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大和商業高等専修学校

東海道を歩く
誕生日を迎えるごとに、体力の衰えを感じ過ごしていました
ので何かを成し遂げてみたいと思い、一念発起して東海道を歩
くことを決めました。本屋で「東海道を歩く旅」という本を買
い求め、平成21年９月20日に東海道をはじめ五街道の起点とな
る日本橋を妻と二人で歩き始めました。現在の日本橋は明治44
年に架け替えられたもので、上に高速道路が走り、やや趣に欠
けたところもあるのが少し残念です。
東海道は昔12泊13日での行程であったようですが何年かかけ
て京都まで歩きたいと思い歩き始めました。
日本橋から京橋、銀座、新橋、品川はビルの谷間の第一京浜
国道を歩くため、リックを背負って、ウォーキングシューズで
歩くのは少しミスマッチのようにも感じましたが、初日の行程
は約３時間18,982歩で品川駅にて終了しました。
二日目は９月22日、品川駅を出発し、旧街道の町並みを整備
した商店街を抜け、立会川に架かる通称涙橋を渡り鈴ヶ森刑場
跡を通り国道沿いに歩き、多摩川に架かる六郷橋を渡り川崎駅
まで４時間17,474歩行程で終了しました。
その後、川崎から神奈川宿、神奈川宿から保土ヶ谷を経由し
て戸塚、戸塚から藤沢、藤沢から平塚を経由して大磯、大磯か
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大和商業高等専修学校 校長 坂

本

司

ら小田原、小田原から箱根、箱根から三島という行程で９日目
ようやく神奈川県から静岡県に入りました。ここまでのコース
での難所は小田原から箱根の登り（16.5km）と、箱根から三島ま
での下り（14.7km）でした。登りは一般道や木立の中の石畳でと
ても疲れましたが、芦ノ湖に近づき杉並木を通り関所までたど
り着きました。下りは後日の筋肉痛が一番ひどく、昔の人たち
の大変さを実感しました。三島の町中を流れる源兵衛川の澄ん
だ流れに疲れを癒されました。静岡県では三島から吉原、吉原
から由比、由比から江尻、江尻から岡部、岡部から金谷、金谷
から掛川、掛川から袋井を経て見附、磐田駅まで到達していま
す。東海道の約半分229.2kmを歩き、昔の旅の大変さを強く感
じ各地の名物を楽しみながら歩いています。
また、日中歩いていてあまり人とすれ違わない事に驚きまし
た。オリエンテーショ
ンなどで、20･30kmを
歩く学習を生徒たちに
体験させることなども
検討したいと思ってい
東海道五十三次地図▲
ます。
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学校法人柏木学園同窓会役員会
柏木実業専門学校教育交流会役員会の

報告と総会のご案内
６月23日（土）柏木学園同窓会、柏

７月22日（日）に平成24年度柏木学園同

木実業専門学校教育交流会の合同役

窓会総会を開催することが決まりました。

員会が大和の木曽路において開催さ

両会員の皆様のご参加を心よりお待ち
しております。

れました。

総会のご案内
日

時：７月22日（日）

受

付：10時30分

場

所：柏木実業専門学校 研修センター

開

会：11時

〒242-0016 大和市大和南１-16-23
T E L： 046−200−6170
会
（役員会の出席者）



費：１人

3,000円

問合せ： 伊藤、保田

柏木学園高等学校のページ
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短歌書道部大会報告

６月25日（月）、本校グラウンドにおいて、体育
祭が行われた。当日は曇天で肌寒い気候だったが、
生徒たちは熱戦を繰り広げた。
今年度は、大縄跳び、パン食い借り物競争、騎
馬戦、ほぼ全員リレー、部活対抗リレー、綱引き
の６種目が行われた。
結果は、以下の通り。

５月20日（日）に鶴見公会堂で行われた神奈川総
連剣舞詩舞コンクール決選大会剣部少年の部にお
いて、久保克拓（３−Ａ）が入賞、小島瑛理矩（３−
Ａ）が３位、佐藤和哉（３−Ａ）が２位という成績を
収めた。
７月14日（土）に西公会堂で行われた高文連派遣
激励会吟詠剣詩舞部門において、富山大会に出場
する短歌書道部員が「白虎隊」を披露した。

