
 

 

 

Maple Festival 2014 
～ 東光会による楓祭 ～ 

 

日時：2014年 11月 24日（月・祝）10：00～15：00 

場所：東洋英和女学院中高部校舎 

主催：東光会 

協力：東洋英和女学院中学部・高等部・英和ネットワーク会 

後援：東洋英和幼稚園・父親有志の会 

 

 

10：00 受付開始 

10：30  開会礼拝 

説教：小学部長 山本香織先生「ハンサムウーマンたち」  

奏楽：河野和雄先生 

11：00  記念講演 芦田多恵氏（S55中学部卒） 

「継続的支援を目指して / MINA-TAN CHARM PROJECT」 

講演終了後  記念グッズ・食品販売開始 

15：00  終了 

 

 

【お願い】 

・靴はそのままでお入りください。ピンヒールなどの方は、スリッパをお使いください。 

・ご飲食は、集会室と指定された教室のみでお願いいたします。 

・校内での飲酒・喫煙はご遠慮ください。ワインは必ず栓を開けずにお持ち帰りください。 

・何かご不明な点がございましたら、えんじ色のエプロンをしたスタッフが会場におりますので、

お気軽にお声をかけてください。  
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ごあいさつ 
 

「Maple Festival 2014」にようこそお越しくださいました。 

学院創立 130 周年を祝い、「東光会のつどい」の規模を広げて“卒業生の楓祭”を開催

しようと企画し、東光会役員・事務総勢 20 名に加え、“英和ネットワーク会”の世話人の

協力を得て、手作りで準備を進めて参りました。 

20 代から 80 代までの会員の皆様が出展（店）者としてご参加くださり、東光会らしい

会になったと思っています。初めての試みのため至らぬことが多々あると思いますが、ま

ずは実現させることを第一に考え、本日を迎えております。今後、若い後輩の皆様方が 10

年後、20 年後とより充実した会を創り上げていってくれることを願っています。 

本日は、どうぞ懐かしい校舎、懐かしい友との再会はもちろん、新たな出会いをお楽し

みください。 

Maple Festival 2014 実行委員長 上原幸枝 （S42 卒） 

 

 

集会室での食品販売（講演終了後） 

＊Y-shop は 11:00 から販売いたします。 

卒年 卒業生・団体名 店名 内容 

H4 呉祥英 新橋亭 

焼きそば（パック）  400 円  
北京ダック（パック） 300 円 
ふかひれスープ（ウォーマーから提供）500 円  
桃まん（黄味餡の甘いおまんじゅう）200 円 
桃まん お土産パック 1,200 円／6 個入り 
月餅（2 個入り）1,200 円  

S44 内藤清美 赤坂「こくりこ」 
チキンメンチバーガー 300 円 
焼鳥弁当 600 円 

 
S60 

大山ふみ子 Rocky Mountain Chocolate Factory 

アメリカで大人気の「キャラメル・アップル」。
生のリンゴにキャラメルをコーティングし多彩
なトッピングで彩ったデザート。皆でシェアして
いただく新感覚スイーツ。900～1,300 円程度。 

 光ワークス 赤坂青野製和菓子 

赤坂青野の英和マークの刻印入り紅白饅頭とミ
ニどら焼き。お土産にどうぞ。 
紅白饅頭      350 円 
ミニどら 2 個入り 300 円  
ミニどら 4 個入り 600 円 

S62 小林真実 Ｍ＆Ａ～クッキーとキャンディの店 
英和制服モチーフでラッピングの手作りクッキ
ー（世田谷区立岡本福祉作業ホーム）と、楓キャ
ンディ－を販売します。 

S60 永谷みどり おやつのプレゼント 
ココフランのアップルリングをおやつにどう
ぞ！ 先着 250 名様に受付にて引換券をお渡し
いたします。（提供：麦の穂ホールディングス） 
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イベント（どなたでもご参加いただけます） 
 

場所 卒年 卒業生名・団体名 タイトル 内容 

茶室 S42 山本万起子 
英和卒業生有志 
英和茶会 

粗茶一服差し上げたく、英和ならではのお茶とお菓
子をご用意して、お越しをお待ちしております。予
約券をお求めください。12 時、12 時半、13 時、13
時半、14 時のお席がございます。参加費 500 円。
お気軽にお茶を楽しめる立礼席もございます。 

