先生たちからひとこと

園長

藤田喜一郎先生

ゴルフで「ホールインワン」

今月のテーマ

「私のプチ自慢」

松田聖子さんは同じ町内出

しゃいます。オリンピックの前

身で小中校は義姉と同じクラ

には壮行会を行い、皆で応援し

ス。藤井フミヤさんの高校時代

ました。今でもバレー部は強豪

のアマバンもリアルタイムで

校で、春高バレーにもよく出し

見ました。インターハイの為に

ています。

建設された久留米市陸上競技

を達成したことがあります。そ

場で、竣工記念第一回久留米オ

の日は競技でしたので、フルバ

リンピックに小二で出場以来、

ックティーから 196 ヤード（約

中体連大会までずっと走って

180ｍ）を 5 番ウッドで打ちま

いました。

統括主任

藤田正喜先生

した。打ち上げのホールでした
ので、カップインした瞬間は目
撃出来なかったのですが、ホー

業務主任

植木崇成先生

実はバレエをしていた事で

ルの中に自分のボールがある

す。初舞台はなんと二歳！そし

のを見た時は、興奮しました。

て最後の舞台も二歳！教えて
もらった振りも踊ることなく
直立不動の数分間。たった一度

教頭

藤田真理先生

“ジャパネットたかた”の元社

きりのバレエ人生を謳歌しま

長の高田明さんとは親戚にあ

した。今も続けていたら、少し

たる私。父の従兄弟なので、小

はスリムになってたかなぁ～。

さい頃から、平戸にある高田家
にはよく遊びに行っていまし
ホークスの王会長を始め、柳

た。家電をご購入の際は是非ジ

田･松田･本多･今宮･岩嵜･高谷

ャパネットを宜しくお願い致

･摂津･中村･江川 etc 各選手と

します（笑）。

つばめ組

中尾美幸先生

ツーショット写真を撮って頂
いたことです。若い女性じゃな
くて申し訳なかったけど、皆さ

保育主任

谷口 梢先生

ん快く応じて下さいました。

柳川市はさげもん祭りで有
名なのですが、そのさげもん祭
りのポスターにモデルとして

事務

島崎佐奈恵先生

出たことがあります。出たのは、
5 歳（笑）。あの頃は可愛かっ
私が通っていた高校の卒業

たのでしょうね！22 年経った

生に、元女子プロバレーボール

今でも、三月頃になると貼り出

選手の竹下佳江さんがいらっ

されています…。

13

はと組

宇山稚夏先生

ゆり組

植田ひかる先生

ひよこ黄色組

松本明里咲先生

13 回韓国に行っていること

ウォルトディズニージャパ

です！あの方とあの方と握手

ンのポール社長とお話しした

スポーツ選手の友人が何人も

をしたことも…(笑)。東京や大

事です！ディズニーストアで

います。特に仲の良い友人は、

阪の路線図は全く分かりませ

のアルバイト時代にグランド

なでしこリーグでサッカーを

んが、ソウルの路線図は大体頭

オープン記念パーティーがあ

していて、日本代表選手にも選

に入っています(笑)。次は冬に

り、ここぞとばかりに質問をし

ばれる程です！東京オリンピ

行けたら良いと思っています。

たのを覚えています。ディズニ

ックに出場してくれる事を期

ー好きとしてはプチではなく

待しています！

スポーツ大好きな私ですが、

かなりの自慢です！
かもめ組

曽我紗希先生

ひよこピンク組

もも組

村田麻実先生

岡田理恵子先生

高校の先輩に藤井フミヤさ

ドラマ「奪い合い、冬」にも

ん。そして後輩は柔道の世界で

夏休み中、大阪へ吉本のお笑

出演されていた俳優の三浦翔

大活躍している事です！そん

いライブを見に行きました。大

平さんと握手した事がプチ自

な中、私は…(笑)。大きな事を

好きなお笑い芸人さんに会う

慢です！中学時代、友達と写真

成し遂げた事はないですが、小

事が出来て本当に楽しかった

集を買ってドキドキしながら

さい頃からの夢だった幼稚園

です。そして、私のプチ自慢で

握手会に参加した事を今でも

の先生という職業に就いた事

すが、お笑いライブの最後に見

覚えています。本当に格好良か

は、胸を張って自慢できます！

事「テンダラー」という芸人さ

ったな～(笑)

んのサインボールをゲットし
た事です！
ばら組

中園佳子先生

ひよこ青組

ひよこ赤組

坂井麻里先生

あの、松田聖子さんの後輩で
ある事です！信愛高校出身の

境 遥香先生

昔は恥ずかしいと思ってい
中学生・高校生の時の体力測

ましたが五人姉弟が自慢です。

私は「制服が独特な所ね！（笑）
」 定の長座体前屈で校内トップ

今では全員、就職してバラバラ

と言われ続けてきましたが、あ

の記録を出した事です。運動が

ですが家族ＬＩＮＥで連絡を

の制服を松田聖子さんも着て

苦手な私にとって、運動面で唯

取り合い、仲が深まっています。

いたと思うと、どこか誇らしい

一の自慢。開脚は全く出来ませ

各自家庭を持ち、さらに賑やか

です。

ん！運動会でスターになりた

な集まりが出来る日を楽しみ

かった、文系女子の坂井でした。 にしています。
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ひよこ緑組