クラス総合準優勝
クラス総合第３位
ほぼ全員リレー第１位
ほぼ全員リレー第２位
ほぼ全員リレー第３位
綱引き優勝

２年Ｂ組
３年３組
２年６組
３年３組
３年２組
２年合同Ａチーム
（２年Ａ組〜Ｅ組）
当日は、多くの保護者・地域の皆様が応援に来
校され、また後援会からは冷たい飲み物の用意を
していただきました。この場を借りて御礼申し上
げます。

後援会バス研修旅行
５月26日（土）に本校
後援会主催のバス研修
旅行（ 行先・千葉県富
津市方面 ）が行われ、
保護者・教員47名が参
加した。
内容は、
海苔作り体験、
昼食バイキング、酒蔵巡り等で、行きは東京湾ア
クアライン、帰りはフェリーを利用するなど、楽
しい一日を過ごした。

東部フェスタ
６月３日（日）に新横浜プリンスホテル第11回神
奈川私立東部中高フェ
スタが行われ、本校も
参加してブースを設け
た。本校ダンス部がオ
ープニングセレモニー
でパワフルな演技を披
露し、好評を博した。

大和市クリーンキャンペーン
５月30日（水）大和市では、「ごみの散乱のない
清潔できれいなまちづくり」を推進する〈大和市ク
リーンキャンペーン2012〉を実施した。本校も市の
要請を受け、大和駅から
本校までの通学路の清掃
を行った。この清掃活動は、
今後も年間を通して定期
的に行っていく。

サイエンス部活動報告
５月26日（土）に大和市イベント観光協会主催の
「プロムナードガーデンプロジェクト」にサイエン
ス部員８名が参加し、大和駅東側プロムナードの
マイガーデンスペースの整
備や苗植え、レイアウト等
を行った。今後も水遣りや
雑草の管理、植え替え作業
などの活動を継続していく
予定である。

図書委員会活動報告
大和市立図書館の掲示コーナーで、本校の図書
委員が書いた「おすすめ本の紹介」が展示中である。

職員野球優勝
大和市野球連盟選手権大会D級前期大会（43チー
ム参加）の決勝戦が５月27日（日）に行われ、柏木学
園の教職員チームが、初出場にして初優勝を飾った。

文化講演会
６月20日（水）に本校視聴覚教室において、「2012
高校生のための文化講演会」
（主催：神奈川新聞社、
後援：文部科学省）が行われた。講師に作家の奈波
はるか先生を迎え、「どんな大人になったらいいの
か」という演題のお話をうかがった。

短歌大会報告
第二回日本短歌大会（主催：日本短歌協会）青少
年の部において、本校生徒が以下の賞を受賞した。
【仙台市教育委員会教育長賞】 金子 幹弥（２−１）
【河北新報社賞】
槌谷美奈実（２−Ｆ）
【優秀作品】松本稜也（２−Ａ）
金子幹弥（２−１）串間楓花（２−Ａ）
【佳
作】金子智丈（２−Ｃ）
岡 彩（２−Ｃ）山田陽菜（２−Ａ）
また、この大会で本校が
【応募作品優秀校 】に選ば
れた。７月１日（日）に仙台
市青年文化センター交流ホ
ールで行われた表彰式に金
子幹弥と山田陽菜が出席した。

KASHIWAGI GAKUEN HIGH SCHOOL 
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外国人留学生 奨学金受給者決定
学業・人物ともに優れた私費留学生に対して給
付される、日本学生支援機構私費外国人留学生学
習奨励費（月額 48,000円）の受給者が決定いたしま
した。
経営経理研究科２年
余 弟犬
経理本科２年
林 晶晶
＜担任からの一言＞
一年間の努力の結果が今回の奨学金受給につな
がりました。今後もこの成績と出席率を維持し、
より一層勉学に励んでください。

校外清掃活動を実施
５月27日（日）の大和市清掃の日に合わせ、５月
23日（水）から５月29日（火）まで各クラスごとに校
外清掃活動を実施しました。いつもは見過ごして
しまうような小さなゴミも丁寧に拾い集め、いつ
の間にか、収集袋が何袋もいっぱいになりました。
学生たちは担任の先生とともに、満足そうな表情
で額に汗して清掃していました。

医療情報学科 病院見学実習
６月28日（ 木 ）、大和
徳洲会病院へ見学実習に
行ってきました。学校で
勉強していることが、実
際の医療現場でどのよう
に反映されているのか、
病院内の見学や講義から
多くを学んだようでした。

