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見見上上げげるるとと、、空空やや建建物物、、木木々々のの枝枝葉葉のの輪輪郭郭がが、、冷冷たたいい空空気気ととととももににくくっっききりりししててききたたよようう。。いいよよいいよよ冬冬のの到到来来、、アアドドヴヴェェンントト
のの季季節節。。ここここかからら 44 週週間間、、ゆゆっっくくりりややわわららかかにに子子どどももたたちちがが時時をを過過ごごせせるるよよううにに、、学学園園はは毎毎日日同同じじリリズズムムをを刻刻みみななががらら、、いいつつ
もも通通りりのの生生活活をを送送るる。。おおううちちででももゆゆっっくくりりととアアドドヴヴェェンントトのの季季節節をを感感じじらられれるるよよううにに。。
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Newsletter

66 年年奈奈良良旅旅行行旅旅日日誌誌

　11月 1日（月）、6年生は奈良への旅に出た。新横浜
駅 7時発の新幹線。中には眠たそうな表情をしたこども
もいたが、全員元気で列車に乗り込むことができた。ま
ずは、一安心。伊藤先生、吉野先生にも同行していただ
き、いざ奈良へ。朝、家を出る時は曇天だったが、奈良
へ向かう途中から晴天となり、良き旅日和となった。
　京都での乗り換えも無事にすませ、西ノ京駅で 11月１
日、2日の案内をしていただく京田辺シュタイナー学校
の山岸先生と合流。こどもたちと挨拶をすませ、唐招提
寺に向かう。秋晴れのもと、すがすがしい空気が流れる
唐招提寺。山岸先生の説明によく耳をすますこどもた
ち。先生への質問も出る。旅行前、こどもたちは今回訪
れる場所、伽藍（寺院）の配置、仏像の種類などについ
て学習した。学習の最後に出会う仏像の写真を見て、そ
れを描いてきた。そのことを山岸先生に話すと、なるほ
どとうなずかれ、目のつけどころ良いですねとおっしゃ
り、それならもっと説明しようと時間をかけてくださっ
た。

　夕食後、毎年東大寺を案内してくださる、東大寺で
生まれ育った飯田むつみさんのお話を聞いた。大仏の
話、ならまちの話、奈良という街は、人と神々と鹿と
植物などが共生し、人々がそれらを大切に思っている
こと。こころが温まる。しずかに聞くこどもたちにも
その気持ちは伝わったはずだ。お話のあとは、フラン
スシターという珍しい楽器の演奏をきいた。しずかに
響く弦楽器の音。心地よさにまぶたが重くなってくる
こどももいる。良い時間だ。飯田さんの “祈り ”が部屋
に響く。本当にありがたい時間だった。
　そして、就寝。充実した一日だった。

　唐招提寺の見学を終え、バスで法隆寺へ。法隆寺の
広い境内を歩き、だんだんと疲れが見えるこどもた
ち。それでも見るもの聞くものに大いに関心をよせて
いた。最後は中宮寺の半跏思惟像。このお像も事前に
描いてきた。実際に出会い、すごいなーと声を出すこ
どももいた。わたしも大好きなお像で、再会で感激。
あいにく順番を待つ人がいて、ゆっくりできなかっ
た。また会いに来ようと思いが湧き出る。
　電車に乗って宿へ向かう。そうなるとこどもたち俄
然元気がでてきた。JR奈良駅から宿へ向かう途中、
三条通りのお土産屋さんで、お土産の下見の時間をと
った。熱心に動き回る。お土産を渡す人のことを思い
浮かべているのだろう。良い光景だ。そして、興福寺
で待望の鹿に出会いご満悦の様子。
　宿に入り、夕食までは荷物整理、入浴、部屋での自
由時間。楽しいひと時を過ごしたようだ。



11月 2日（火）。
　興福寺の鐘の音が鳴る。朝 6時、起床時刻。こども
たちを起こすために部屋を出ると、すでに外出着で、
廊下をウロウロしている光景が…。なんと早起きなこ
とか。ロビーに集まってと声をかけると、あっという
間に全員が集まった。検温を行った。全員熱もなく今
日も元気だ。山岸先生も朝からやってきてくれ、朝の
散歩に出かけた。春日大社まで向かう。途中、道路を
歩く鹿をよけたり、止まったりする車、また自分たち
が道路を渡ろうとすると、止まってくれる車に、横浜
では止まってくれないのに奈良の人は優しいと声が出
る。参道に入ると鹿がたくさん。鹿に駆け寄るこども
たち。

