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創 立 １ ３ ０ 周 年 に 向 け て 新 た な ス タ ー ト 

四国代表として 

「全日本女子柔道選手権」に出場の柔道部 

15年ぶりの快挙！ 

「四国インカレ」第3位のバレー部 

介護福祉専攻とまんが研究部がコラボ 

「知っとこや！介護のきほん」作成 

大街道キャンパスの今 

桑原キャンパスの今 
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新  会  長  挨  拶  

支   部   だ   よ   り  

東 京 支 部東 京 支 部  
支部長  武田  真弓美（短食14回卒) 

     2012年6月4

日に松山よ  

り今村先生、

前同窓会長の

篠﨑様、そし

て真野先生を

お迎えしまし

て大変あたた

かい雰囲気の

中で東京支部

同窓会が椿山

荘で行われました。 

毎回東雲学園への思いがあふれた集まりを感じます。 

連絡先：03-5819-8368 

  

関 西 支 部関 西 支 部   

                  支部長  池内  啓子 

（高校23回、短保7回卒) 

第27回関西支部会を、2011年10月7日㈮京都「ロテル

ド・比叡」で開催致しました。高校9回卒の方を中心に、

松山、呉、広島、岡山、名古屋から遠路はるばる駆けつ

けてくださり、総勢35名の参加がありました。 

何より嬉しかったのは、90歳を超えられた恩師「西村

拓」先生をお迎えすることができたことです。ひとえ

に、篠﨑前同窓会長、ご家族の方のご協力のおかげでし

た。このことは、サプライズであったため、同窓生みな

さん感激され、感動の嵐でした。キリスト教精神にのっ

とって、愛情豊かな教育を生徒たちに注がれたことの

「証」と先生と生徒の「絆」を深く感じた次第です。今

後も同窓生の「絆」をしっかり結び、母校の発展、繁栄

をみんなで祈りたいです。 

次回は2012年10月14日㈰神戸で開催いたします。次回

もびっくりするようなサプライズ企画をしていますの

で、皆さんのご参加をお待ちしております。 

                                                            連絡先：075-864-1798 

今 治 支 部今 治 支 部   

支部長  渡邉  理美子 

（高校5回卒) 

  第20回今治支部

会 は、2011年7月

31日、晴天のもと

「今治国際ホテル

22階 オ リ オ ン の

間」で開催しまし

た。東雲中学・高

校の阿部正幸副校

長先生と篠﨑英代

前同窓会長にご出席いただきました。阿部副校長先生か

ら最近の学園の報告、篠﨑前同窓会長からは同窓会の現

状報告をしていただきました。ご出席の皆様はホテル22

階からの展望を楽しみながら、久しぶりの再会に楽しい

会話がはずんでいました。キリスト教精神に基づく125年

の伝統ある学校の教育に光があたり、発展がありますよ

う祈っています。                                                     

                                                           連絡先：0898-22-6255 

松山東雲学園同窓会 

会長        松本    由美 

 

    同窓生の皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

さる6月16日の総会において会長に選任されました、高校28回短大保育科12回卒業の

松本由美です。役員として5年間同窓会にかかわらせていただきました。その間、松

山東雲学園の創立125周年、同窓会の創立80周年の記念行事など多くの同窓生の方々

とお会いし皆様の学園への熱い想いをひしひしと感じることができました。 

    今、学園は分岐点に立たされています。現場の先生や職員の方々は日々努力されています。また、生徒さんた

ちは、部活動で全国大会に出場をはたし頑張っています。このような後輩のがんばりを私達 同窓生は応援してい

きたいと思います。2年前よりお願いしております維持会員参加及び維持会費の納入に御協力をよろしくお願いし

ます。 

    私が、自分らしく生きていくための基礎を教えてもらったのが、この松山東雲学園での学生生活だったように

思います。 同窓会の活動を通じて、先代を越えた同窓生の皆様の熱い思い、私達の母校松山東雲学園を愛してや

まない心根を支えに私はがんばっていきたいと思います。 
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訃 報  

        

宇和島支部宇和島支部   

支部長  濱田  チヅル 

（短保18回卒) 

高速道路の宇和島までの延伸により南予が近くなりま

した。この機会にぜひ宇和島へお立ち寄り下さい。何年

も支部会を開いておりませんので今年こそは開催したい

と思っております。秋頃を予定しておりますので、よろ

しくお願いいたします。  

                                                             連絡先：0895-24-4777 

 

