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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。
新型インフルエンザの流行で、マスクが買えなくて右往左往した事もありまし
たが、皆様は不便を感じないでお過ごしでしたでしょうか？
鬱陶しい梅雨の合間に爽やかに晴れた日、新緑、そしてこの時期ならではの
花菖蒲や紫陽花なども楽しんで、日ごろ疲れた目の保養をして下さいね。
近郊では、堀切菖蒲園・水元公園・潮来の花菖蒲、鎌倉・箱根の紫陽花など、
お弁当もって、カメラ片手に訪れてみたい所があちこちあります。
山形県の長井の花菖蒲園は長井古種が保存されていて全国的に有名だそうです。
そして、山形を代表する紅いサクランボも店先で愛嬌を振りまいています。
今年は開花時期の悪天候の影響か、収穫量が少なく、値段も高いそうですね。
赤くて、めっちゃこくて、めんこい恋人に ”ふるさと”を感じています。
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◆ その１ ◆  総会・記念講演会・交歓会（7/2）のご案内

今年度の総会・記念講演会・交歓会は７月２日に開催されます。
会員の皆様、お誘い合わせの上、多数のご出席・ご参加お待ち致しております。

開催日 ：平成２１年７月２日（水） １７：３０～２０：３０（予定）
場 所 ：日本記者クラブ日本プレスセンター１０階

住所：東京都千代田区内幸町２－２－１ 電話 03-3530-2721
①総 会 １７：３０～１８：２０
議案 ①平成20年度事業報告・同決算(案）
②平成21年度事業計画・同予算(案）
③役員改選 ④連絡事項
②記念講演会 １８：３０～１９：３０
講師 奥山清行（工業デザイナー）（東高２８回天馬会）
③交歓会 １９：４０～２０：３０(予定 ）
会場隣室にて、立食パーティ

会 費 講演会聴講は無料
交歓会費用として６０００円(当日会場にて集めます。）
平成年度卒業生は割引になります。
学生は無料

申込：開催案内
申込：開催案内
聴講希望の方は、締め切りが過ぎてますが、今からでも大丈夫です。

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/%E6%9D%B1%E9%AB%98/HP%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A/HomePageSakura_20120813/newsletter/index.html
file:///index.html
mailto:admin.uzen33@gmail.com
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/%E6%9D%B1%E9%AB%98/HP%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A/HomePageSakura_20120813/katsudou/docs/soukai2009/annai/


下記より申し込んでください。
東京同窓会幹事長 奥田健造宛
E‐mail: bzk11772@nifty.com 電話047‐466‐7950

講師の奥山氏は、ｴﾝﾂｵ･ﾌｪﾗｰﾘ、ﾏｾﾗｯﾃｨ･ｸｱﾄﾛﾎﾟﾙﾃなどｶｰﾃﾞｻﾞｲﾅｰとして世界的
に知られています。日本に帰国してからは眼鏡･家具･鋳物･建築物等の
ﾃﾞｻﾞｲﾝを発表し大好評。NHKTVや日経「人間発見」(H21/3)でも取り上げられ、
ものづくりの原点から「他国にまねの出来ない日本らしさを磨いて勝負」
する思いを大いに語っていただけそうです。
今からとても楽しみです。 乞うご期待！！

◆ その２ ◆  会報誌58号発行のお知らせ

５月発行の同窓会便り５８号 お手元に配布されましたか？
最近何かと話題に上がっている庄内地方ですが、58号の表紙は、霊峰月山の麓、
櫛引町黒川地区で500年もの長い間地元の人々によって守り伝えられてきている、
国指定重要無形民俗文化財「黒川能」です。
今にも舞方が動き出し、謡が聞こえてくるような素晴らしい写真です。

