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山形中学・山形東高東京同窓会の皆様 こんにちは

雨、雨、雨の中、梅雨の晴れ間が待ち遠しい中、第2回目のニュース配信です。
平成20年度総会を終えて、ひと段落した所ですが、はや7月になりました。

この時期といえば、山形人にとって故郷の赤い恋人「さくらんぼ」との出会い
ですね。今年はいまいちとの前評判でしたが、我が家では、いつもと同じ、
甘くて美味しい、赤い美人のサクランボと出会えました。
山形の懐かしい味でした。
佐藤錦が終わり、これからはナポレオンの時期ですね。
また、北、南と大きな地震・大雨の天変地変が有り、東京に住む会員の皆様は
東京直下型地震に襲われたらどうするかを考えさせられたりもしたのではない
でしょうか？
被災地の皆様には、心からお見舞い申し上げます。

--≪目 次≫-------------------------------------
[１] 総会・記念講演会・交歓会（6/20）の会長報告
[２] 会費納入のお願い
[３] ＮＨＫ 教育ＴＶ アンコール放送
[４] 秋の懇親会のお知らせ
[５] 山形東高夜間部の参加のお知らせ
[６] その他

◆ その１ ◆ 総会・記念講演会・交歓会（6/20）について会長からの報告

■平成20年度定例総会

今年の定例総会は約60名の会員が参加する中、6月20日18時からプレス
センター会議室で開催されました。
筆頭副幹事長 高橋和靖氏（山形東高10回 東濤会）の司会で、滞りなく、
すべての議案が承認されました。

１．平成１９年度事業報告及び平成１９年度決算（案）承認の件
議案内容につき幹事長奥田健造氏より説明。
決算（案）に関しては、「年会費収入」が例年以上に大幅に減少したため、
各費目にわたって圧縮努力はしたものの手元資金に余裕がなく、遺憾ながら
特別会計としての「名簿作成積立金」への繰入れを見送らざるを得なくなり
ました。会費増収策、会員名簿の在り方などの質疑の後、監事石田照雄氏
から会計監査報告を受け、決算（案）は承認されました。

２．平成２０年度事業計画（案）及び平成２０年度予算（案）承認の件
議案内容につき幹事長より説明。
事業計画としては、会報発行（5月・10月）、総会・記念講演会（6月）、
懇親会(11月)等を基本とし、特に会報とホームページの一層の充実を図る
事によって会員相互の交流と年会費の増収促進に注力する事と致しました。
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特に、年会費の振込みについては、これまで郵便局に限られていた方法を、
より身近で便利なコンビニからの振込みに変更いたしました。
また、予算（案）については、今期の資金収支を見極める必要があり、会員
名簿の発行方法の検討も必要なことから、特別会計「名簿作成積立金」へ
の積立は引続きを見送る案とし、承認されました。

３．役員選任の件
副会長結城章夫氏が昨年９月に国立大学法人山形大学の学長に就任された
事に伴ない、本総会をもって副会長を辞任したい旨の申出がありました。
承認のうえ、今後とも本会活動に対しご支援をいただくため為、慣例に従い
結城章夫氏を顧問に推薦するとともに、新たに副会長として青柳桂一氏
（東高１７回 六七会）を推薦し、承認されました。

４．その他
①総会議案審議の途中、六翠会(東高６回)代表鈴木義一郎氏より、六翠会の
手元資金を同窓会運営資金の一部として役立てて欲しいとの申出がありました。
その取り扱いについては、執行部において協議の上、「ご寄付」として計上
させていただく予定です。
②懇親会当番幹事期紹介
平成20年11月28日開催予定の懇親会について、当番幹事期の紹介を行いました。
シニア 幹事期：鵬雲会（東高１９回、S４４卒）実行委員長 清野真一氏
ジュニア幹事期：双黌会（東高３４回、S５９卒）実行副委員長 豊嶋豊和氏
に担当していただきます。よろしくお願いいたします。

総会閉会後、山形県知事からの要請として、渡辺東京事務所長から
「ふるさと納税」制度の説明と協力依頼がありました。

以上総会資料についてはＨＰに掲載してありますのでご参照下さい。
総会資料

*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*
■記念講演
佐々木 元氏（東高３０回 東翔会）による講演会は19時から開催。
開会挨拶 プログラミング委員会副委員長 関根昭義（山形東高11回 東士会）
講師紹介 同上
演題 『 私の南極大紀行 』
講師紹介 1980年 山形東高卒業 （東高30回 東翔会 昭和55年卒）
1985年 NHK入局
2002～2004年 テレビ放送開始50周年記念番組にて、南極昭和基地
に派遣。南極ハイビジョンセンターから世界で始めて極寒の大氷原
で越冬しながらの初のテレビ生中継を実施。
現在 日曜夜7時半「ダーウィンが来た！生き物新伝説」制作統轄者
所属 NHK科学・環境番組部 チーフプロデューサー
講演内容 風速５０ｍを超えるブリザード、体感温度マイナス80度の世界、
白夜２ヶ月、そして全く太陽の無い世界２ヶ月での暮らし
色鮮やかなオーロラや愛嬌のあるペンギンなど、南極に暮らしてみての
とっておきの体験談を貴重な感動的映像と共に伝えていただきました。
閉会挨拶 プログラミング委員会副委員長 関根昭義

★昨年から総会時における勉強の場として総会終了後、講演会を開催しております。
プログラミング委員会が講師等協議検討し、依頼しております。今年で２回目
ですが、本会の過去の実績では講演会開催は20数回に及んでおります。

*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*
■交歓会
20時から同じ階のパーティルームに移動して、和やかな交歓会を開催しました。

