
　今、私たちは次の100年に向かう新しい年を歩み始めています。
　節目の行事を行うことも参加することも叶わぬままに過ぎた１年でしたが、それでも梅は咲いたかしらと
思いながら大きく息を吸うと控え目な梅の香りを感じますし、雪が降った日に目を閉じれば学園の雪景色
の美しさが浮かびます。学園に出向くことが難しくなって久しいけれど、ふと思い出す学園の景色はいつも
輝き、凛としています。
　学園を思うとき、いつの時代にも変わらぬ大切なものを感じると同時に協力会を通して学園に思いを
寄せてくださる皆さんに感謝の気持ちが溢れます。
　私たち協力会は、学園と未来を担う子どもたちを支えるために寄付のお願いをし続けています。これから
もずっと続けていかなくてはならないことだとその使命を感じています。同時に、新しい時代を作り上げ
ていく今だからこそ協力会の原点に立ち返ってその意味と存在を考える年にしたいと思っています。
　学園の風景を映像で発信したり、オンラインでイベントに参加していただいたり、今できることを最大限
に活用し皆様とのつながりを大切にしています。それにプラスして、思わず『寄付をしたくなる学園』の
様子をお伝えしたい。そのような情報発信を模索しながら新たな年も歩み続けます。
皆様には変わらずのご協力をよろしくお願いいたします。

協力会会長　高橋 育子

2月10日現在、2,182名の方から92,279,588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 検索

新しい100年に向かって
雪景色（図書館と女子部講堂）

寄付状況
9,227万円
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協力会
総会

2013年度にスター
トした協力会ボラン
ティアでは、手入れの行き届いたキャンパス作りのお
手伝いをしています。2022年度のボランティア活動
予定は以下のとおりです。

ボランティア
活 動 予 定
（キャンパス整備）

募 集

わくわく
お楽しみ袋

　大好評で完売した初回に続き、第二弾「わくわく
お楽しみ袋」は数量を100個に増やして行いました。
非売品の学園デザインＴシャツや生徒が撮影した
学園風景のポストカードなど、学園の雰囲気が伝

わる数々のオリジナル商品詰め合わせ。
ご自身用のみでなく贈り物にと複数ご
購入される方もいらっしゃいました。

　協力会は寄付金を募るだけではなく、会員の皆様との「繋がり」を大切に活動しています。
　コロナ禍で学園に集うことができなくても、会員の皆様に「自由学園」を身近に感じていただき
たいという願いを込めてオンラインを活用したイベントや物販を行ってまいりました。笑顔と共
に寄付していただける企画を今後もお届けします！

　お揃いのTシャツで体を動かし
て、コロナのモヤモヤを吹き飛ば
そう！と開催した体操ワーク
ショップ。早野先生、山田先生が快

く講師をお引き受けくださり、
95名が参加。当日は楽しい音楽
と元気一杯のご指導に、汗と笑顔
があふれ、心身共に元気百倍！の
集いとなりました。

活動報告
～オンラインで繋がろう！～

2021年度

　協力会総会は、
2022年度も書面に
よる開催を予定して
おります。詳細は5月
に入りましてから会

員の皆様にご案内させていただきます。
　このほかイベントの開催等につきまし
ては随時、HP等でお知らせいたします。

活動予定2022年度

●１回目 ： 5 月 21 日（土） 
●2回目 ： 6 月 18 日（土） 
●3回目 ： 10 月 29 日(土) 

●4回目 ： 11 月 19 日（土） 
●5回目 ： 12 月 10 日（土） 
●6回目 ： 2 月 18 日（土） 

2023年

体　操
ワークショップ

みんなで体操！
元気百倍！！

クイズ大会

目指せ！
学園王！！
3月2６日（土）10時開催

協力会
委員

お揃
て、コ
そう
ショッ

ワークショップ

問い合わせアドレス　2021ws.info@gmail.com

申込締切

3/15
詳細・
申込は
こちら

Tシャツ、マグネット、
ドイツ製のお花など

ワークショップリーダー　唐澤 明佳

わくわくお楽しみ袋リーダー　足立 有希子

2021年度イベントリーダー　髙木 麗

ト、
など

イベント・物販の案内を希望される方は

kyoryoku-info@jiyu.ac.jp まで

学

オンライ
ン

イベント

8/21

9月

SAT
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生徒たちの
様子

学園の四季

　新型コロナ感染拡大により
学園に集うことができなくなって
2年が経ちますが、学園の風景
は変わることなく美しく、生徒や
児童たちは新しい生活様式の
中で元気に過ごしています。