58号の内容は
・7月2日総会のお知らせ
・平成20年度事業報告案 平成20年度決算案
・平成21年度事業計画案 平成21年度予算案
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ委員会からの連絡
・東京東音会合唱団演奏会のお知らせ
・2008年懇親会の報告
・東京同窓会前身の千歳会
・先日ＴＶでも放映されました安達峰一郎記念財団の記事
・古稀会(山東5回)・東紋会(山東27回)による年次会開催報告
・特別寄稿「山形県のかたちは二人の横顔」渋谷光夫(山東16回)
・東京同窓会三賞（東京同窓会賞・駒草杯・松田杯）決まる
・平成21年大学合格者数発表
・2009年懇親会のお知らせ
・会費納入お知らせ
16ﾍﾟｰｼﾞもの見ごたえのある記事、興味ある記事が満載です。
住所の変更などで届いてない方は東京同窓会までご一報下さい。
→ http://www.uzen33.net/

全会報誌のPDFファイルを同窓会ＨＰから、閲覧/ダウンロード可能です。
新会員の方は、是非ダウンロードして過去の会報誌ご覧になって下さい。
新しい発見もあるはずです。
会報誌
会報５８号 (PDFファイル)

◆ その３ ◆  2009年懇親会のお知らせ

平成21年度山中・山東東京同窓会懇親会のご案内

どんなに経済が不況でも、どんなに世の中が暗くても
ふるさとの 山は泰然として 川は悠々と流れ
私たちが学んだ あの頃と変わりません

羽前の三山 虚空を凌ぐ…

あの頃を思い出し みんな元気を出して
先輩 後輩 そして懐かしい友と 親睦を深めましょう

日 時 ：平成21年11月20日(金）午後6時から
会 場 ：東京ドームホテル「天空の間」
会 費 ：10,000円（ご家族・学生は半額）
当番幹事：翠巒会（山東20回）実行委員長 遠藤雅晴
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百東会（山東35回）実行副委員長 梅津康成

皆様お誘い合わせの上ご参加下さいますようお待ち申し上げています。

◆ その４ ◆  充実してきたホームページの紹介

東京同窓会のホームページは更新を重ねてかなり充実してきました。
是非ご覧になって下さい。 → http://www.uzen33.net/

★お気づきでしたか、校歌が聞こえてきます。 びっくり。
校歌

★総会・講演会・交歓会の開催 2009/7/2 懇親会2009 の開催 2009/11/20
→http://www.uzen33.net/

★会報アップのこと
1号から最新58号まで東京同窓会便りすべて閲覧/ダウンロード可能です。
白黒印刷時代･カラー時代共に、とても見やすく整理されています。
会報

★会員投稿用ブログ 最近とても充実してきました。
→http://uzen33.blogspot.com/
東京同窓会の皆さまは誰でも、自由に投稿・活用できます。
投稿する際は、ＩＤ･パスワードが必要です。
お問い合わせは管理者 admin.uzen33@gmail.com まで

★会の歴史回顧のページをつくったこと
東京同窓会は、昭和25年に発起人会、第１回総会を開催して発足しました。
前身の千歳会の記事が58号会報誌に載っています。
諸先輩方の歴史を回顧する様々な記事を、このページにまとめて紹介。
東京同窓会の歴史を知る貴重な手がかりです、幹事･役員は必見。
会の歴史回顧

★ニュースレター
東京同窓会メーリングリストを利用してのメール配信です。(不定期 ）
ニュースレター
新規会員の方は、過去の配信ニュースレターを見ることが出来ます。
まだ配信されてない方や、お知り合いの方に参加登録・ご紹介願います。

★カフェサンサン(コンテンツが増えています。）
同窓生のホームページを紹介し、ほっと一息入れてもらう
そんな憩いの場所です。
・アメリカ･スイス･鎌倉から個人のＨＰや写真作品やブログなど…
・ノスタルジア山形関係ではふるさと探訪、郷里の文化財など
・プロフェッショナル・サイトではお買い物も出来ます
・年次会のHP・ブログ（東涛会・六七会・五六会）
カフェサンサン

★年次会･OB会掲示板
会員の皆様の新たな出会い･交流の一助になることを期待して
各年次会・OB会の掲示板を用意していますので、是非ご活用下さい。
会報に掲載された年次会の記事情報も年次会毎にアップしています。
年次会･OB会