111 
S21  
S49 
S49 

堀口雅子 
中野駆 
伊藤智子 

女性の健康管理ワーク
ショップ 

医療と健康に携わる３名がそれぞれの立場から、健
康管理についての話と実践を提供させて頂きます。
女性医学を踏まえた健康管理の話、医学的タッチの
有用性とセルフ・マッサージの実技指導、介護予防
体操の実践など。 

117 H2 藤井晶子（井関） 
フラワーアレンジ教室 
「クリスマスのトピア
リーツリーを作ろう！」 

かわいいツリー型のアレンジを作ります。クリスマ
スに欠かせない常緑樹（モミやヒバ）を使い、生花
はもちろん、オーナメント等も飾りますので、クリ
スマスまで長く楽しめます。初めての方も、お子さ
んもぜひどうぞ。11:45 と 13:15 の回がございます。
約 60 分で参加費 1,500 円。各回 10 名様まで。 

大講
堂 

S51 ザ・メイプルズ 英和なのに混声合唱？ 

ザ・メイプルズは 2012 年「楓の会･オペラ名曲コン
サート」のために結成された英和初のオペラ混声合
唱団です。MASAMI (奥村昌見 S51 卒）の指導で発
声に力を入れレパートリーを増やしています。 

２階
体育
館 

H2 永峰あやこ(吉川) 
野尻っ子大集合！ 
キャンプソングを歌おう♪ 

輝く湖水、桟橋に寄せる水音、きしむボート、湖面
をわたる風…。野尻湖に思いをはせながら、懐かし
いキャンプソングを歌います。野尻大好きな皆さん、
火は焚けませんが疑似キャンプファイヤーで盛り上
がりましょう！ 

 

イベントスケジュール 
 

 
大講堂 茶室 111 117 体育館１階 体育館２階  

10:30 
      

10:30 

開会礼拝  
    

11:00 11:00 

記念講演  
   バスケ部 

OG 戦 
11:30 11:30 

   
 

親子コーナー 

12:00 フラワー 

アレンジ 

教室 

12:00 

音楽部 OG 会 

英和茶会 

女性の健康

管理ワーク

ショップ 

バスケ部 

OG 会 

12:30 12:30 

英和茶会 

13:00 
 

13:00 

 英和茶会 
 

13:30 フラワー 

アレンジ 

教室 

13:30 

 英和茶会  

14:00 14:00 

ザ・メイプルズ 英和茶会 
野尻っ子 

大集合 
14:30 

 
14:30 

   
  

ベビー 
マッサージ 
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会場案内図 
 

【１階】 

【２階】 

   
 

【６階】小講堂（メサイアをうたう会 公開練習） 
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展示・販売 
 

場所 卒年 卒業生名・団体名 タイトル 内容 

1Ｆ
入口 

S58 遠山由美(小林) 
Maple Festival シンボルマ
ーク 

自身の考案した両面文字/Dual Letter による作品
です。両面文字とは、日本語を同義の英文に置き
換え、そのアルファベットで日本語の文字を再構
築したものです。パネルで解説をご覧ください。 

1Ｆ
入口 

S55 
中学

部卒 
山東多恵（芦田） 

㈱ジュン アシダ南三陸町
復興支援チャーム 販売 

長期的な復興支援を目的として現地の縫製技術者
と芦田多恵がコラボレート。ひとつひとつ丁寧な
手仕事とハイクオリティ素材が魅力のキュートで
ラグジュアリーな大人のチャーム販売。今日だけ
すべてのマスコットに楓のチャームが付きます。 

1Ｆ
入口 

  中高部母の会 母の会グッズの販売 

義援金付１３０周年記念グッズ 校章入りハート
形キーホルダー、大好評の英和プティショコラ、
かわいい楓クリップ、楓の刺繍入り英和バッグな
どご用意しております。 

1Ｆ
入口 

  
東洋英和女学院同
窓会 

東洋英和女学院同窓会
120 周年記念ミキモト・ス
クールジュエリーご案内 

母校の校章である「楓」をモチーフに、同窓会創
立 120 周年を記念してつくられたミキモトのスク
ール・ジュエリーをご紹介いたします。 

1Ｆ
入口 

  光ワークス 英和グッズの販売 

★制服デザイン：タオルハンカチ（冬服・夏服）/
メモ帳（冬服・夏服）/付箋/ポケットティッシュ：
冬服など★ヴォリーズデザイン：クリアファイル
など★貴女の制服で制作致します“メイプル・ベ
アー“：ご予約承ります。 