　その後は興福寺国宝館で、八部衆との対面。その一つ
の阿修羅像は有名だ。ここでは、修学旅行生がたくさん
でイモ洗い状態。それでも八部衆を前に自分の身長と比
較したりする声が聞こえた。
　その後は昼食を買いにスーパーへ。一人当たりの金額
を設定し、グループごとに合計した金額をわたし、買い
物。どれにしようか、予算内に収まるかと相談しながら
買い物する。それぞれのグループが買い物を済ませ満足
そうだ。

　朝食をとり、東大寺へ出発。今日も晴天。上着をは
おらず動ける気温、なんともうれしい。
　南大門から東大寺に入る、金剛力士像の大きさに驚
き、そして大仏殿へ。雲一つない青空のもと、どっし
りとそこにある大仏殿、大きい。大きさにびっくりす
るこどもたち。中へ入って、こんどは大仏様の大きさ
にまたまたびっくり。
　大仏殿を出て、東大寺ミュージアムに向かう。遠足
あるいは修学旅行の生徒たちの列がぞくぞくとやって
くる。朝一番に大仏殿へ行ってよかった。ミュージア
ムでは、奈良に来る前に描いてきた四天王に対面。自
分の描いた像のところへ速足で近寄り、「やっと会え
た」「ほんもの見れた」との声が。こころが動いている
んだろうなと感じる。

　午後は、ならまち散策。ならまちは元興寺の旧境内
を中心とした一帯を指す。住宅地にはなっているが、
人々が街並みの保存に心をこめているところだ。町を
歩くと温かさをかんじることができる。今回の旅で
は、過去の奈良、そして現在にも続く奈良のまちの温
かさをこどもたちに感じてほしいこと、そして主体的
に奈良の街と取り組んでほしいと思い、この街でのウ
ォークラリーを計画した。密をさけるため３つのグル
ープに分かれての行動。まわる場所は同じだけれど、
順番が異なる３つのルートを設定。一つ一つのグルー
プに先生が入る。ただし先生方には基本的にはただつ
いていくだけにしてくださいとお願いした。地図と課
題を書いた紙を配った。それぞれのグループはどの道
を通っていくか自発的に相談。そして出発だ。わたし
の入ったグループは最初から道を間違え、ああだこう
だ言うこどもたち。それでも目的地に到着。からくり
おもちゃ館では江戸時代のからくりおもちゃがあり、
遊びに興じることができた。にぎわいの家では、水墨
画の体験ができた。約 2時間、街を歩きみんな宿に戻
ってきた。吉野先生の万歩計によると、昨日は 8㎞、
今日は 13㎞歩いたそうだ。



　そして待望のお土産タイム。グループごとに出発。誰
を頭に思い浮かべて買っているのだろうか。あたたかで
真剣な表情のこどもたちだ。夕食後発表する時間を設け
た。ひとのために何かをするっていいなあと、つくづく
思う。
　こうして二日目を終えた。最後の晩だ。良い夜を過ご
してほしい。

11月 3日（水）
　朝 6時。こどもたちの部屋へ行く。もう散歩出発の準
備ができている、すごい。検温を済ませる。今日もみん
な平熱。山岸先生も来てくれて、奈良公園へ出発。紅葉
が始まり、その中で鹿と戯れるこどもたち、よい光景
だ。散歩が終わり、2日間引率していただいた山岸先生
とお別れ。最後にこのクラスは学びたい気持ちが強い、
クラスみんなが朗らかで仲が良い、物事をよい方向に考
えられる、そしてこれから先が楽しみだとお話しいただ
いた。
　朝食をとり、我が家のように宿を利用させていただい
た大仏館の皆様にお礼を言い、出発。
　今日の最初の目的地は平城宮跡。早めにバス停に向か
い、公園で鹿と過ごすときをもうけた。鹿とのお別れの
ひと時。旅行前から鹿せんべいをあげたいと言っていた
ので、鹿せんべいを購入し、鹿とたわむれた。せんべい
を手にすると鹿がよってくるので、最初はびっくりする
こどももいた。
　平城宮跡に到着。復元された遣唐使船を見て、ただた
だ広い平城宮跡を歩く。この長い朱雀大路を歩き仕事に
向かった光景を頭に浮かべる。大極殿が遠くに見える。
遠いなあと思うわたし、こどもたちはどう感じているの
だろうか。三日目で疲れもたまってきているはず。平城
京跡の資料館で、当時の人々のくらしを見た。模型が展
示されているので、わかりやすかったと思う。