★mixi（ミクシィ）の部屋
会員と交流を拡げる為、mixiに東京同窓会のコニュニティを立ち上げました。
既にmixiの会員の方は山形東高東京同窓会のコミュニティに参加しましょう。
http://mixi.jp/view_community.pl?id=4029075
mixiにまだ登録してない方は、紹介者が必要ですので、ＨＰ委員会から
招待状をお送りいたしますので、ご連絡してください。
→ admin.uzen33@gmail.com

★その他
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東京同窓会MLの説明のページや山形関連リンク集も充実しています。
メイリングリスト
リンク

ホームページについてお問い合わせ、ご質問は、下記あてご連絡下さい
又、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ委員としてお手伝いしていただける方募集しています。。
→ 連絡先 E-mail: admin.uzen33@gmail.com

◆ その５ ◆  会費納入のお願い

◎◎会費3,000円納入の方法◎◎
１：振込用紙を使用して、近くのコンビニエンスストアからの振り込み

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
詳しくはホームページを参照して下さい。
会費

◆ その６ ◆  その他

東京東音会合唱部第5回演奏会のお知らせ
◎日時 ：7月12日(日)午後2時から
◎会場 ：日本大学カザルスホール → http://www.nu-casalshall.com/
〒101‐0062東京都千代田区神田駿河台1-16 ℡03-3294-1229
◎入場料：1500円
◎ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：混声合唱組曲 「生まれた街」
愛唱曲 混声合唱 「小さな空」
男声合唱 「ふるさと」
人生讃歌混声合唱 「愛燦燦」・「千の風になって」
混声合唱組曲 「確かなものを」

チケットなどのお問い合わせは 長谷川邦夫 04-2942-2209 まで
Ｅ-mail: hasekuni@dp.u-netsurf.ne.jp まで

山形アンテナショップ 美味しい山形プラザ 4月30日に銀座にオープン
→ http://oishii-yamagata.jp/
名前も「ゆとり都」から「山形プラザ」に変わり、銀座に出店
１階は山形県特産品展示販売で、ふるさとの味、香りを店一杯に提供。
５月のBEST３売り上げは、雪まろ、ホタルイカの姿干し、でか金つば…
そして 今一番人気は「サクランボ」佐藤錦から紅秀峰へ
２階はレストラン「ヤマガタ サンダンデロ」・観光情報コーナー
レストランは庄内「アル、ケッチァーノ」の奥田シェフ監修
レストランのランチ・ディナー共に山形食材をふんだんに使用
http://www.alchecciano.com/san-dandelo.html
ポイントカードもあります。

先日ＴＶで放映されました安達峰一郎氏の番組
NHK プロジェクトJAPAN「プロローグ 戦争と平和の150年」-第1部- を
録画したものを同窓会で保存してあります。
見逃した方はご連絡を E-mail: admin.uzen33@gmail.com まで

オール山形弁番組「今夜はなまらナイト」全国放送
「今夜はなまらナイト」関連→http://www.nhk.or.jp/namara/kodanadazu.html
4月4日午前2時38分～ＮＨＫ総合で全国放送された｢今夜はなまらナイト｣の
番組の山形弁がなんとも評判が良かったそうです。
この番組を録画していた方がいらっしゃいましたら是非お知らせ下さい。
E-mail: admin.uzen33@gmail.com まで

+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+
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皆様、ご無沙汰しております。第５回のニュース配信は5ヶ月ぶりでしたので、
ちょっと量が多すぎたかも知れません。サクランボを食べながら、花菖蒲に癒され
ながらのここ数日の忙しさでしたが、朝からマイカルジャクソン死亡の記事に
ショックを受けています。世界中のマイケルファンと一緒にご冥福を願っています。
次回からは、もっと短く読み易くをモットーに頑張ります。では、総会で元気に
お会いしましょう。（S.T記）
+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+
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