうに記念写真を撮る卒業生の姿も…。楽しい二日間でした。 
ご協力有難うございました。

第5回 同窓会開催
会員の皆様にはお元気でお過ごしのことと存じます。
本年度も下記の通り、総会を開催いたします。
また、総会と合わせ同窓会を計画しております。
たくさんのご参加をお待ちしています。
詳細は別途案内状をお送りしております。

秋草祭 平成29年10月7日（土）・8日（日）
於　2階会議室

第30回

かつてご愛用の
かつえ先生のドレスも 
展示しました。

リサイクルバザー

1　 新年度会費の一部504,000円を
学園宛へ寄付いたしました。

2　 秋草祭活動費補助として100,000
円を学友会へ寄付いたしました。

3　 胸像寄贈建設、費用経費は別途
次年度表記予定。

おしらせ

お 知 ら せ  I n f o r m a t i o n

報 告

詳しくは専用ホームページをご覧ください!
https://yes-dousoukai.com/a-kosumosu/
同窓会の進捗情報や、幹事からのメッセージなどが閲覧
できます。ご出欠のご連絡にも便利です。上記URLまたは
右記QRコードからアクセスしてください！

秋

桜
会 寄付報告

● 事業報告
● 決算報告

● 事業計画
● 収支予算

● 役員改選
● その他

 議事…

秋

桜
会コーナ

ー

平成29年度 総会開催
　6/17　13：00～



Information

ク

ラス会

住所変更・氏名変更は、お早めに下記HP又は
事務局へご連絡ください。

エコキャップを集めています。
エコキャップは再生プラスチック原料と
して換金し、医療・ワクチンや障害者支援、
子供たちへの環境教育等、様々な社会活動
にあてられています。 
秋草祭へお出掛けの折にもご持参を！
昨年は、32,680個、累計285,146個集ま
りました。
ご協力ありがとうございました。皆様のご好意を大切に致します。

秋桜会役員並びに事務局員 募集！
 秋桜会役員　…… ご推薦・自薦を問いません。どうぞよろしくお願い

いたします。

 一般事務員　……  一般事務経験者を募集しております。パソコン必須。

 ※勤務時間、時給等詳細は事務局までお問合せください。

　2017年11月、3年振りのク
ラス会を開催しました。15名が
立川駅周辺で集まりました。
　学生時代はあまり話す機会の
なかった友とも、今では子ども
や家庭の話に花が咲き、楽しい
一時でした。担任だった水原先

生もお元気そうです。予定を調整してくださりましたが、今回は所用
で参加していただけませんでした。
　私たちは昭和63年春、幼児教育学科を卒業し、それぞれの道を歩
んで来ましたが、いつの日か3年を目安に同窓会を開くようになりま
した。66名のメンバーでしたが、今では連絡が取れなくなってしまっ
た友もいます。「個人情報」の管理が厳しい今、安心だけど連絡を確
認出来ず、同窓会の案内を出せない事も…。しかし、携帯という便利
なものに頼り、メールで直ぐに連絡が取れるという利点も…。幹事を
経験し、同窓会準備の大変さや幹事への思いやりを感じる事も出来ま
した。「連絡が取れるメンバーだけでもまた集まりたいね！」の一言に
励まされ、次回幹事にバトンタッチ。3年後の同窓会を楽しみにして
います。 昭和62年度幼児教育学科卒業

 幹事：山本（旧姓 金子）、内藤（旧姓 矢嶋）

　みなさん　こんにちは。
　去る3月26日、8年ぶりに行
われたクラス会の報告をいたし
ます。今回は馬場先生の退職祝
いをメインにクラス会を開催。
私たちが秋草に入学したのは34
年前の昭和58年（1983）4月

でした。今でもクラス会を続けているのは大変希少らしいです。
　次回のクラス会は2年後の2019年です。開催の時期は未定です。
　次回幹事は、荒井仁美・安達めぐみ・櫻井登久子の3人です。
 昭和60年度幼児教育学科Ⅱ卒業

秋草学園短期大学秋桜会
e-mail：kosumosu0402@akikusa.ac.jp　　http://akikusa-kosumosu.jimdo.com

〒359-1112所沢市泉町1789　　TEL&FAX 04-2925-1300（直通）
＊毎週水・木　10：00 ～ 16：00　在室

印刷 株式会社 文 伸　東京都三鷹市上連雀1-12-17

風薫る季節となりました。会長挨拶で申し上げて
おりますが、今年度から本会報を一新し、皆様に
読みやすい紙面を心がけました。
是非ご意見をお寄せ下さい。

＊ 28年度卒業後、1年程公立保育所にて経験を積み、この
度地元である“秩父市”の職員採用試験に合格しました。 
 （H28年度幼児教育学科第二部卒　Y.K）

＊ 前年度卒園生を受け持ち今年度より初めて0歳児クラスの担
任となりました。毎日可愛い笑顔にかこまれ責任感も感じつ
つ過ごしております。秋草を昨年度卒業した後輩の先生と共
に頑張っています。 （H24年度幼児教育学科卒　M.T）

＊ 変わらず保育士として日々仕事をしています。そして今年も非
常勤であり、昼から最後までのシフトと変わらずでいろいろと
不安な面もありますが頑張って働いています。なかなか学校
の方へ伺うことが出来ませんが機会がありましたら顔を出した
いと思っています。 （H24年度地域保育学科卒　A.N）

＊ 最近、マンガ表現の先生、飯田先生と10年ぶりくらいにご
連絡を取ることが出来るようになり、改めて「秋草祭」に顔
を出したくなりました。現在ではアニメの仕事を続けており、
「BORUTO」など携わるようになりました。
 （H20年度日本文化表現学科卒　S.S）

＊ 4年に一度、友人4名とプチ同窓会をしています。20数年
経っても変わらず楽しい会話です。新所沢の風景も変わって
しまい「ボーリング場がなくなったよ」などと報告していま
す。昨年は大学へ見学して教室の変わりように驚きました。
 （H2年度経営学科卒　J.N）

＊ 秋桜会報を毎年送って頂いて本当にありがとうございます。私
も保育士になり61歳になりましたが延長保育16時から19時
までの3時間パートをして頑張ってやっています。私の心の中
には「愛され信頼される女性」の精神があります。だから頑
張って今日まで働く事ができているのだと思っています。 （S55
年度2部保育専門学校卒　K.Y）

＊ 学園が大きくますます立派になる様で、私の心のあの時代を
共に学んだ友人に懐かしみを感じます。かつえ先生も亡くな
りその後の学園を立派に運営なさっている事をうれしく思っ
ております。ガンバレ! ガンバレ秋草!! 
 （S47年度洋裁師範科卒　M.O）

秋桜会から345名の新会員へ
3月16日の卒業式に卒業記念品の
エコバッグを贈りました。

編 集 後 記

会員だより