クラス対抗球技大会
平成24年度第１回球技大会（種目：バスケットボ
ール、卓球）が７月４日（水）に校舎４階アリーナに
て行われました。
昨年活躍した学生はさらに技に磨きをかけ、い
つもはもの静かな新入生も、この時とばかりにエ
ネルギーを発散していました。バスケットボール
の部の優勝は、予想通り経理本科２年Ｂ組、卓球
の部の優勝は、経理本科２年Ａ組でした。きびき
びと動き回る選手たちを応援する学生も大いに盛
り上がったひと時でした。
また、この優秀選手の選抜チームが８月の神奈
川県専門学校体育大会に出場する予定です。

大和商工会議所主催・本校共催
秋期簿記講習会のご案内
全国経理教育協会関東地方会主催
簿記・電卓大会に出場
来る７月16日（祝・月）に（社）全国経理教育協会
関東地方会主催簿記・電卓・珠算大会が開催され
ます。出場選手は下記の学生です。
●電卓の部
経理本科２年
須賀拓人
経理本科１年
川原 栞
医療情報学科１年
橋雅樹
医療情報学科１年 長井竜平
５段所持者のエース・川原栞をはじめ、選手全
員が直前まで特訓しました。当日は、その成果を
遺憾なく発揮してくれることでしょう。

医療情報学科1年生 介護技術授業
基本介護技術ということで、
まずはベッドメイキングを実
践しています。シーツの扱い
に苦戦する姿が見られました
が、とても熱心に取り組み、
技能習得にむけてひたすら努
力しています。

 KASHIWAGI BUSINESS COLLEGE

第132回日本商工会議所主催簿記検定の直前まで、
公開夜間簿記講習会を開催いたします。本学園在
校生は、本校で申し込むと会員料金で受講ができ
ます。
期
間 9 月3日（月）〜 11月14日（水）
時
間 18：00〜20：15（予定）
会
場 大和商工会議所 会議室
受 講 料 2 級 一般 30,000円、会員 18,000円
3 級 一般 24,000円、会員 13,000円
※各級教材費は別途かかります。
問合せ先 大和商工会議所 事務局
ＴＥＬ 0 4 6 − 2 6 3 − 9 1 1 2

学校説明会のご案内
第１回 7 月23日（月）
第２回 8 月 3 日（金）
第３回 9 月29日（土）
第４回 12月 1 日（土）
第５回 1 月19日（土）
開催時間：毎回10時〜12時
（受付：9 時30分より）
参加希望の方は、前日までに電話（046−261−0158）
にてお申し込みください。

大和商業高等専修学校のページ
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大商地域ボランティア団体発足

５月24日（木）に体育祭が行われました。今年度は、
体育祭実行委員を組織し、「生徒で作る体育祭」を
テーマに掲げ、種目決定から事前準備や設営、当
日の運営や片付けまで生徒が中心となって取り組
みました。どの種目でも大いに盛り上がり、最後
のクラス対抗リレーでは劇的なシーンも見られ、
クラスの絆を深めるとともに、大きなやりがいや
達成感を得ることが出来る体育祭となりました。

2年進路ガイダンス
６月29日
（金）、
ライセンスアカデミー主催の２年
進路ガイダンスが本校にて行われました。進路講
演会では、大学・短大・専門学校の違いについて
講師の先生からお話がありました。その後、系統・
分野別分科会をⅠ部・Ⅱ部の２部構成で実施し、様々
な分野の学校の先生方から説明を聴くことができ
ました。また同時に、就職・公務員講習会も開催
されました。生徒にとっては得るものが多く、見
聞を広めることができたと思います。

神奈川県警大和警察署の協力のもと、地域の防
犯パトロールや防犯キャンペーンなどの防犯に係
る広報活動のお手伝いとして、また、地域の生活
安全及び交通安全の推進をはかるためにボランテ
ィア団体が発足しました。６月21日（木）大和警察
署の方々が来校され、ひとりひとりに委嘱状が交
付されました。生徒を代表して３年生の山 美緒
さんが活動に全力で責任を果たしていきたいと決
意を述べました。

検定特別授業
今年度も７月２日（月）から６日（金）まで検定特
別授業が行われ、１年生は電卓計算能力検定、２・
３年生は全経簿記能力検定合格のための特訓を受
けました。その他、今月は情報処理検定、日本語
ワープロ、文書デザイン、スピード検定が行われ
たので、４Ｆに新設された自習室を活用し、放課
後も多くの生徒が自主的に取り組んでいました。