　さて、電車に乗り、京田辺シュタイナー学校へ向か
う。京田辺の学校はこの時期秋休みで、わざわざこのた
めに出てきてくれた。学校に到着。事前に手紙で自己紹
介をしあっていた 6年生と出会う。あたたかなクラスと
いう印象。自己紹介のあとは昼食、6年生の保護者の皆
様が用意してくださった。感謝です。京田辺、横浜が混

ざったグループをつくり、グループごとに気に入った
場所を見つけて食べた。その後、鬼ごっこなど、時間
にして約 2時間の滞在だが、楽しいひと時を過ごすこ
とができた。担任の上保先生とは、3期生のときも学
年が一緒で、わたしも久しぶりの再会で嬉しく楽しい
時をもつことができた。こどもたちは、お別れ前に住
所交換を行った。この 6年生では、オリンピックを通
して、藤野、賢治のともだちができ、ここでまた、と
もだちができた。このつながりがうまく続くといいな
あと思った。

　電車で京都まで行き、そこから新幹線。担任として
は、新幹線に全員が乗って一安心。車内では、疲れてみ
んな寝ていくかなと思ったがそんなことはなく、（他のお
客さんに迷惑のかからない程度に）起きて楽しんでいる
こどもたち。元気だなと感心する。忘れ物に注意して全
員下車。無事帰ってこれてよかった。改札口を出て、保
護者の皆様のお迎えがあり、旅を無事に終えることがで
きた。

　奈良。仏像、寺院、奈良を愛する飯田さん、山岸先
生。大仏館の皆様。美しい自然、鹿たち、ならまち。そ
して、京田辺でのひと時。たくさんの光、温かさの中で
過ごした 3日間。引率の伊藤先生、吉野先生と過ごした
時間も温かく楽しかったはずだ。頭の中の記憶は忘れて
しまっても、こどもたちの心の中には多くのことが宝物
となってしまわれているのではないか、そんなふうに思
える 3日間だった。
　過去・現在・未来。過去に生まれた温かさ、それが守
り続けられ、今に引き継がれ、今もあり続ける温かさ。
その温かさを感じ取り、未来へその温かさを作っていっ
てほしいと願う。最後にこの旅に関ってくださった皆様
に感謝します。

（6年生担任　横山義宏）



学学校校づづくくりりををごご支支援援くくだだささいい
皆様からの贈りもので次世代を担うこどもたちが
よりよい環境で学んでいくことができるようになります。
温かいご支援を賜りますようお願いいたします。