高 知 支 部高 知 支 部   

  

                                                                                                                                          支部長  濱田  里香 

（短大生文5回卒) 

高知支部は、2011年度支部会を予定しておりましたが、支

部の皆様とご都合が合わず残念ながら開催することができ

ませんでした。2012年度は「東雲祭」プラス「ホームカミン

グデイ」にも参加させていただき、東雲のキャンパスで支部

会を予定しております（2012年11月10日㈯）。懐かしい先生

方とお会いし、懐かしの「東雲祭」へ子どもさん、お孫さん

とご一緒に又、ご友人の方々とご一緒に参加されてみませ

んか。詳しい案内状を後日に郵送いたします。 

たくさんのご参加お待ちしています。 

連絡先：0889-52-4310 

 

沖 縄 支 部沖 縄 支 部   

                           支部長  上間  涼子 

（女子大人文5回卒) 
   篠﨑前同窓会長をお迎
えし、2011年度の沖縄
支部会は、第Ⅰ部〔ラ
ンチ〕・第Ⅱ部〔懇親
会〕の2部形式で、宜野
湾市のホテルにて開催
しました（2011年8月27

日)。在学生、同窓生、
保 護 者の 方々 等、 年

齢・立場の壁を越え、女子大学の卒業生である「友近」
さんのトークショーのことなどいろいろな話題がとびか
い、楽しい時を過ごすことができました。 

会の中で近年沖縄からの入学生が減ってきている現状を
うかがい、私たち同窓生も125年の伝統をもつ『東雲の良
さ』を沖縄の地で伝えていきたいと感じました。2012年
度は、９月９日㈰に開催いたしますので是非お集まりく
ださい。今年は沖縄本土復帰40周年の年。同窓生の皆さ
ま、これを機に沖縄に来てみませんか。                                           

教職員   長谷川 孝士、藤本秀子、仙波千恵子、芳我鈴子、菅明俊、小野捷 

連絡先：098-938-5455 

（順不同・敬称略) 

｢雪びら｣69号発行後、ご連絡をいただきまし
たご永眠の方々です。ご逝去を悼み、つつし
んでご冥福をお祈り申し上げます。 

同窓生     中2           一色玲子 

                 中2           別府京子（米田） 

                 中4           池田一美（河本） 

                 中11         村上洋江（高橋） 

                 高女32     森寿美子（山田） 

                 高女37     宇都宮三巴子（村上） 

                 高女37     曽我部カネヨ（大野） 

                 高女44     高木朝栗 

                 高女44     岩田トシ 

                 高女46     稲田濔子（高中） 

                 高女47     久山佐知子（奥村） 

                 高女47     八鬼浄 

                 高女47        

                 高女48        

                 高女48     小笠原照子（髙住） 

                 高女48     三好信子（松野） 

                 高女48       

                 高女49 

                 高女50     西岡生恵（西岡文子） 

                 高女52        

                 高女53 

                 高3           後藤黎子（杉原） 

                 高3           松田秀子（芝居） 

                 高4           岩岡美佐子（今井操） 

                 高8           佐竹迪子（大西） 

                 高9           西泉康子 

                 高10         武智美弥子 

                    高12       天野南海子（戒能） 

                    高12       魚脇セツ子（灘部） 

                    高13       一色陽子（新山） 

                    高17       二宮裕子（胡田） 

                    高17         

                    短英1  

                    高17          

                    短英1  

                    高17       兵頭美知子（参川） 

                    高17           

                    短食3 

                    高17       横山ふみ子（清水） 

                    高17       草間桂子（高木） 

                    高20           

                    短食6          

                 高20       山本里美 

                    高22       内田貴美枝（一色） 

                    高22       大野由子 

                    高22       大山恵美 

                    高22           

                    短英6        

                    高22       浜田裕江 

                    高22       菊池栄子（山下） 

                    高22       岡野敬子（山中）      

                    高22            

                    短保6       

                     

                    高22                               

                    短英6          

                    高22            

                    短食8 

                    高29         窪田美惠子（柴田） 

                    高29         松本美里（濱本） 

                    高29         藤谷和世 

                    高31         安藤真奈美 

                    高31         関みき（岡） 

                    高43         山本弓子（横河） 

                    カ家11     二神千恵子（仙波） 

                    カ家12     東泰子（土岐） 

                    短食4       相原由美子（金丸） 

                    短家4       渡辺美保 

                    短家20     松崎洋子 

                    短英16     桝田陽子 

                    短生文3   徳田真理 

      

