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梅雨明けした途端猛暑が続き、7月の後半だけでも熱中症で搬送された人が1.5万人を越えている
今年の夏ですが、同窓生の皆様にはお元気でお過ごしでしょうか。
さて、この時期に会報がお手元に届き、不思議に思われた方も多いかと思いますが、すでにご案
内のように平成23年12月4日、番町小学校は創立140周年を迎えます。皇太子殿下のご台臨を仰いだ
創立120周年から20年、新しい同窓会が迎える初めての節目の年です。これまで築かれた番町小学
校の栄えある歴史と伝統を回顧すると共に、さらなる歴史を創造していく節目として、過去の事跡
を継承し、記念事業を行うことは意義深いものがあるかと存じます。同窓生の皆様にはご理解ご協
力の程、よろしくお願い致します。

番町小学校創立140周年記念事業協賛会について
番町小学校同窓会
毎日暑い日が続いておりますが、お元気でご活
躍のことと存じます。

会長

新井

巌

りました。これも偏に、
この学校を愛する多くの

すでにご案内のように、来年、わが番町小学校

方々の努力と献身による

は創立140年という節目の年を迎えます。これ

ものと、改めて感謝の意

は、番町小学校が明治３年６月13日に、東京府下

を表したいと思います。

仮小学校の一つとして市ヶ谷洞雲寺境内に創設さ

こうした伝統と傑出し

れ、翌４年12月４日に文部省直轄の小学校として

た学業の成果は、つねに

「小学第二校」と改称。この日を創立の日として

公立学校の範ともなり、

開校式が挙行されてから数えて140年という月日

戦前はもちろん、戦後にあっても、昭和26年の80

を重ねてきたという証でもあります。

周年式典より120周年まで10年の節目ごとに５回

そして明治６年の学制改革で「官立学校一番小

にわたり、天皇皇后両陛下や皇太子殿下、同妃殿

学番町学校」と名付けられ、これが番町小学校の

下のご臨幸、ご台臨を仰いでまいりました。公立

名前の由来となったのであります。以来、番町尋

小学校として、皇室の方々を定期的にお迎えして

常高等小学校、東京市立番町国民学校、千代田区

きたのは、全国的にも番町小学校だけでありま

立番町小学校等等の名称も変わり、廃校の危機や

す。

統廃合問題等の変遷を経験しながらも、わが「番

しかしながら、平成13年の130周年の際には、

町小学校」は、その永い歴史と伝統を育んでまい

千代田区全体の公立小学校の統廃合が行われて間

もなくだったため、統廃合の対象となった学校に
配慮して式典を見送った経緯もありました。

番町小学校140周年記念事業
協賛会設立総会に寄せて
番町小学校 校長
有馬 守一

そこで、この140周年の式典をもって節目ごと
の５回に及ぶ皇室ご訪問という貴重な事跡を継承
していきたいとする願いは、同窓生はもちろん地

去る６月28日の夕刻、来

域、学校関係者など多くの方々の共通した熱い想

年12月に迫る周年行事の実

いであると存じます。
もとより、この140周年記念事業は皇室のご来

施に向けた協賛会が立ち上

校を仰ぐことが目的ではなく、この栄えある番町

がりました。この日に至るまで様々なご検討をい

小学校の伝統と歴史を振り返ることによって、今

ただいた準備会の皆様、お忙しい中、この設立総

後のますますの発展と学業の向上をめざす糧とも

会に駆けつけていただいた多くの皆様方に厚く御

なり、併せてここに学ぶ児童はもちろん教職員の

礼申し上げます。

方々にとっても大きな励みとなることを期待する
ものであります。

さて、私も、本校の歴史を紐解く中で、他校と
はひと味違う同窓会の皆様の熱烈な母校愛に触れ

いずれにいたしましても、こうした記念式典お

ることができました。特に戦災や火災をはじめ、

よび記念行事の遂行に当りましては、同窓会はも

廃校や統廃合問題などの “危機” が訪れるたび

とより卒業生の方々、地域の方々、在校生および

に、その愛校心や結束力はいや増していったよう

保護者の方々、行政関係者の方々、そして学校関

に思います。

係者の方々の絶大なご協力が不可欠であることは
言うまでもありません。
そこで同窓会、愛育会、地域、学校、行政など
多くの方々のご賛同を得て、先頃「140周年記念

皆様もご承知の通り、この度の周年行事への学
校としての参画には様々な制約もありますが、10
年ごとの大切な節目を、子どもたちにとっても意
義深いものにしていきたいと考えています。