クレジットカードでのお手続きはこちらから

　暖かく良く晴れた 3日間、青空のもと実に有意義な時間をいただきました。
　6年生の様々な課題に取り組む真剣な姿は眩しく気持ちのよいものでした。ご一緒してくださった京田辺の山岸先生もその姿を賞
賛されていました。それは十二分な事前学習の賜物だということが、後でわかりました。私が事前に、横山先生から手渡されたの
は一冊のファイル『歴史旅行ファイル・資料』とあり、B5判 40ページに余る冊子でした。ページを繰ってゆくとユネスコ世界遺
産の奈良、東大寺、興福寺、春日大社、ならまち…と今回訪れる場所について書かれていました。さらに仏像を知ろうとあり、そ
の写真や造り方まで詳しく解説してありました。
　最初に訪れた 1200年を超す古い伽藍の唐招提寺では、その静かな空間の雰囲気を壊すことなく山岸先生の解説に耳を傾け、法
隆寺、中宮寺でも事前に学んだことを確かめるように聞き入っていました。鑑真和上のお墓に行く途中の苔むした庭に嘆息し、墓
前に彫られている文字を読む私の言葉も真剣に聞いてくれました。彼らからは、学びに来たのだという熱い思いが伝わってきまし
た。これはなかなかいいぞと内心思っていました。
　夕方には翌日のためにお土産を物色しながら疲れもみせず、意気揚々と宿舎である大仏館に到着。山の学校でもそうでしたが、
みなよく食べること！そういえば、昼食の茶粥定食もペロリと平らげていました。よく食べよく学ぶ子どもたちです。
　『歴史ファイル・資料』には仏像を描いてみようとあったのですが、子どもたちは事前に写真を見て、皆それぞれに興福寺の如
意 (にょい )輪 ( りん ) 観世音 ( かんぜおん )菩薩 (ぼさつ )や八部 (はちぶ )衆 ( しゅう )の五部 (ごぶ )浄 ( じょう )や沙羯 (
さかっ )羅 ( ら )、乾闥婆 (けんだつば )、迦楼 (かるら )羅 ( ら ) などを書いていました。彼らは「僕の沙羯羅を見て」「私は五部
浄」「僕は迦楼羅」・・・と次々に見せてくれました。皆、ぼくの、わたしのと言っていました。そのような彼らがどのように現地
で学ぶのか興味津々でした。案の定、二日目の東大寺ミュージアムでは、国宝の四天王像や日光菩薩や月光菩薩の前で、興福寺国
宝館では彼らの八部衆の前で真剣に見入る姿は眩しくさえ感じました。朝の散歩の春日大社で鹿たちにどんぐりをやる姿は、まだ
まだ子どもらしさにあふれていたのに、東大寺南大門の金剛力士像を見たときの感想は、「布のひだがすごい。ひらひらしているみ
たい」とか「大きな足！」「筋肉もすごいな」などと言いながらも解説に耳を傾けていました。どんな場面でも、一心に解説を聞く
彼らの様子はここでも見られました。
　この日、今回の奈良旅行で目からうろこだったことがあります。それは昼食でした。子どもたちは一人 500 円の予算で昼食の調
達。もちろん私たち教師も一人 500 円。班ごとに 3,000 円、2,500 円と人数分のお金を持ち、班長を中心にスーパーで買物です。
私はご一緒の伊藤先生と合わせて 1,000 円何が買えるのか・・・。買えました！鯖寿司、海苔巻き、いなりずし、コロッケ。子ど
もたちもみな 300円、500 円と残しながら、上手に買い物し、楽しい昼食をいただきました。きちんと考えて買い物をするそんな
カリキュラムが組まれるなんて、そして見事達成するなんて！こんなこともできるのだなと、カリキュラムに感心しました。
　また、この日の午後のならまちラリーも、私にとってはとても実りの大きい時間でした。ならまちの家のつくりを知り、大蔵流
の初代の屋敷跡を見（これらに子どもたちは一瞥もせず通り過ぎていましたが）、元興寺の地所がならまちのほとんどを占めている
ことがわかり、寺院の持っていた強大な力を思い知らされました。夕方、創業が 1577年という伝統を持つ墨屋さんに山岸先生に
案内してもらい、お店の方と墨談義。新年の展覧会に向けての作品作りが楽しみになりました。また、授業でもこのことはぜひ伝
えようと思いました。
　翌日は平城京跡を見て京田辺へ向かいました。平城京跡には遣唐使船がありましたが、ここでも子どもたちの学ぶ姿に触れまし
た。遣唐使船の資料館でのこと。昨日迄学んできた鑑真和上や、遣唐使として唐に渡った安倍仲麻呂について解説されていまし
た。遣唐使として中国にわたりついに帰ることなく、「天の原ふりさけみれば春日なる三笠の山にいでし月かも」と詠んだ安倍仲麻
呂です。子どもたちもその和歌を知っていて、会話は尽きません。増々事前学習の大切さを感じました。そして私は、こんなにも
小さい船で日本海を渡ったなんて、その船旅の過酷さに驚き、当時の人々の文化へのあこがれを強く感じましたが、きっと子ども
たちも当時の人々の情熱を感じたに違いありません。
　実は長年、私は奈良旅行に同行したいと思っていたのです。
　飛鳥・奈良時代は大陸文化が日本に初めてやってきた時代です。中国ははるか 3000年も前から文字を持っていました。それが
日本に伝わり、その後の文化の礎になりました。書道の授業では、ほんの少しそのことに触れます。これは書道にとって大切なと
ころです。私たちの書いている文字が大陸から届き、風土に合わせて変容してきたのだと伝えてきましたが、奈良で子どもたちが
どのような学びをしているのかわからないままでいました。
　けれども今回、奈良旅行に同行させていただいて、彼らの学びの中に多くの発見がありました。仏像の顔の変化は日本文化への
変容の典型でしょう。大陸的なきっちりとした硬い表情から、ふくよかで柔らかい面持ちに変わってきたこと。山岸先生も盛んに
そのことをおっしゃっていました。子どもたちがどれくらい実感していたかはわかりませんが、きっと書道の授業で表れてくるだ
ろうと思っています。これから始まる書道の授業が、どんな展開になってゆくのか楽しみでなりません。
　今回期せずして奈良旅行に同行出来たことに本当に感謝しています。そして今回の歴史旅行の目的として組まれていた 6項目※
を子どもたちがしっかりと果たしてきたことを実感しています。あの 3日間を思い返す時、目をキラキラさせて解説に聞き入る子
どもたちの姿や、課題に取り組む姿が眩しいほどに鮮明に浮かんできます。6年生で最後になる書道の授業で、また輝くような彼ら
の姿に接することができますようにと思っています。