 

 

 

 

 

 

黒田昌子 

兵頭君子（井手） 

北村史子（仙波） 

古崎泰子（松田） 

三好チズ（大森） 

坂本千代美（石丸） 

古川寿子 

長谷部淑美 

鴨昭子 

和田真弓（住田） 

宮本恵子（高市） 
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同  窓  生  は  い  ま  

子どもたちと共に子どもたちと共に  

石原 千恵子 

（短保13回卒) 
 

    松山東雲

短期大学保

育科を卒業

後、同附属

幼稚園に勤

務し、子ど

もたちと一

緒に過ごし

ています。

学生の頃は、学内の紫苑寮から授業に通いました。

実家を離れて慣れない土地で同じ寮生の先輩や同級

生と過ごしたことを懐かしく思い出します。その紫

苑寮も現在はなくなり、その場所に女子大学ができ

て20年になります。時代の流れと共に変わっていく

ものがありますが、幼稚園では、子どもたちがのび

のびと遊びながら様々な体験を通して、人とかかわ

り成長していく育ちを大切にしています。開園30周

年・40周年の節目に園の公開保育や研究会をもっ

て、様々な勉強の機会もいただきました。“よりよ

い子どもたちの生活とは”と、仲間と話し合い考え

合いながら、大学の先生方にも多くの示唆をいただ

きました。また、短期大学保育科や女子大学心理子

ども学科子ども専攻の実習園でもあり、たくさんの

学生さんと学ぶ機会もいただいています。   

子育て支援のあり方も社会の変化と共に変わって

きました。幼稚園の役割りを考えながら、歩んでい

ます。時代は変わっても、四季折々の自然を全身で

感じながら、空を見上げ、風を感じ、時には裸足で

地面を踏みしめて過ごす日々に変わりはありませ

ん。子どもたちの豊かな感性に、はっとさせられる

思いです。  

 

♪ちいさな  あかちゃん  だったのに 

    こんなに  おおきく  なりました 

かみさま  ほんとに  ありがとう 

かみさま  ほんとに  ありがとう♪ 

 

という幼児讃美歌があります。入園式や卒園式で

子どもたちと歌う度に、多くの愛に守られて成長す

る子どもたちと共に過ごすことができる幸いを思い

ます。東雲で学び続けられることに感謝しながら、

これからも私ができることに努めていきたいと思っ

ています。 

祝福のうちに祝福のうちに  
秋山 雪美 

（高校 19回卒) 
      

    大学進学と共に松山を離れて40年余り。職業を

得、家族を得て、年齢も丁度一廻り。今まで忙しく

前に向かっておりましたが、これからは足元や周り

を見ながらの、新しい最後の数十年(？)に向かって

いる思いです。 

    私はオペラの分野で活動して参りました。オペラ

は、舞台スタッフ・音楽スタッフ・オーケストラ・

歌い手・合唱団等々、優に200人を超えるチームワー

クです。一方、個人的には、音楽を通して自分以外

の人物やその人生を演じることの技術的・能力的な

難しさをつきつけられる反面、それができた時には

実にうれしい、楽しい仕事です。普段も無意識に道

行く人を観察していたり、映画を見ても、ついヨー

ロッパの大時代の所作に目がいってしまいます。 

     今、自分が演奏をしたり教えたりする立場にあっ

て振り返ると、音楽的な面で、或いは対社会的に

も、様々な迷いや失望を経験しました。しかし、そ

の時々に必要な先生方との出会いや友人の支えが与

えられ、何より自分の思索をはるかに超えた聖書の

真理を知ることによって、いつも立ち上がることが

できました。私自身がクリスチャンの家庭に育った

ことも大きな要因ですが、加えて青年前期を聖書を

土台とする母校で学び、神様を中心とした高校生活

があったことは、想像以上の大きな祝福でした。 

    世界のグローバル化が急速に進み、経済破綻等、

マイナス面に於いても一国の問題では治まらず、大

きな自然災害が地球規模で起こっている現在、大人

も子供も将来の不安を覚えながら生きています。こ

のような時代を40年前高校生の私は想像だにしませ

んでした。そのような中で、遥か100年を超えて創立

以来この激動の今日まで、決して変わることのない

真理に根差した教育がなされている東雲学園は一つ

の希望です。 

    そこに学ぶ若い方々は、これからもきっと、揺る

がない確信を持って人生を歩んでいかれることで

しょう。 
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同 期 生  集 ま り ま し た !  