事業協賛会」の設立が承認されました。また、同

特に、本校では、社会科・生活科の先導的な研

会の会長には昭和26年度卒業の草刈隆郎様（日本

究に取り組んでいる最中であり、その成果を資料

郵船相談役・元日本経団連副会長）にご就任いた

展等の周年行事の諸事業に生かすとともに、周年

だくことになりました。

行事への取り組みそのものが、子どもたちにとっ

今後はこの協賛会を中心として、来るべき140
周年記念事業を成功させるべく、皆様の絶大なる
ご協力を切にお願いする次第です。どうぞよろし
くお願いいたします。

て番町小の歴史や地域の歴史に思いを馳せる機会
となるよう工夫していきたいと思っています。
今後、協賛会を中心にした取り組みが様々に展
開されていくことと思いますが、同窓会はじめ関
係の皆様の熱いご支援とご協力を衷心よりお願い

【事務局から】
☆

☆

ベルマーク収集にご協力下さった同窓生の皆様、有難う
ございました。
（順不同）
広瀬千尋さん、中村香織さん、蔵田隆之さん
今後もベルマークを収集して愛育会に協力します。下記
までお送り下さい。送料はご寄付頂ければ幸いです。
〒102−0085
千代田区六番町８ 千代田区立番町小学校内
番町小学校同窓会事務局 ベルマーク係

申し上げます。

題

字：故

内田禮江さん（昭和19年度卒）

校章デザイン：鈴木健之さん

（昭和45年度卒）

平成22年度理事会・学年幹事会報告
平成21年度収支決算報告

平成22年４月29日、番町小学校ランチルーム

１． 平成22年 ３月31日現在の財産目録 （単位：円）

で、理事会、学年幹事会が開かれました。どちら
の会も理事、幹事の方が多数ご出席になって各議
案を審議、議決されました。特に、平成21年度決
算、平成22年度予算については活発に意見が出さ

資産の部
手元現金
普通預金
定期預金
資産合計

①平成21年度決算
支出の内、事業準備引当金繰入額120万円を創
立140周年記念事業協賛会へ記念事業準備金と

負債の部
事業準備引当金
記念事業準備引当金
正味財産
負債・正味財産合計

4,300,000
1,200,000
4,076,847
9,576,847

２．平成21年４月１日から平成22年３月31日までの収支計算書 （単位：円）

収支決算書
前期繰越金
収 入 金
支 出 金
当期収支差額
次期繰越金（前期繰越金＋当期収支差額）

れ、下記のように議決されました。
○記念事業準備引当金について

1,285,937
3,990,910
4,300,000
9,576,847

3,885,097円
3,383,318円
3,191,568円
191,750円
4,076,847円

収入の部 （単位：円）
卒業生入会金
会
費
雑 収 入
利
息
収入合計

101,000
3,248,500
32,000
1,818
3,383,318

21年度卒業生101名
寄付を含む
広告収入（会報掲載）
、あゆみ

支出の部 （単位：円）

して支出

活動費

②平成22年度予算
記念事業引当金繰入130万円を創立140周年記
念事業協賛会へ記念事業準備金として支出予定
※従って平成21年度、22年度の2年間で計250
万円を創立140周年記念事業協賛会へ記念事業
準備金として支出及び支出予定

226,622

慶弔費
通信費
印刷・事務費
会報作成費
インターネット関係費
備品費
事業準備引当金 繰入額
雑 費
支出合計

平成22年３月31日

前期繰越金
収 入 金
支 出 金
当期収支差額
次期繰越金

①平成22年度予算
事業準備引当金として180万円を積立予定

【会費納入のお願い】
会報発行と会員への送付、同窓会ＨＰの拡充やイ

経

した。趣旨をご理解頂き、年会費の納入をお願い致
します。
（収入に関する細則第3条により、20歳以下
の会員は免除されます。
）
つきましては、会費納入用の郵便振替払込用紙を
お送り致しますので、平成23年3月21日迄にお納め
下さいますようお願い申し上げます。併せて、前年
度の分の会費が未納の方は納入をお願い致します。