　ゆうちょ銀行でお振込み（現金）の場合、1件ご
とに110円の手数料が加算されるようになりまし
た。ご寄付くださる皆様にご負担をかけることにな
りますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

お
知
ら
せ

ゆうちょ銀行手数料改定について

　領収書発行の日付は、クレジットカード決済を行った日や、
コンビニエンスストアでお手続きいただいた日ではなく、集金
代行会社から自由学園協力会に入金された日となり、１～2か
月ほど先になります。確定申告される方で、その年の12月31
日までの領収書が必要な方は、11/10までにお手続きくださ
い。よろしくお願いいたします。

クレジットカード、コンビニエンスストアを
通してのご寄付の領収日について

　自由学園へのご寄付は、所得税（所得控除または税額控
除）の寄付金控除を受けることができます。2021年1月1日～
同12月末日までの領収書をお持ちの方は、2022年2月16日
～3月15日の期間に確定申告のお手続きをすることにより、
寄付金額―2000円×40％が所得税額から控除できます。
国税庁ホームページ　https://www.nta.go.jp/

寄付金控除について

～ゆうちょ銀行での振込手数料改定のお知らせ～
(2022年1月17日より改定)

振込料金は
受取人負担

0円
（変更なし）

現金でお支払い
加算料金110円

110円

春 夏

秋 冬

通帳・カードで
お支払い

学びの発表（初等部）

学園内を散策（生活団幼稚園） 合作（初等部６年生）

ボランティア活動（女子部・男子部） 共に学ぶ（女子部・男子部）

100周年記念体操会（女子部・男子部・最高学部）

自由学園協力会

10 0周年を迎えた自由学園
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　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。

自由学園協力会
Facebook

協力会入会、寄付方法・ネット寄付・
各イベント・ボランティア募集・各詳細・
お問い合わせ先は右記のとおりです。
ご連絡をお待ちしております。

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。

http://www.jiyu.ac.jp/cooperation/URL

kyoryoku-info@jiyu.ac.jpE-mail 042-428-4232TEL

お問い
合わせ

自由学園協力会 検索

一貫したお支えに感謝
　毎朝、幼児生活団幼稚園の門で登園してくる子ど
もたちと保護者に挨拶を交わしています。コロナ禍
の影響で基本時間が調整された女子部生・男子部生
の登校が園児の登園と重なるようになり、特に東天
寮から正門に向かう多くの男子部生と挨拶を交わす
機会が多くなりました。

　しばしば私は、生活団幼稚園の子どもたちとの挨
拶と男子部生との挨拶の両方に通じるものを肌で感
じています。年齢は違っても「この人は私には見えな
い何かに希望を見出し、心を使ってまっすぐに生き
ている！」という、温かさと思いやりだけではない存
在感のエネルギーとでも言えるでしょうか。
　自由学園は子どもたちがこのように育ち続ける基
盤となる子ども観・人間観が一貫している、私はそれ
を大切に思っているのです。心ある協力会の皆様の
深いお力添えと変わることのない支えは、学園で学
んでいる子どもたちに届いて余りあるものと、衷心
より感謝を申し上げます。今後ともどうぞよろしく
お願い申し上げます。

 理事長　村山 順吉

　協力会の皆様には日頃より温かい思いをお寄せい
ただきありがとうございます。
2022年、新しい年を迎えた自由学園では、生徒たち
が思い思いの新しい志をしるした書き初めをもって
集まりました。そして初等部ではさっそく見合う会
が行われました。「やさしい心」「やさしい声かけ」「一
生けん命」「挑戦する」等々、心を込めて書かれた文字
から、一人ひとりの一生懸命さが伝わってきました。
その中に2点、特に心惹かれた作品がありました。「悪
いウソはつかない」「面白く生きる」です。何とも自由
で大人ではなかなか書けない言葉だなあと感心しま
した。しかし同時に私は一つの言葉を思い出しまし
た。それは「私はおもしろいから生きています」とい
う羽仁もと子先生の言葉です。「恐れるな。あなた方
の天の父は喜んで神の国をくださる」という聖句の

面白く生きる

「保証つき」。だから人間は、「おもしろいから生きて
いる」と言い得るのだとお書きになっています。今年
も子どもたちと共に神様に信頼し、「面白く生きる」
一年をつくり上げていきたいと思います。
　今後とも皆様のお祈り、お力添えを賜りますよう
お願い申し上げます。

学園長　高橋和也

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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お気軽にお問い合わせください！

自由学園協力会
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