1Ｆ
入口 

S54 平田千恵子 
カナダの紹介と桜プロジ
ェクトのご報告 

カナダのよさを知っていただくために、カナダ全
土の写真を展示しながら、カナダのいろいろなか
わいいグッズを販売いたします。今年６月に行わ
れた桜プロジェクトについて、より多くの卒業生
に知っていただくために資料を展示します。 

2Ｆ
廊下 

  東光会有志 英和バザー 売上金はすべて「虹の橋基金」に募金いたします。 

201 S42 木下邦子 
宝塚の部屋 
（ヅカカフェ） 

東のかえで、西のすみれ――英和生には今も昔も
宝塚のファンが数多くいます。世代を越えて、宝
塚ファン同士で交流する場を設けました。清く正
しく美しく、宝塚について語り合う場所、それが
タカラヅカフェです。 

116   
メイフェス実行委
員会 

旧教員のお部屋 
在校時代の先生にお目にかかることができるかも
しれません。 

115 
S35 
S59 

武内道子(乳井) 
仲村祐子(瀧田) 

さまざまな折のご挨拶に
-RIJ（国際難民支援会）グ
リーティングカード 

RIJ は１９７９年に難民救済を目的として設立さ
れたボランティア団体。クリスマスや年末年始に
ご利用頂けるグリーティングカードは芸術家・美
術館のご厚意により制作され、販売資金は世界の
難民支援に送られます。 

115 S42 川上夕香里 
視覚障害学生の学習支援
点訳を学びませんか 

視覚障害のある学生を、点訳活動で支援しません
か？点訳ボランティアを目指す方はもちろん、関
心はあるが今まで学ぶ機会のなかった方等、初心
者も大歓迎です。奥深い点訳の世界、この機会に
ぜひ触れてみて下さい。 

115 S43 戸川文 
トラ・ゾウ保護基金チャリ
ティーグッズの販売 

都会にいても誰でも気軽に参加できる野生動物保
護活動、チャリティーグッズの販売をします。オ
リジナルＴシャツ、トートバッグ、小物です。ト
ラ・ゾウ・イリオモテヤマネコの写真パネルも見
て下さい！遊びにいらして下さい！ 

115 S44 近田真知子 
地球市民 ACT かながわ／
TPAK 

アジア少数民族の子どもたちの教育支援のため
の、アジア雑貨のフェアトレード・バザー。 



6 

 

場所 卒年 卒業生名・団体名 タイトル 内容 

115 S44 尾鍋正子（木山） 
福島と東京のこどもたち
による交流音楽会のご紹
介 

福島と東京の子どもたちとの交流を願って開催さ
れる音楽会のご案内です。福島からは郡山ザベリ
オ学園小学校聖歌隊の合唱、東京からは多摩ユー
スオーケストラの演奏と、今年 5 月の公募で集ま
った 31 名の小中高校生による合唱をお聴きいた
だくコンサートです。 

115 S49 清野眞里惠 
リデュース・リユース・リ
サイクルと心身に不自由
のある方々の社会参加 

世の中の限り有る資源の有効利用と心身に不自由
の有る方々のお仕事作りをしております。ワイン、
シャンパンのコルク栓をリサイクルしたり etc！ 

114 S42 
二宮とみ 
（真島富恵） 

Dyeingsistersinautumn 
二宮染色教室の生徒さんの作品販売会です。全員
英和卒、教室の時は英和生達が楽しいおしゃべり
で美しい布を染めています。 

114 S45 酒井ふみよ（助川） 
英和の歩みを記録する史
料室 

「花子とアン」の放映は、本校が村岡花子さんの
出身校であったことから、同窓生の間でもかなり
話題に上りました。NHK にも報道機関にも、史料
室から画像や資料をいろいろ提供しました。あな
たの英和での記録も、英和に残したらのちのち役
に立つかも？！ 

114 S45 中道峰子（山田） 
アップサイクル・アクセサ
リー 

元より、もっといいものに作り変える事をリサイ
クルではなく、アップサイクルといいます。片方
のイヤリング、切れたネックレス、レトロなボタ
ン等に遊び心を加えて作った、エコでアートなア
クセサリーです。 

114 S45 中畝治子 
チャリティー絵はがき集 
「ねえねえ」  東洋英和の
子どもたち 

小学部の図工の先生をしながら、子どもたちの生
き生きとした姿を絵にしています。収益金は、障
がいのある子どもたちの文化活動支援と、東日本
大震災復興支援に使わせていただきます。 