20122012年度 松山東雲学園同窓会総会開催年度 松山東雲学園同窓会総会開催  

 

  今年度総会は、6月16日㈯いよてつ会館において、会員79名が出席し

て開催されました。礼拝、会長挨拶に続いて事業報告、決算報告、今

年度の事業計画、予算等が承認されました。また、新役員の紹介もあ

りました。 

  女子大学・短期大学学長 棟方信彦先生の講演を拝聴いたしました。

また、昼食を挟んだ午後には、高校59回卒で現在東京音楽大学大学院

生のソプラノ山光玲子さんの演奏を楽しみ、また出席された皆さんと

校歌・学歌をともに歌い閉会となりました。 

  来年2013年の総会は桑原キャンパスで開催いたします。たくさん

のご参加をお待ちいたしております。 

同 窓 会 活 動 報 告  

中学中学22回・高校回・高校33回・カレッジ回・カレッジ11回回   

      2012年6月11日に道後メルパルクにて開催。 

 卒業後60年以上経ても、集まれば東雲の心はひと

つ、西村先生ご夫妻、中矢先生を囲んで。花開きま

した。 

（髙本 品子)                      

 

  

  

高校高校2929回生回生   
      卒業して34年。初めて中学・高校6ヵ年の担任の先

生方全員にお声をかけた大同期会を開催いたしまし

た。 

  2012年1月21日、先生方10名を始め、総勢106名の

方々が、四国内はもとより、中国・近畿・北陸から

も駆けつけてくださり、お懐かしい先生方や友人を

前に、私たち29回生はあっという間に青春時代に

戻っていきました。「東雲」で心豊かに学び、お育

ていただいたことを嬉しく思いました。今日参加で

きなかった方、次は是非お会いしましょうね。 

（竹原 久美） 
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イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン  

1212月月88日㈯はクリスマスの集い日㈯はクリスマスの集い    

にいらっしゃいませんか！！にいらっしゃいませんか！！  
今年のクリスマス祝会はいよてつ会館で行います。友

人達との交わりのひとときとなりますよう、皆様お誘い

合わせのうえ、一人でも多くの方々のご参加を心からお

待ちしております。 

クリスマス祝会  

日時：2012年12月8日 ㈯ 11:00～13:00 

会場：いよてつ会館5F 

 松山市大街道3丁目1-1  Tel 089-948-3456 

会費：1,500円(当日お受けします) 

申込：氏名、旧姓、郵便番号、住所、Tel、卒業 

           校、卒業回を記載した申込書を11月15日㈭ 

          までに、提出、郵送、FAX(089-941-4140) 

          またはメール(yukibira@shinonome.ac.jp)で 

          お申し込みください。祝会当日のキャンセ  

          ルは 会費をいただきます。 

祝祝! !     敬老の日敬老の日  
本年、お元気で敬老の日を迎えられる80歳以上

の会員は 782名の皆さんです。おめでとうございま
す。 
これからもお健やかで神様のお恵みが豊かにあ

りますように。 

同窓会メール会員募集同窓会メール会員募集!!!!  

 メール会員ご希望の方は、必要事項《氏名（旧姓)、学

校名、卒業年、卒業回、同窓生番号（封筒の氏名の下にあ

る7桁の数字)､住所、電話、自分のメールアドレス（パソコ

ンメールに限ります)》をご記入の上、同窓会へお申し込み

ください。（yukibira@shinonome.ac.jp) 

維持会員募集維持会員募集!!!!  

「第「第 33 回しののめ芸術祭」作品募集！回しののめ芸術祭」作品募集！  

    今年は映画観賞の催しなど、さまざまな形での芸術体

験を目指します。例年通り「しののめ人」による作品展

も行いますので、みなさまふるって作品をおよせくださ

い。 
受付期間： 2012 年 9 月 24 日㈪～ 28 日㈮ 
                     10:00 ～ 17:00   
応募作品：絵画(イラスト含む)、立体、その他 
展示期間： 2012 年 10 月 6 日㈯～ 20 日㈯ 
                     （日曜除く）9:00 ～ 18:00 
 

※必要書類は学園 HP からダウンロード、もしくは郵送   

    いたします。 詳細は決定次第、学園HP に掲載します。 

 〔お問い合わせ先〕しののめ芸術祭実行委員会  

                   増本（masumoto@shinonome.ac.jp） 

 