片岡 勝吾
津田真知子

4,076,847円
7,491,847円
7,491,847円
0円
0円

収入の部 （単位：円）
前期繰越金受入
卒業生入会金
会
費
雑 収 入
利
息
収入合計

22年度予算額
4,076,847
113,000
3,300,000
0
2,000
7,491,847

21年度実績額
3,885,097
101,000
3,248,500
32,000
1,818
7,268,415

摘

要

22年度113名卒業予定
寄付含む
会報広告掲載料 他

支出の部 （単位：円）

活動費

1,500,000

226,622

慶弔費
通信費
印刷・事務費
会報作成費
HP・インターネット関係費
備品費
事業準備引当金繰入

50,000
1,000,000
500,000
1,000,000
200,000
130,000
1,800,000

46,088
719,258
441,970
551,090
5,700
0
0

記念事業準備引当金

1,300,000

1,200,000

雑 費
次期繰越金
支出合計

11,847
0
7,491,847

840
4,076,847
7,268,415

ベントの開催等、様々な事業を展開する為、平成15
年度より年会費（2,000円）を頂戴することになりま

理

平成22年度予算（案）

平成20年度までに430万円を積立

は計610万円を積立予定

140周年記念事業協賛会記念事業準備金
振込手数料

以上の通り報告致します。

○事業準備引当金について

※従って平成22年度までに同窓会の事業準備金

46,088
719,258
441,970
551,090
5,700
0
1,200,000
840
3,191,568

卒業記念品、番町子ども会参加費、
H o m e C o m i n g D a y、U - 20、理事
会・学年幹事会 他
香典、花、弔電など
会報発送、案内葉書、携帯代
封筒印刷、事務用品
会報作成・印刷
ドメイン更新

卒業記念品、番町子ども会参
加費、U-20・Home Coming
Day開催費、理事会・学年
幹事会、事務局活動費・会
議費、創立140周年事業準
備費、資料室整備費 他
弔花、弔電 他
会報発送、切手、葉書 他
封筒印刷、用紙、文具 他
会報作成・印刷
HP作り替え、ドメイン更新
プリンター 他
周年事業 他 引当金
140周年記念事業協賛会記
念事業準備金
振込手数料 他

上記科目の予算額に過不足が生じた場合は、相互に流用出来るものとする。
平成22年４月１日

経

理

片岡 勝吾
津田真知子

本物との出会い
番町小学校

副校長

伊藤

栄司

今年度４月より、副校長として赴任いたしました伊藤栄司と申します。番町小学
校同窓会の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。私は以前、千代田小学校に８
年間勤務しておりました。その後、稲城市に異動となり、またご縁がありまして千代田区に戻って来る
ことができました。伝統ある番町小学校に勤務することができ、大変光栄に思っております。
さて、先日、学校では音楽祭が行われました。１年生から３年生までの児童が日頃の練習の成果を発
揮して、元気な歌声を披露してくれました。気持ちを一つにして大きな声で歌う子どもたちから、元気
をたくさんもらうことができた一時でした。
音楽祭の最後に、スペシャルゲストとしてモスクワ音楽院ピアニスト、アレクセイ・カマロフ氏が特
別出演してくださいました。カマロフ氏は、世界的なピアノコンクールで何度も上位に入賞するなど、
世界各地で活躍されているピアニストです。今回、日本に滞在していたところ、本校角田教諭の紹介に
より急遽来て頂けることになりました。本校の講堂は、空調設備が入っておりません。日本では、サン
トリーホールでよくコンサートを行うとおっしゃっているカマロフ氏に弾いていただくには申し訳ない
ような環境でしたが、額の汗を拭いながら熱心に演奏してくださいました。
とても暑い日でしたので、子どもたちも気持ちが緩んでしまうのではないかと心配する声もありまし
た。しかし、ピアノの音色のあまりの美しさと直接伝わる生の迫力におされて、みな真剣に聞き入って
いました。中には体でリズムを取りながら聞く子や全身を使って弾く姿に見入る子など、一流のピアノ
演奏に触れ感動している様子でした。40分弱と小学生にとっては少々長い演奏でしたが、最後まで真剣
に聞いていた子どもがたくさんおり、カマロフ氏の演奏から何かを感じとってくれた様子を見てとても
嬉しくなりました。
私は、子どもの頃にたくさんの「本物」と出会うことが大切だと思っています。
「百聞は一見に如か
ず」という言葉もあるように、実物を見たり直接感じたりすることが、子どもの成長には大きな影響を
与えると考えるからです。学校では、社会科見学や遠足、宿泊学習などで本物と出会える機会をたくさ
んつくっています。出会う本物とは、時には大自然であったり、物を作る工場であったりします。ま
た、何かを極めた人物や人生の先輩に直接出会い、話を聞いたりその人の感性に直接触れたりすること
も本物との出会いと言えるのではないでしょうか。これからも、番町小学校の子どもたちには、たくさ
んの本物と出会い、知識だけではなく実体験を伴う経験を積んで大きく成長してくれることを期待して
います。

○

平成22年度 H o m e C o m i n g D a y
平成22年12月4日（土）14：30〜 番町小学校講堂 で開催を予定しています。
資料室もご覧になれます。どなたでもご参加頂けますので、お気軽にお越し下さい。
※ 同期会を開催する学年を、募集しています。
現在、昭和45年度 他の学年が調整をしておりますので、開催が決まりました該当学年の方には追ってご連絡
差し上げます。
○ 平成22年度 同窓会 U - 20
（平成14年度〜平成22年度卒業予定の現６年生が参加）
平成23年3月27日（日）14：00〜 番町小学校講堂 で開催を予定しています。