母校訪問実施

入試より

在校生の母校訪問を今年も実施しました。

母校訪問でいただいた
中学校の先生方からの一言
・大和商業の様子を伝えてくれました。とても落
ち着いているということで、現３年生に伝える
ことのできる情報をありがとうございました。
・貴校で大切に育てていただいている様子が想像
できました。学校間でうまく連携をとりながら
今後ともよろしくお願いします。
・中学校の頃よりも学習意欲を感じさせてくれま
した。
・勉強に対する意気込みが高くなっている様子で
うれしく思います。学校生活が楽しいようでな
によりです。

神奈川県高等専修学校体育学校
６月23日（土）神奈川県高等専修学校体育大会が
行われ、卓球の部で３Ｃ村井幸一君が個人優勝、
バスケットの部は準優勝でした。夏の全国大会で
の活躍を期待します。

平成25年度より、情報コースと福祉コースの選
択はなくなり、総合ビジネス科での募集となります。
１年次は基本的な教養を修め、２年次に適正にあ
わせて情報コースと福祉コースのどちらかを選択
することとなります。したがって体験学習は２つ
のコースを体験します。主な内容は以下の通り。
情報コース

福祉コース

８月３日（金）

うちわ作成

車いす

８月22日（水）

うちわ作成

移動介助

９月29日（土）

ポストカード

食事介助

10月６日（土）

名刺作成

シーツ交換

10月20日（土）

カレンダー

車いす

11月10日（土）

ポストカード

食事介助

11月24日（土）

名刺作成

シーツ交換

12月８日（土）

カレンダー

車いす

１月12日（土）

ポストカード

食事介助

開催日時／毎回９時半〜12時（受付は９時より）

YAMATO COMMERCE SPECIAL HIGH SCHOOL 
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6月4日（月）

歯科検診

泥んこあそび

虫歯予防集会

6月8日（金）年少組

歯磨きをしないとどうなる
の？みんなで劇を見たり、歌
をうたったりしながら歯の大
切さを再確認しました☆

5月17日（木） 6月7日（木）
大きく口をあーんと開けて、
歯医者さんに虫歯がないか診

心地好いお天気の中、園庭
で裸足になって泥んこあそび

てもらいました。最初は不安
だったけど、終わったらホッ
と、一安心

をしました。終わった後のプー
ルのお風呂が気持ち良い

遠足 6月1日（金）ｉｎこどもの国

6月14日

晴天に恵まれ、親子で楽しい遠
足となりました。ローラーすべり
台やさまざまな遊具で遊んだ後は
お待ちかねのお弁当タイム！
！
たくさん歩いて体力を使っ
たのでみんなペロリと
食べてしまいました。

蚕さんがやってきました

プールあそび （木）〜
水をバシャバシャとかけ合いなが
ら大はしゃぎの子どもたち プール
がある日は朝からワクワクしています！

年長組

クッキング保育 年中組

今年も各クラスに蚕が

今年度初めてのクッキング保育を行いました。

やってきました！
！桑の葉
を食べ、毎日すくすくと

年長組
いなり寿司
フルーツポンチ

成長しています。
子どもたちもじーっと観
察をして興味津々です。ま
ゆになったら嬉しいけど、
隠れるのでちょっぴり悲し
い、複雑な気持ちです。

（社）横浜市幼稚園協会

みんなで一生
懸命作ったか
ら、とてもおい
しかったです！

6月20日（水）

永年勤続表彰 おめでとうございます！
根本智枝子先生

高砂公美子先生

（5年）

（5年）

菅谷誠宏先生（10年）

これからも先生方のご活躍を期待しています。

 TSUZUKIGAOKA KINDERGARTEN

6月5日（火）
6月12日（火）

七夕飾り
園庭に運び入れた
竹に、クラスごとに
いろいろな七夕飾り
をつけました。

年中組
タコライス 白玉フルーツポンチ

平成24年度

父母の会 役員

会 長：森川 由美 会 計：古田 華江
鈴木 尚子
副会長：笠森亜希子
荒井百合枝 監 査：平柳びおら
片倉 ユキ
書 記：市岡 晴代
内藤 千里
役員一同、今後とも宜しくお願い致します。