奈奈良良旅旅行行にに同同行行ししてて



「「大大人人ととメメデディィアアととのの関関係係をを考考ええるる」」意意見見交交換換会会にに参参加加ししてて

　子どもたちにとっての環境である “大人 ” と子どもたちの環境を整える “大人 ” はどうあるべきか。

　当学園では、3回にわたり「大人とメディアとの関係を考える」意見交換会が開催されました。
　「大人とメディアとの関係を考える」と聞き、違和感を感じた方もいるかもしれません。昨今の社会情勢を踏ま
え、「”子ども ”とメディアとの関係を考える」であれば、比較的馴染み易い題目なのかもしれません。
　ご承知の通り、シュタイナー教育、また当学園では、子どもたちが各種メディアや IT機器に触れにくい環境を
教師と家庭が相談して整える取り組みを続けています。それは、決してメディアやテクノロジー等そのものを否定
することではなく、子どもたちの健康な成長を目的とするシュタイナー教育の一環としての取り組みであるからで
す（一定年齢に達した以降は、IT機器の学びの中で、高度に専門的な技術的内容を学びます）。
　一方、2020年 3月以降本格化したコロナ禍の中で、それぞれの家庭環境や横浜シュタイナー学園の運営環境に
も変化が訪れました。学園に直接関係することであれば、学園運営における各種会議のオンライン化などです。
その流れは、私たちが大事にしてきた取り組みに何かしらの悪影響（Risk）を与えてしまうのでは無いかという意
見がある一方、学園運営の観点からは日々のスケジュールの中で会議への参加が難しい保護者にとって有用な機会
（Opportunity）となり得る等の意見もありました。コロナ禍においても、子どもたちを軸に考え、子どもたちへ
の取り組みを変えていない横浜シュタイナー学園において、それはあくまで “大人 ” 側の環境変化であり、改め
て “大人とメディア ”の関係を考えていくことで、これまでの取り組みを更に大事にしつつ、より良い発展に向け
て考える場を持ちたいという中で始まったものでした。
　全 3回の意見交換会では、子どもたちを軸に考えるという観点から、まずは「デジタル化時代の子どもの教育
憲章　国際ヴァルドルフ教育フォーラム（2018年 5月採択）」における 7つの原則の音読、3回目では映像資料
「デジタルメディアの世界で健康に育つには」を拝聴した上で、意見交換を行いました。
　意見交換会は正解を求めるものではありませんが、私にとって改めて印象に残ったことは冒頭に記載した通り
「メディアやテクノロジーが発展した現代において、子どもたちにとっての環境である “大人 ” と子どもたちの環
境を整える “大人 ” はどうあるべきか。」ということでした。
　私個人は、日々の時間の大半を占める仕事の中でデジタル機器やオンライン会議を利用しており（以後、環境
①とします）、その有用性やテクノロジーそのものの発展可能性を感じている人間の一人です。しかし、一人の親
という立場では、私は子どもたちにとっての環境（以後、環境②とします）であり、環境①を所与のものとはせ
ず、完全遮断は困難だとしても環境①と環境②を分ける、もしくは分かれるものだという環境作りを意識するこ
との大事さを感じました。
　また、「子どもたちの環境（以後、環境③とします）を整える “大人 ”」について、高校生以上のお子さんがい
るご家庭でのスマートフォン問題等（のめりこみ、他のことへの集中力の欠如など）に関して体験談や意見交換が
行われました。この点について、昨今の印象的な光景（よく見る光景になりつつある）は、ベビーカーに i Pad や
スマートフォンを取り付け、それを買い物中や食事中にずっと見続けている子どもの姿です。人には色々な考え方
があり、否定するものではありませんが、整えることが出来る環境と自ら整えることが出来ない環境があるという
ことを強く考えさせられた光景でした（整える側の考え方次第）。デジタルやテクノロジーを大きく発展させたシ
リコンバレーの有名企業の某経営者だった人物は、自分の子どもにはスマートフォンや i Pad 等のタブレット端末
を一定年齢まで与えなかったということは有名な話です。（2011年 10月 22日付のNY Times の記事「A Silicon
Valley School That Doesn’t Compute」を参考にしても面白いかもしれません）
　この話の捉え方も人それぞれであるとは思いますが、社会のデジタル化の波やの環境変化そのものを当たり前と
捉えるのではなく、環境②と環境③を自ら整えることが出来る大人として常に自問自答していく必要があるとい
うことを改めて意識することが出来た意見交換会でした。但し、「言うは易し、行うは難し」であり、当学園の取
り組みに日々尽力頂いている全ての関係者の方に改めて感謝申し上げます。いつもありがとうございます。