青木優香先生

チャイルドクラブ

石住淳子先生

フリー 髙木純子先生

今年の年越しを東京ディズ

年齢が分かってしまいます

女優の吉田羊さんは、小・中

ニーシーで過ごした事です！

が、幼稚園時代に家族で東京に

学時代を共にした同級生です。

ミッキー達とカウントダウン

行き、初代パンダのランランと

中学 1 年の時は、同じクラスだ

をして、年越しと同時に打ち上

カンカンを見て来ました。まだ、 ったんですよ！たまにですが、

げられた花火に感動した事は

小さかったのでよく覚えては

お弁当を一緒に食べた事も…。

忘れられません。今年も当選す

いませんが、人がとても多かっ

近々同窓会があるのですが、来

るかは分かりませんが、応募し

た記憶があります。

てくれるかな～。

てみようと思います！
たまご 1 組

保坂麻美先生

チャイルドクラブ

三池美由紀先生

フリー 藤田友美先生

ヤフオクドームでアルバイ

小さい頃は、藤井フミヤさん

あえて言うなら、力持ちなと

トをしていた時に、いろんなア

のお母さんが経営していた美

ころです。普段旦那さんがいな

ーティストのライブをタダで

容院に通っていました。自宅か

い事が多いので、自力でベッド

見ました。
（チラチラとですよ）。 ら自転車で 5 分の場所にあっ

を動かしたり家具を持ち上げ

野球の試合がある時には、地下

たのでいつも行っていました。

たりと一人でやってしまいま

通路で野球選手と会う事も！

フミヤさんがデビューした時

す。余りにもあっさりとやって

知らない選手にも勝手に親近

はとても驚いたものです。

しまうので、たまに旦那さんが

感が湧いていたのでした。

居ても、見て見ぬふりで手伝っ
てもらえません。良いような悪

たまご 2 組

藤田香菜美先生

フリー

朽﨑志緒里先生

いような…。
仲良しクラブ

中園先生とずい分ジャンル

溝上しず子先生

誕生日（7 月 1 日）が明石家

が異なるのですが、江頭 2:50

さんまさん、江頭 2：50 さん、

さんの高校の後輩である事が

ダイアナ王妃と同じです！“私

去年ファンである某アーテ

プチ自慢です。佐賀県の高校で

にもスターになれる才能が眠

ィストのファンクラブで募集

したが、お忙しいようで文化祭

っているのかも？！”と勝手に

されていた川柳コンテストで

にはなかなか来てくれず…

思い込んで早 27 年。未だ開花

最優秀賞をもらった事です！

(笑)。あの方の、何でも全力な

せず。まだ諦めずにその日を待

ちなみに、中２の時にも税金の

姿、見習っていきます！

ちたいと思います。皆さんも是

川柳コンテストで入賞した事

非調べてみて下さい♪

があります。
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フリー

山口歩美先生

高校の修学旅行で初海外！

会話講師

Josh 先生

I am proud about my pet

体育講師

荒木雄詞先生

私の高校時代の恩師が『凡事

シンガポールとオーストラリ

guinea pig. I live in a

徹底』というタイトルで本を出

アに行った事がプチ自慢です。

condominium, so only small

されました。その恩師から高校

ホームステイをしたりコアラ

animals are allowed. Every

３年間サッカーを通して学ん

を抱っこして記念撮影をした

time I come home she

だ事は、“苦しい時は前進して

り…。マーライオン、マリーナ

squeaks “Welcome Home” to

いる”
“正しい努力”
“一事が万

ベイ・サンズもこの目で見てた

me. She loves attention, so I

事”“我以外皆師”等々。そう

っぷり楽しみました！

often hold her in my lap while

です、私のプチ自慢は「恩師に

watching TV.

恵まれている」事です！

アスシタント

鳩宿和子先生
体育講師
英会話講師

中村勇喜先生

David 先生

ディズニーランドの「ワン
ス・アポン・ア・タイム」を最

子どもの頃のある日、父が突

前列ど真ん中で見た事です！

I'm proud of the fact that I

然「少年野球でケガした事にし

当選しただけでもラッキーな

teach children. When I finish

ろ」と言うのです。訳が分から

のに、まさかそんな席が当たる

teaching class and see

ないまま数分後、当時ダイエー

とは！本当に夢のような時間

everyone having fun, and

ホークスの川崎宗則選手から

でした。その当選チケットは、

speaking the new English

電話があり「早くケガを治して

今でも大切に飾っています。

they learned, it makes my

野球頑張れ！」と慰められた私。

whole day! What a privilege

野球もしてなければケガもし

it is to work with all of you.

ていなかった私…。川崎選手ご

営繕

白浜靖法先生

めんなさい。
バレエ講師 重松結香先生
10 年ぐらい前まで、“レオ
ンベルガー”と言う犬種の大型
犬を飼っていました｡ 体重 60
㎏で夏は暑がるので、頭部と顔

今から 10 年以上前の事にな

以外は短く刈り込み、まるでラ

りますが、短大の頃大学のパン

イオンのような姿で散歩させ

フレットのモデルをしました。

るのが私のプチ自慢でした。今

人生初の体験でちょっと緊張

でも当時を知っている人とは

しましたが、貴重な経験をさせ

懐かしく話をします。

て頂きました。
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