  「松山東雲女子大学開学「松山東雲女子大学開学 2020 周年記念講演会」周年記念講演会」  

  

日時：2012年10月20日㈯ 14:00～ 

場所：松山東雲女子大学・松山東雲短期大学チャペル 

講師：村上 陽一郎氏（東洋英和女学院大学学長） 

演題：科学とキリスト教（仮題） 

入場料：無料  

※詳細は決定次第、学園HPに掲載します。            
  〔お問い合わせ先〕講演会実行委員会事務局 渡部  

 
      ｢第｢第 55 回ホームカミングデイ」回ホームカミングデイ」  
   
  今年も東雲祭の初日に開催します。東雲学園の同窓生
のみなさま、ぜひお集まりください。 
 
 
 

日時：2012年11月10日㈯13:30～大学祭同日開催 

場所：松山東雲女子大学・松山東雲短期大学 

≪同期会等グループでの会を計画される方は、お問い
合わせください≫ 
※詳細は決定次第、学園HPに掲載します。  

 〔お問い合わせ先〕 
         ホームカミングデイ実行委員会事務局 渡部  

学園 HP（http://www.shinonome.ac.jp）  

松山東雲中学･高等学校松山東雲中学･高等学校  

  「「20132013年度入学試験説明会のご案内年度入学試験説明会のご案内」」  

日時：2012年11月10日㈯ 9:30～12:20  (受付開始 9:00) 

場所：松山東雲中学･高等学校 

対象：小学6年生、中学3年生、保護者 

内容：『小6』入試対策講座（国語・算数） 

            『中3』入試対策講座（国語・数学・英語）  

〔お問い合わせ先〕 

                               松山東雲中学･高等学校事務室 
                               Tel  089-941-4136  

mailto:masumoto@shinonome.ac.jp
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役員会･･･4/2  4/6   4/25   5/7   5/17   6/11   7/2   7/30   8/1   8/6  

  9/10  9/17   10/1  11/12  12/3   1/14   1/26   2/1   2/4    

                  3/10 （原則として第2土曜日)  

バザー委員会･･･9/24㈯  10/22㈯ 10/29㈯ 10/30㈰ 11/1㈫ 

              11/2㈬ 

将来を考える会･･･6/11㈯   2/12㈰   2/25㈯ 

125周年記念事業実行委員会･･･7/30㈯   8/10㈬   8/29㈪   9/3㈯    

クリスマス準備会･･･数回 

2011年度事業報告  
月 日 曜 事  業  実  施  概  要  

4 21 木 会計監査 

5  21 土 総会 

6 11 土 
第1回「松山東雲学園同窓会の将来を考える

会」 

 7 31 日 今治支部会 

8  

1 月 「雪びら｣69号発行 

3 水 「CLOVER DAYS」OG編発行 

27 土 沖縄支部会 

9  
12 月 

創立125周年記念事業「友近トークしょうin

東雲」 

24 土 第1回バザー準備委員会 

10  7 金 関西支部会 

11  

3 木 お山のバザー 

5 土 東雲祭（バザー参加）・ホームカミングデイ 

19 土 
バス研修旅行「二宮邦次郎先生墓参・記念碑

除幕式」 

12 10 土 クリスマスの集い 

1 木 卒業式・記念品贈呈(高校) 

3  8 木 新幹事交流会 

15 木 
卒業式・記念品贈呈 (大学・短大) 

16 金 

★20122012年年1111月月33日日((土･祝土･祝) ) 第第8181回お山のバザー回お山のバザー 
今年も、100周年記念館駐車場およびロープウェイ街にて、

お山のバザーが開催されます。皆様のご協力、ご参加をお願

いします。 

お手伝い：準備および販売 

提供品：衣料品、余剰品、手作り品など 

寄付金：郵便振替でどうぞ 

 （松山東雲学園同窓会  01660‐1‐93707) 

第1回バザー委員会は9月29日㈯13:00～です。 
 

★20122012年年1111月月1010日㈯東雲祭日㈯東雲祭 
 同窓会は、バザー（手芸品販売)参加します。  

   会場：桑原キャンパス 

 