開会挨拶 会長 畠山千蔭（山形東高10回 東濤会）
乾杯 鵬雲会（19回） 清野真一（今年度懇親会シニア当番幹事）
挨拶 夜間部東京支部長 深瀬守臣
歓談 沢山の料理・飲み物の囲まれての歓談
閉会挨拶 双黌会（34回） 豊嶋豊和（今年度懇親会ジュニア当番幹事）

平成20年度の総会、講演会、交歓会を沢山の会員の皆様の出席を得て無事終了
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する事ができました事感謝申し上げます。(以上、畠山会長からの報告でした。）

◆ その２ ◆  会費納入のお願い

会長からの報告にもありますように、平成14年度の1055件の納入を頂点とすると、
その後崖崩れのような感じで、激減しているとの話がありました。
昨年は671件の納入がありました。
同窓会の、根幹の会費納入に関しては、振り込み方法など、時代に即した改善策を
講じております、是非とも皆様のご理解とご協力・ご支援をお願い申し上げます。

◎◎会費納入の方法◎◎
■１：会報配布時に同封されている振込用紙を使用して、いつでもどこでも、近くの
コンビニエンスストアからの振り込みが可能になりました。（手数料は無料）
3,000円以上に金額を訂正される場合は、直接ゆうちょ銀行窓口にて
金額訂正の後に、お振込み願います。
■２：ＡＴＭやＰＣからの振込も可能になりました。

ゆうちょ銀行口座 （ぱるる口座）にお振込み下さい。
口座名 ： 山形中学・東高東京同窓会
口座番号： ４２３９４７８１
会費

◆ その３ ◆ ＮＨＫ ＴＶ 『細谷亮太 子供の命を見つめて』 本日再放送

「ＮＨＫ 知るを楽しむ」－-- 人生の歩き方------アンコール放送
細谷亮太（山形東高16回 竹馬会）
聖路加国際病院小児科総合医療センター長・副院長
昨年4回にわたってＮＨＫで放送されました「ＮＨＫ知るを楽しむ人生の歩き方」
で細谷亮太氏の 子どもの命をみつめて4回シリーズ放送が大好評のため
7月にアンコール放送に決定。現在放送中です。(ハンカチ用意…）
昨年見逃した方は是非ご覧下さい。
教育テレビ (水）：午後10:25-10:50
第1回:7月2日 第2回:7月9日 第3回:7月16日 第4回:7月23日
→ http://www.nhk.or.jp/shiruraku/200806/yokoku.html
（テキストも発売中）

◆ その４ ◆  秋の懇親会のお知らせ

山中・山東 東京同窓会２００８ 秋の懇親会は
「ほまれの歴史を繋ぐ」をコンセプトに開催されます。

日 時 ： １１月２８日（金） 18：00～
場 所 ： 東京ドームホテル
→ http://www.tokyodome-hotels.co.jp/home/index.html
会 費 ： 10000円（家族・学生は半額）
当番幹事： シニア幹事代表 清野真一（山東19回 鵬雲会）
ジュニア幹事代表 豊嶋豊和（山東34回 双黌会）
多数のご参加をお待ちしております。 

◆ その５ ◆  山形東高夜間部の参加のお知らせ

山東高夜間部の在京者約30名の方にも本会会報を配布する事になりました。
今後総会以外の本会のイベント（懇親会・講演会）にも参加可能になりました。
今までは、会報配布、懇親会参加は少数の方に来賓という形でしたが、学窓を
同じくした者としてその思いやご縁を共有できればと参加可能となった次第です。
なお、本会年会費と同額の会費を納入いただくよう依頼しております。
担当は、代表(山形東高同窓会東京支部 支部長)深瀬守臣さん、
世話人/丹野弘三さん・安孫子市郎さん)です。
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会員皆様のご理解とご協力をお願いする次第です。 

◆ その６ ◆  その他

先日、ホームページの運用本格化につきましてメールにて案内を出しましたが、
内容がかなり充実してきました。
盛り沢山のコンテンツをまめに更新しております、是非ご覧になって下さい。
東京同窓会ホームページ（ＨＰ） → http://www.uzen33.net/

★カフェサンサン
個人の旅行記・写真集・スケッチやスイス在住の同窓生のブログなど
各年次のＨＰ（東涛会・六七会・五六会）など
山形関係ではやまがた産業レポートに「ふるさと探訪」が加わりました。
専門的分野ではカスタマイズ電脳空間
カフェサンサン

★同窓会ＨＰから、会報のPDFファイル（２６号以降）の閲覧/ダウンロード可能。
会報
会報 同窓会便り 25号以前の関しては只今準備中
なおCD-ROM希望者には有償頒布を企画中。（価格未定：CD-ROM+送料）
問い合わせは 奥田までE-mail：bzk11772@nifty.com電話：047-466-7950

★ニュースレター
不定期ですが、東京同窓会メーリングリストを通じてニュースを配信中。
ニュースレター
まだ配信されてない方や、お知り合いの方に参加・ご紹介願います。

さらに、ＭＬ登録者間で各種連絡や意見交換等にも用いることが出来ますので、
皆さまＭＬをご自由にご活用下さい。
メイリングリスト
→ＭＬ投稿アドレス：uzen33@yahoogroups.jp

+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+
皆様、第２回のニュース配信、お読みになって如何でしたでしょうか？
総会を終えて、ほっとしている所ですが、会費納入深刻ですね。
ニュース配信を読んだ後は、すぐ東京同窓会HPを訪問してみて下さい。
故郷と出会ったり、花に癒されたり、スイスの風にあたったり…
PCの前にいながらにしていろんな事感じて、東京・山形・スイス…同時体験です。
ちょっとお見苦しい所がありますが、担当者只今勉強中ですのでお気づきの点が
有りましたら、次回の配信をより良くする為にご意見をお寄せ下さい。(S・T記）
+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+
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