後援会・教育交流会・ＰＴＡ・父母の会のページ

夏に思う

柏木学園高等学校後援会

今年も例年通り暑い夏がやってきます。猛暑は年々

時代を担う高校生の皆さん、今こそ自分達の将

その威力を高め、電力不足と相俟って私達は辛い

来を見据え、何をすべきか的確に対応することが

生活を強いられることになります。地球を取り巻

重要です。長い人生一瞬の出来事かもしれませんが、

く環境は、どんな影響を及ぼし、どういう歴史を

避けて通れない大切な時、どうか悔いのない充実

刻むのでしょうか。

した有意義な夏を過ごしてください。そして、夢

多少なりとも不安を感じざるをえませんが、た
とえどんなことが待ち受けていようと、来るべき
未来をしっかりと見定め、何としても乗り切って

に向かい勇気を持って一歩踏み出してください。
そんな皆さんを少しでも応援できればと、後援
会はいつも願っております。
（平成24年度後援会会長 柚木 貴子）

いかなければなりません。

梅雨にも負けず
４月９日（月）の入学式、そして新学期がスター

柏木実業専門学校教育交流会
優秀な学生達は例年以上に活躍すると期待されます。

トして早いもので３ヶ月が経過しました。学生の

これから日ごとに気温も上がり、体力を消耗し

皆さんは新しい環境にも慣れ、このうっとうしい

やすくなります。体調管理を万全にして夏休み期

梅雨の季節にも負けず、友人とともに勉学に日々

間を有意義に過ごしてください。気を緩めず秋以

励んでいることでしょう。

降の検定試験合格のため、学力向上に努めていき

今月は各種検定試験があり、16日には全国経理
教育協会関東地方会主催の簿記・電卓・珠算大会
が開催されます。担当の先生方の厳しい特訓により、

新役員紹介
５月のＰＴＡ総会において役員改選が行われま

ましょう。皆さんの一層の成長を楽しみにしてお
ります。
（教育交流会会長 安藤 満）

大和商業高等専修学校ＰＴＡ
をPTA活動を通じて先生方、保護者の皆様方と一

した。今後もみなさんでＰＴＡ活動を盛り上げて

緒に築き上げて行ければと願っております。

いきたいと思っておりますのでご協力よろしくお

役員紹介
会長 細谷和恵
副 会 長 三國喜代美
会計 村田愛美
会計監査 古賀智子 水野明美
書記 小野ひろみ 木村清美
運営委員 杉美和 治美和 小村みどり
山本麻由美 小西潤 鈴木育世 田中美和
野上利香 山野美智江 平田祐子
野久美子 井坂由美子 三國一徳
植草明美 新井恭子
澁澤陽子 師富子
藤井陽子

願いします。
高校時代は、先生方から勉強だけでなく多くを
学び、友人と語り合い、将来に夢と希望を抱き、
自分の進むべき道を模索する大切な時期です。知
識が増え、感性も磨かれ、難しい年頃でもあります。
それ故に、成長期の大切な『よき子離れ』『よき
親離れ』の時期において、我が子に親として、一
人の人間として、生き方や価値観などを伝える場

夕涼み会
７月20日（金）夏休み前の大イベント「夕涼み会」
が幼稚園にて開催されます。
毎年子ども達がとても楽しみにしている夕涼み会。

（担当 ＰＴＡ会長 細谷 和恵）

都筑ヶ丘幼稚園父母の会
ご近所の方もお誘いの上、ぜひ皆様浴衣姿でお
越しいただき、夕涼み会を子ども達と一緒に楽し
んでいただきたいと思います。

盆踊りやゲーム、模擬店、そして地元の方々によ
りますお囃子の演奏やお神輿もあり盛り沢山です。
昨年23年度は台風の影響により残念ながら縮小
せざるを得なかった為、今年こそは…と天候も含
めて無事に開催される事を願うばかりです。