★20122012年年1212月月88日㈯日㈯  クリスマス会クリスマス会 

今年のクリスマス会の詳細は6ページをご覧ください。 
  

手芸を楽しむ会･月曜日 毎週月曜日 10:00～16:00 

 100周年記念館2F同窓会室 

手芸を楽しむ会･水曜日 毎週水曜日 10:00～16:00 

 100周年記念館2F同窓会室 

讃美歌の集い 毎月第1･第3土曜日 13:30～15:30 

                                    100周年記念館4F研修室 

       同 窓 会 事 業 報 告  
自    2011年4月  1日      

至    2012年3月31日 

同 窓 会 事 業 案 内  

20132013年度松山東雲学園同窓会総会年度松山東雲学園同窓会総会  
日時：2013年5月18日㈯ 11:00～13:30 

会場：桑原キャンパス 

会費：1,500円（昼食代、当日お受けします) 

 

 第1部 総会 

    議題  2012年度事業報告･決算報告 

 監査報告 

 2013年度事業計画･予算案など 

 第2部 親睦会･アトラクション 

          

申込：氏名、旧姓、郵便番号、住所、Tel、卒業校、卒

業回を記載した申込書を2013年4月30日㈫までに、提出、

郵送、FAX （089-941-4140)、またはメールでお申込みく

ださい。メールアドレス（yukibira@shinonome.ac.jp) 

 

総会当日のキャンセルは会費をいただきます。 
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編  集  後  記 

今回は、編集委員が新しくなって初めての制作とな

りました。慣れないことも多く、発行日が遅れました

こと、この場をお借りしてお詫び申し上げます。先輩

方が思いを込めて作ってこられた「雪びら｣が同窓生

おひとりおひとりを繋ぐ架け橋のひとつとなるよう努

めてまいります。 

原稿をお寄せいただいた皆様には、心より感謝申し

上げます。 

ご意見・ご感想・ニュースなどお気軽にお寄せ下さ

い。 

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

広告募集｢雪びら｣に広告を掲載希望の方は同窓会(Tel 089-941-4140)にご連絡ください。 

会長             松本由美          短大保育12 

副会長         黒河良子          高校19 

副会長         立花仁美          短大家政13 

                     芦原恵              短大食物15 

                     越智由香里      高校32 

                     笠井美奈子      短大英文13 

                     河上和子          高校19 

                     河野晃子          高校29 

                     谷口万里子      高校32 

                     平中美当吏      高校30 

                     藤野洋子          高校23 

                     二神秀美          短大保育3 

                     藤本美穂          短大保育30 

                     本城靖子          高校40 

                     御堂愛              短大生文9 

                     宮田恵子          短大食物17 

                     山﨑順子          高校14 

  

新役員決まりました！新役員決まりました！  
2011年度会員研修報告     

「松山東雲学園125周年記念 二宮邦次郎記念碑除幕式」 

 2011年11月19日㈯ 

   2011年度の会員研修は、昨年、松山東雲学園創立者 二宮邦次郎先生の出身地
である岡山県高梁市を訪ねました。 

    新たに生誕地に移された二宮先生の墓地に、このた

び学園＆同窓会で創られた記念碑の除幕式に高梁市へ

行きました。当日は、小雤の降る中、学園より磯村前

学長、中高阿部副校長、PTA会長、篠﨑前同窓会長、

35名の同窓会員、教職員、PTAの総勢50名近くに及ぶ

たくさんの方にご参加いただきました。また、東京か

ら二宮先生のお孫さん二宮昭様ご夫妻、高梁教会の八

木橋牧師、高梁教会の信徒の皆様にもお越しいただ

き、教会墓地にて除幕式を執り行いました。 

    その後、高梁国際ホテルにて行われた祝賀会では、

八木橋牧師による講話、また同窓生西村明子さんによ

るチェロ演奏が披露され、和やかな時をともに持つこ

とができました。1886年に若くして四国最初の私立女

子校を創立された二宮先生の志に触れ、思いをはせ、

今の松山東雲学園に私たちの思いを生かしたいもので

す。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。          

 

 

♪どうぞよろしくお願いいたします。 

新幹事交流会のご報告                             2012.3.8㈭ 

  2012年3月8日㈭いよてつ会館4F「グリル・ド・フラ

ンス」にて、2011年度に卒業され新たに同窓会入会と

ともに幹事をお引き受けくださったフレッシュな皆様

とともに食事会を兼ねた交流会を行いました。若々し

く希望に満ちあふれた皆様と懇親のひと時をともに

し、これからの同窓会・学園の益々の発展が期待でき

る思いを抱くことができました。 