（6年、9年保護者 T・D）

※６項目：①日本史のエポックで飛鳥から奈良時代の歴史を学んだ私たちが実際の舞台となった寺院、建造物、町を訪れるこ
とで学びを深める。②充実した事前学習をすることで楽しいときを過ごすことができるという旅の仕方を体験する。③街を歩
き、町と触れ合うことで、ならの暖かい雰囲気を感じ取り、町に親近感を抱き、再び訪れたいという気持ちを持つことができる
ようにする。④公共の交通機関を利用し、歴史的な建造物を見学することの意味を考えて、他の旅行者や見学者に迷惑をかけな
いような気配りができるようになる。⑤2泊 3日のクラス旅行を通して仲間同士互いを思いやる姿勢を持ち、全員でよい思い出
をつくる。⑥京田辺シュタイナー学校の 6年生との親睦を深める。

　　（書道専科　吉野玉庸）



22002222 年年度度入入学学説説明明会会（二次）
【A】「シュタイナー教育とは」「教育内容について」
【B】「保護者の学園への関わりについて」
※A→Bの順で両方の回に必ずご出席ください。
12/ 5（日）入学説明会A
12/11（土）入学説明会B
面接予定日　2022年 1月 15日（土）
詳細は学園WEBサイトをご覧ください。

YYSSGG メメーールルママガガジジンン配配信信中中
公開講座やイベント開催など、学園のさまざまなトピック
をメールでお知らせします。

イインンフフォォメメーーシショョンン
～詳細やお申込方法については学園サイトをご覧ください～

～～事事務務局局よよりり～～
よこはま夢ファンドを通してのご支援に心より感謝
申し上げます。
昨年４月より、横浜市市民局からの寄付者情報提供
がなくなりました。
以前のように直接お礼状をお出しすることができ
ず、申し訳なく思っております。
皆様がお気持ちを寄せてくださることが、大変心強
く、私たちの支えになっております。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

お問合せ、お申込み先　
横浜シュタイナー学園事務局
Tel&Fax: 045－922－3107 e‒mail: gakuen‒info@yokohama‒steiner.jp
【会費・ご寄付等お振込先】

郵便振替： ００２６０ ‒０ ‒１３０７０２
加入者名：特定非営利活動法人横浜シュタイナー学園
ゆうちょ銀行：店番 029　支店名 029店 (ｾﾞﾛﾆｷｭｳ 店 ) 当座 0130702
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※掲載内容の無断転載をお断りします

～～音音とといいっっししょょにに体体をを動動かかすす～～
「「大大人人ののオオイイリリュュトトミミーー」」
日にち：3 学期　1月 17日・2月 7日　（いずれも月曜日）
時間：　9:15 ～ 10:45
会場：霧が丘校舎
参加費：1 回 1500 円
お申込みは、開催日 1 週間前までに事務局までお願いします。

☆☆星星のの金金貨貨よよりり☆☆
クリスマス関連の素敵な品々をご用意しております。

クリスマスティー、アドヴェントカレンダー、クリスマスカー
ド、ポストカード、麦わら飾り、オーナメント、蜜蝋ロウソク、
ロウソク立て、ロウソク消し、トランスパレントペーパー、
ローズウィンドウペーパーなど揃えております。
どうぞお立ち寄りください。

お問い合わせ☆星の金貨
kinka.hoshino7@gmail.com

シシリリーーズズ建建築築講講座座
「「宗宗教教建建築築とと人人間間ににつついいてて」」
日にち：第 3回「精神」 1月 18日（火）
時間：10:00 ～ 12:00
会場：霧が丘校舎（おひさまの部屋）
参加費：2000 円（一般）・1500 円（NPO会員）
お申込みは事務局までお願いいたします。

～～活活動動ググルルーーププ：：寄寄付付助助成成金金よよりり～～
ふるさと納税（よこはま夢ファンド）で横浜シュタイナー
学園をご支援いただきありがとうございます。
引き続き、ご支援の程どうぞよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　