（父母の会会長 森川 由美）



平成２４年７月〜９月行事予定表
柏木学園高等学校
7/2

柏木実業専門学校

大和商業高等専修学校

求人票開示

7/1

産能大学・短大科目試験

7/2

7/3-6 第一学期期末試験

7/3

大和市立病院実習

7/2-6 検定特別授業

7/6

7/4

専門課程校内球技大会

情報処理技能検定

7/8

7/8

全経簿記能力検定

7/9-12 午前中授業（２時間）
7/9

１年生履修ガイダンス

7/10 ２年生履修ガイダンス

7/14 全経電卓計算能力検定

大和徳洲会病院実習

7/13 介護ヘルパー科７月生入校式

私学展

7/16 全関東簿記珠算電卓競技大会
7/17 医療情報学科 普通救命講習
7/20 専門課程生 午前授業・大掃除
医療事務科４月生修了式

午前中授業（２時間）
7/18 大掃除
午前中授業（２時間）

ワープロ検定・スピード検定
7/5

藤沢市善行中学び場 Jｒ.
文書デザイン検定
ワープロ検定・スピード検定

7/6

情報処理検定・ＨＰ検定
プレゼンテーション検定

7/8

全経簿記能力検定

7/13 第２回地域ボランティア活動

7/21 全経コンピュータ会計検定

7/14 全経電卓計算能力検定

7/22 教育交流会・同窓会総会

7/16 全関東簿記珠算電卓競技大会

7/23 学校説明会＆体験入学

7/19 午前中授業（２・３年２時間授業） 7/23-8/31 専門課程生夏期休暇

専修学校展
7/17 保護者会・学級懇談会

１年大学専門学校ガイダンス（３・４時間目） 7/26・27 仕事のまなび場

7/18 普通救命講習会実施（３年）

２年薬物乱用防止教室（２時間目） 7/30-8/24 けいゆう病院実習

7/19 大掃除

7/20 終業式

8/2

7/21 生徒夏季休業開始

8/2・3 医療事務科10月生 見学説明会

7/23-27 夏期講習

8/3

医療事務科８月生入校式

学校説明会＆体験入学

8/14-16 神奈川県専門学校体育大会

夏期講習

（バスケットボール）

8/24-29 夏期講習

8/24 専門課程生登校日

8/29 登校日
第一回漢字コンクール

8/26 産能大学・短大科目試験
8/30 医療事務科６月生修了式

8/31 生徒夏季休業終了
9/3

伊勢原市中沢中学び場 Jｒ.
文書デザイン検定

7/10 県立がんセンター実習

7/17 １学年保健講話

8/1-7

追再試験
7/4

7/14 全経電卓計算能力検定

7/13 自宅学習日

7/16 海の日

7/9

全経簿記能力検定

保護者面談開始

9/3

始業式

防災訓練
介護ヘルパー科６月生・

防災訓練
9/10-14 短縮授業

7/20 終了式
7/21 全経コンピュータ会計
7/24-27 全国高等専修学校体育大会
8/3

①体験入学

8/21 神專各教員対象説明会（横浜）
8/22 ②体験入学
8/23 神專各教員対象説明会（厚木）
8/24 全校登校日
8/27 神專各教員対象説明会（川崎）
9/3

始業式

9/4

平常授業開始

簿記会計実務科６月生修了式

9/6

ＰＴＡ運営委員会

簿記講習会開講

9/7

第３回地域ボランティア活動

9/16〜 就職採用試験

9/11-14 専門課程生前期試験

9/21・22 紅葉祭

9/28 文化祭１日目

9/21・22 紅葉祭

9/24 紅葉祭振替休日

9/29 文化祭２日目

9/22 全経社会常識検定

9/28 生徒集会

9/30 臨海セミナー主催相談会

9/29 学校説明会＆体験入学

9/29 ③体験入学

都筑ケ丘幼稚園
7/2

月謝引落日
誕生会（７月）
7/3 役員会
7/4 未就園児七夕製作
7/5 七夕会
7/6 夕涼み実行委員会
クッキング保育（年少）
7/9 フラワーアレンジメント講習会
7/10 誕生会（８月）
7/11 教員研修会
面談日
7/12 バザー実行委員会
7/17 避難訓練（地震）
7/19 終業式（午前保育）
7/20 夕涼み会
7/24・25 お泊り保育（年長）
7/26・27 お泊り保育（年長）予備日
7/29 都筑支部講演会
8/1 月謝引落日
8/23・24 自由夏期保育（午前保育）
おや こ
8/25 親児の会
8/27-29 夏期保育（午前保育）
9/3 月謝引落日
始業式（午前保育）
9/4 役員会
クッキング保育（年長）
9/5 教員研修会
総合避難訓練
9/6 バザー実行委員会
9/7 運動会実行委員会
9/10 誕生会（９月）
9/11 未就園児見学会
9/12 懇談会
9/13 運動会園内予行
9/18 地域開放講演会
9/20 ダディー＆マミー
9/21 運動会園外予行
9/24 運動会園外予行予備日
9/25 未就園児運動会
9/26 面談日

学

本

部

8/30 武道場解体祭
9/3 教職員意向調査

○学園本部：安田 美穂・小平 雄貴

○柏木高校：谷村 利恵・岡野

○大和商業：大友あかね・青木美和子

○柏木実業：池田久美子・伊藤 史江

○幼 稚 園：

園

桜

寿乃・保坂 望・林 美郷・飛田 有紀・佐野友里恵・鈴木安佳里・根深 希・寺田 瑛莉