114 S51 癸生川万紀子（森） 東洋英和書の会 

小学部母の会のクラブ活動から発足した書道の
会。書道家の小澤蘭雪先生のご指導のもと、月 2
回大学院校舎で活動しています。今回は、主に先
生のご実家太田市の書き初め会に出品した作品を
展示します。 

114 S59 西木美香 
キリスト教美術展イコン
を中心に 

「目で見る聖書」と言われるイコンは聖像画のこ
とで、ビザンチン帝国の教会を起源とする東方キ
リスト教会で守られてきました。会場ではイコン
とイコンをベースにしたキリスト教画を展示しま
す。（販売予定なし） 

113 
H11 
S49 

小松愛 
小松ひとみ（山本） 

【JewelColours】ハンドメ
イドとハーブのお店 

スワロフスキーを使用したハンドメイド作品と、
フランス産オーガニックハーブティーの販売を行
っております。 

113 S54 浜中由美 
洋書・輸入グッズ・英語教
材 

幼児から親しめる英語絵本・読み物。クリスマス、
サンクスギビング等の輸入グッズ・英語教師が選
んだ英語教材のご紹介。 

113 S62 泉恵理子 

NHK 連続テレビ小説「花子
とアン」原案者 
卒業生・村岡恵理さんの書
籍販売コーナー 

村岡花子さんのお孫さんで、NHK 連続テレビ小説
「花子とアン」原案者で卒業生・村岡恵理さんの
①サイン入り著作本②新たな書き下ろし連載「曲
がり角の先にあるもの」が掲載されている雑誌『日
経ビジネスアソシエ』を販売しています！ 東洋
英和女学院に関する新たなエッセイが見られま
す。ぜひお立ち寄りください！ 

113 S62 藤井るりえ（志村） 

TSミュージカル及び 12月
公演「familia～4 月 25 日誕
生の日～」のご案内と座席
券販売 

数々の受賞歴をもつ演出家：謝珠栄主宰の TS ミュ
ージカルファンデーションが制作するミュージカ
ル作品のご紹介。及び 12 月公演「familia～4 月 25
日誕生の日～」のご案内と座席券販売を行います。 
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場所 卒年 卒業生名・団体名 タイトル 内容 

113 H13 赤木由紀 
BasicSpirit 社カナダ製ピュ
ーター製品 

ピューターインテリア・キッチン製品の販売。
BasicSpirit は、カナダ東部ノバ・ノバスコシア州に
てハンドメイドでお作りしています。純度の高い
錫のみを使用した製品はベビーからキッチンアイ
テムまで安心してご愛用頂けます。 

112 S57 藤原鶴子（三本） 
Flower&Herb 教室 
「White-tone」 

東洋英和の卒業生、生徒のお母様方を中心に、フ
ラワーアレンジメント、アロマ、メディカルハー
ブ等を学び、生活の中で楽しんでいる教室です。
クリスマスリース、アロマキャンドル等の販売を
行います。 

112 S62 林陽子 

英和生から腰痛・抑うつ症
状の撲滅を！－腰の健康
診断とリハビリ無料相談
会－ 

腰の健康診断では、運動学・解剖学的な視点で腰
の機能診断と改善策を、リハビリ相談では理学療
法士、セロトニントレーナーとしてリハビリ専門
病院の臨床経験から心と身体の問題解決策をアド
バイスをします。 

112 H2 庄子いと 
耳ツボ治療・耳鍼自宅でで
きるお灸 

耳には手や足の反射区のように全身に各部と関連
しているツボがあります。そのツボを使い、患者
様の症状に応じ治療させていただきます。また自
宅でできるお灸を紹介させていただきます。 

112 H11 川原三有里 
恵比寿オーガニックヘア
サロン SABO 

SABO が厳選したオーガニックシャンプー＆トリ
ートメント、ノンシリコンヘアケア剤、石鹸など
を中心に普段サロンでも取り扱っているオリジナ
ルヘアアクセサリーなどの販売を行います。 

1 階
体育
館 

 保育部会有志 親子コーナー 
ぬり絵、工作、積み木など、親子で楽しめるコー
ナーです。お子様とご一緒にどうぞ。 

1 階
体育
館 

S49 
S49 
S62 
H11 

中野・野見山富美子
（八田） 
新藤・山下久美 
（山下） 
森川真美子（八田） 
平田美子（三谷） 

「秋のしぜんあそび」手作
りワークと本の紹介 

まつぼっくりやどんぐりなど、秋の自然素材を使
って、小さなクリスマスツリーやかわいい壁飾り
などを、子どもさんや大人の方とご一緒につくり
ます。私たちが製作した、自然遊びの参考になる
書籍の紹介もいたします。 

