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初等部食堂

あなたの「思い」を学園の「力」
に。
自由学園のキャンパスに一歩足を踏み入れると、それだけで気持ちがよく、なぜか元気になれる。
四季折々に変化する木々や野の花。そんなキャンパスで、勉強にスポーツに労作に勤しむ生徒たち。
自由学園の名の下に集まる人たちの笑顔。そんな風景が、訪れる人を元気にしてくれるのかもし
れない。
「学園に来ると自分の原点に戻れる気がする」
「ここに来ると良いことがたくさん見つけられる」
よくそんな言葉を耳にする。それはいつの時代にも変わることのない教育と理念が、このキャン
パスに一歩足を踏み入れるとそよ風のように頬を撫で、心にやさしく響いてくるから。
そんな宝物を私たちは守っていかなければならない。そのために協力会はある。協力会は一人ひ
とりの小さな力が大きな集合体となって、自由学園を支えている。長年守り支えてきた協力会のみ
なさまに感謝しつつ、より多くの友が協力会に参加して、より大きな力となれるよう、これからも
変わらぬ思いで協力会は歩んでいきたい。
協力会会長

寄付状況

7,830 万円

高橋 育子

1月31日現在、1798名の方から7,830万円のご寄付が集まりました。
皆様のお気持ちに心より感謝申し上げます。 自由学園ネット寄付
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収益

100万円

2019年度 活動報告
南沢バザー2019
約50店舗のショップ＆ワーク
ショップが並んだ南沢バザー。手づ

くり雑貨や小物含め、各ショップがこだわりのある良
質で素晴らしい商品を販売してくださり、会場内は多
くのお客様で溢れました。初等部食堂を利用して保護
者会が開いてくださった南沢カフェでは、大人気のド
ライカレーランチやケーキ、温かい飲み物が提供され
ました。昨年に引き続き、100万円を超える寄付が集ま
りました。

サマーナイト
イベント

JIYU GARDEN
PLACE 2019
「男子部57〜73回生 女子部77〜93回生の皆

新商品
エコバック

さん！ 久しぶりに学園に集まりませんか？」

協力会
オリジナルグッズ
トートバック、ふせん、マグ
ネ
ネットに加えてエコバックの

そんな呼びかけに応えて集まってくれた若者たち。

販売を開始しました。ネイビーとエンジの2色で

お友達や家族とともに、手づくりの学園メニューを囲んで

ご希望の方
方は協力会事務局まで。
方
は協
す。各800円。ご希望の方は協力会事務局まで。

楽しいひとときを過
ごしていただきまし
た 。協 力 会 は こ れ か
らも様々な年代の
方々が集まるきっか
け作りを提案してい
きます！
ボランティアに参加してく

来場者数

4000人

2019自由学園
南沢フェスティバル

キャンパス

ださった109名（のべ人数）の

整 備

方々に心より感謝いたしま
す！草刈りや雑木整理、塗装な

協力会
ど協力会ボランティアの働きのおかげで、
生徒
たちだけでは

キャンパス全体を会

手入れの行き

場とした0〜6歳対象

届かない広い

のイベント。多くの家

キャンパスが

族連れで賑わいました。

美しく保たれ
ています。
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2020年度 活動予定
2020自由学園
南沢フェスティバル

日 時：

5月17日（日） 10：00 〜 15：30

場 所： 自由学園キャンパス

こども向けのイベントを企画中
です！詳細は、4月以降にＨＰ等で
お知らせいたします。

年7回のキャンパス整備ボランティア

募集

を開催いたします。
作業時間 ：
昼

食

9 ：30 〜 11：45
13 ：15

： 12 ：30 〜

ボランティア活動予定（キャンパス整備）
協力会
の集い

（土）
●１回目： 5 月 30 日
（土） ●5回目：11 月 14 日
（土）
●2回目： 7 月 11 日
（土） ●6回目：12 月 12 日
2021年
●3回目：10 月 3 日(土) ●7回目： 3 月 6 日
（土）
●4回目：10 月 31 日
（土）

協力会の

集い

2020年度自由学園協力会の集いを開催いたします。
第一部は生徒の発表、第二部は協力会総会を開催
いたします。総会では協力会委員、昨年度の決算・今
年度の予算のご承認をお願いいたします。

● 2020年6月6日
（土）
13：30より ● 場所：記念講堂
※ 詳細は、
5月に入りましてから会員の皆様へご案内をお送りいたします。

自由学園協力会
Facebook
自由学園Facebookでは、四季
折々の学園の風景や、行事の写真
を随時アップしております。皆様
の「いいね！」をお待ちしています。

私たちは自由学園を応援しています！
協力会たより
（８月発行）
に掲載する広告を募集します。
協力会たよりは、
全国各地の保護者や卒業生、
そして
自由学園の教育にご賛同いただける方に広くご愛読いた
だいています。
自由学園に連なる皆さんに企業や団体の
魅力を伝えませんか？
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2021年 自由学 園は創立10 0周年を迎えます！

「共生共学」の学校づくりに向かって
自由学園は、キリスト教精神に基づき、
「真の自由
人をつくる」
「よく生き、よい社会をつくる人を育て
る」という教育目標を掲げ、
「思想しつつ
つ

生活しつ

祈りつつ」
「自労自治」
「生活即教育」というモッ

トーのもと、生涯の土台となる人間教育に取り組ん
でまいりました。
創立100周年を間近に控え、これらの変わることの
ない土台の上に、これまで培ってきた成果を踏まえ
て、現在、次の100年に向けての学校づくりを進めて
います。
この一環として、今後段階的に男女の中等科・高等

3月になりましたら、100周年記念事業のご案内と

科が、
「共生共学」の学校に向かうことをすでにお知

ともに募金趣意書をお送りいたします。おひとりで

らせしました。その後、学内で、教科カリキュラム、生

も多くの方にご協力いただければ幸いです。

活カリキュラム、教育施設に分かれ、各部の教員から
学園長

なるワーキンググループを中心にこの具体的な内容

高橋 和也

の検討を進めています。

「熱き思いを形にする力」
熱い思いを心の奥に秘めている人は、それなりに
居るのかも知れません。しかし…その思いを形にす
るには、凄まじい情熱と冷静で緻密な知性が必須で

す。自由学園協力会の凄さは、そこにあると私は確信
しています。
今年度も多額のご寄付を頂戴し、自由学園の経済
を支えていただきました。加えて校内における献身
的なボランティア活動をはじめ、大成功に終わった
数々のイベントにおいても、大きなご尽力をいただ
きました。
心から感謝を申し上げます。
創立100周年を目前に控え、今後更に力を合わせ
て、希望の中を共に進みましょう。
理事長

村山 順吉

お 気 軽 にお 問 い合 わ せください！
お問い
合わせ

協力会入会、定期寄付・随時寄付・南沢
U RL http://www.jiyu.ac.jp/cooperation/
フェスティバル・各イベント・ボランティア・
検索
自由学園協力会
広告募集、各詳細・お問い合わせ先は右記
TEL
042-428-4232
のとおりです。
ご連絡をお待ちしております。 E-mail kyoryoku-info@jiyu.ac.jp

24時間いつでも寄付できる
“ネット寄付”が便利です！
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協力会ホームページから、いつでも寄付できます。
（クレジットとコンビニエンス
ストアでのお振込みが選択可能）また協力会入会と同時にご寄付いただくこと
も可能です。※ネット寄付をご利用いただいた場合は、領収日が２ヶ月ほど先になりますのでご了承ください。
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