1 階
体育
館 

H7 
H7 

篠原里香（渡辺） 
間部奈帆 

ベビーマッサージ体験＆
ママのための絵本読み聞
かせ 

親子の絆を強くするだけでなく、小さい頃の温か
いぬくもりの記憶が大きくなってからもその子を
支えると言われる「ベビーマッサージ」。体験レ
ッスンを行います。「１歳になったママ」に贈る
絵本もご紹介します。 

２階
体育
館 

 
バスケットボール
部 OG 

東洋英和女学院バスケッ
トボール部 2014 年度 OG
会 

2014 年度バスケットボール部 OG 会を開催致しま
す。今年は現役生にもご参加頂きます。11 時～OG
戦、12 時～OG 会（11 時半より受付）です。皆さ
まのご参加を心よりお待ちしております。 

大 
講 
堂 

 音楽部 OG 音楽部 OG 会 

1980 年第 12 回楓祭で上演された「モモと時間泥
棒」以降、音楽部で歌い継がれたミュージカルの
曲を歌います。S58～H10 卒中心に集まります。大
講堂で「HOME」を歌いましょう！ 

６階 
小 
講 
堂 

  

メサイアをうたう
会（卒業生・旧職員
有志からなる女声
合唱団） 

メサイアをうたう会公開
練習 

宗教曲のみを歌う女声合唱団としての２０年以上
にわたる活動の記録を展示。12:30～15:00 までは、
公開練習をいたします。“メサイア”から数曲、
ご一緒に歌ってみませんか。楽譜を用意してお待
ちしています。見学も大歓迎です。 

202 S57 菊池美奈 学年会 学年会 

203 S49 井上克子（林） 49 卒と会える部屋 学年会 
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記念グッズのご案内（数量限定） 
 

※きらきらバッグとスパークリングワインは数量に限りがあるため、午前 10 時より受付で整理

券を配布いたします。整理券をお持ちの上、指定の売り場でご購入ください。売り切れの場合は

なにとぞご容赦いただけますようお願い申し上げます。 
 

 

芦田多恵氏（S55 中学部卒）が宮城県南三陸町の長期的な復興支援を目的として、株式会社ジュン 

アシダが発足させた、高品質な小物制作のプロジェクト。ハイクオリティな素材が魅力の大人チャ

ームです。今回は、特別に英和バージョンを作っていただきました。名前はメイ。限定 55 体です。 

【16,000 円】 

 

フランス・ロワール地方にブドウ畑を取得、ワイン醸造を開始された新井順子氏（S55 卒）のセレ

クトより、東光会が選びました。“Les Pions ”の造り手は、現在 43 歳のルドビック・シャンソン

（通称ルド）氏。今回出品されたオリジナルラベルの「Maple Festival 2014 スパークリングワイン 

“Les Pions 2011”」は、なんと生産量がたった 1,000 本、幻の Petillant です。新井氏はルド氏との

連絡連携、オリジナルラベル作成のアドバイス、本日この会場への搬入にいたるまでの全てにわた

り、調整をしてくださいました。Maple Festival 2014 のシンボルマークを、ラベルに貼りました。 

【3,000 円】 ※お１人様２本まで 

 

楓のスパンコール付エナメルバッグです。A4 サイズが入る大きいベージュ色と聖書などを入れるの

にぴったりな小さいサイズのピンクとブラックがあります。 

【大 2,000 円（ベージュ） 小 1,000 円（ブラック・ピンク）】※お 1 人様１点まで 

 

伝統を誇る京菓子司 末富の小さい麩焼き煎餅。英和マークの楓を焼き付けた東光会オリジナルで

す。楓型すはま入り。 

【1,000 円】 

 

＊英和ネットワーク会とは？ 

卒業生同士が気軽に繋がるネットワークを作ろうと、2012年に有志が立ち上げました。年 1回程度のイベント開催

のほか、メールや Facebookグループでの情報発信や情報交換をしています。ご登録がまだの方はぜひ下記までご連

絡ください！ 英和ネットワーク会代表代行・世話人 吉川あやこ（平成 2年卒）ayako-y@mva.biglobe.ne.jp 

Mapple Festival 2014 記念 東光会オリジナル末富お菓子 

Maple Festival 2014 記念 きらきらバッグ 

Maple Festival 2014 記念 スパークリングワイン Les Pions 2011 年 

MINA-TAN チャーム（英和バージョン） 


