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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。

今年第1回目のニュースレターをお届けします。2月に入り、節分が過ぎ春と言って
も、先日は東京にも雪が降り、こたつに居ながらにして、故郷の雪景色を思い出してし
まいました。梅が咲いても、寒波襲来でまだまだ寒い日が続いております。受験生を持
つ親は何かと気を使う日々ですが、大事を控えてくれぐれも風邪をうつす事など無いよ
うに。又、同窓の皆様も、どうぞお体ご自愛下さい。今号は平成22年第1回目と言う事
で、会長から今年の抱負を一言。

--≪目 次≫-------------------------------------
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◆ その１ ◆  青柳桂一会長、今年の抱負

東京同窓会の皆さま、新年おめでとうございます。

ここ東京は冬の青空が続いておりますが、新春の陽光の中、
万物が再び光り輝き始めたような感じです。皆さま、如何新年を
お迎えでしょうか。

さて私ども新執行部は昨年７月の総会にて選出され早くも半年が
経過しました。同窓会においては、同じ母校のDNAをもつ一人一人の
会員、代を重ねる年次会、いろいろな特色あるＯＢ会と正面から向き
合い、通じ合うことができるような活動を本年も心がけていきたいと
思っておりますので、よろしくお願いいたします。

東京同窓会では次のような２０１０年の活動を予定しております。

●総会・講演会・交歓会の開催 （担当：総務、企画、交流の各委員会）
（７月８日（木）、於：日本プレスセンター＠内幸町）

従前は総会は秋の懇親会時に同時開催していましたが、平成１９年より
総会を分離し年度初めの開催に変更しました。
本年も「分離開催」を継続してまいりたいと思っております。
今年は７月８日（木）に例年通りの日本プレスセンター＠内幸町
の会場を確保することができました。
夕方５時半から総会、講演会、交歓会の順に開催します。
詳細は未定ですが、決まりましたらあらためてご案内申し上げます。
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●懇親会２０１０ の開催（担当：企画委員会、幹事学年）
（１１月２６日（金） 於：東京ドームホテル＠水道橋）
秋の懇親会が、東京同窓会の最大のイベントになります。
例年東京ドームホテルに２百名～３百名の皆さんが結集し、盛況な交流会に
なります。この交流会は担当幹事学年が毎年順送りになっていまして、今年は
四六会（東高２１回）と彗琥会（東高３６回）が当番年次になっております。
幹事学年の皆さま、よろしくお願いいたします。

●会報（同窓会だより） の発行（担当：広報委員会）
例年、皆さまのお手元に年２回の会報（同窓会だより）をお届けしています。
今年も第６０号（平成２２年５月頃発行）および第６１号（平成２２年１０月
頃発行）を作成いたします。
この会報を積み重ねますと、同窓会活動の貴重な歴史資料にもなります。
懐かしい昔の様子を振り返ることができるように、第１号からのすべての会報を
ホームページ（HP）にアップしています。是非ご覧下さい。

●ネット交流活動（随時） （担当：HP委員会）
東京同窓会では、一人一人の皆さまと向き合った交流を進めるべく、ネット
交流活動も積極的に行っています。
具体的には、インターネット上で次のような幾つかのサイトを運営しております。
パソコンからいつでもご利用いただけます。

 ○東京同窓会ホームページ http://www.uzen33.net/
東京同窓会の活動紹介など、ネット交流活動の中心となる
サイト。メーリングリスト（ML）と連動してニュースレター、
お知らせなどを随時メール配信しています。

○東京同窓会ブログ http://uzen33.blogspot.com/
東京同窓会メンバーからの投稿用のブログサイト。
東京同窓会からのお知らせにも使っています。

○東京同窓会コミュニティ@mixi （mixi登録が必要）
http://mixi.jp/view_community.pl?id=4029075
多くの若ものが集う mixi上に開設したコミュニティです。現在
７０名の東京同窓会のメンバーが参加して交流を楽しんでいます。

●東京同窓会交流相談室の運営（随時） （担当：交流委員会）
若い方を中心に、東京生活のこと、就活・友活のことなどでいろんな
悩みをもっておられる方も多いと思います。このような場合に
何でも相談できる窓口として交流相談室を用意しています。

●これ以外にも、各委員会では若もの連動イベント、名簿管理の自立化など
いろんな企画を検討中です。お楽しみに。

それでは本年も皆さまのご協力とご理解のほど、
どうぞよろしくお願い申し上げます。 青柳桂一（会長 六七会）

◆ その２ ◆  谷口幹事長より、報告

昨年７月から、青柳会長以下新しい執行部体制で同窓会活動を推進して
まいりましたが、日を追うごとに同窓会の存在の大きさ、歴史の重み、
諸先輩の方々の熱意・ご労苦などを一同痛感している次第です。
「継続は力なり」の言葉通り、今までの歴史と伝統を確かに引継ぎ、
そして更に育むことが私たちの役割と心しているところです。

こんな思いから、一昨年、昨年に引続き、顧問・相談役の皆さまに
お集まりいただき、私たち執行部へのご助言やご意見そしてご叱正
などお願いできればと、本年も役員懇談会を企画いたしました。
また、次の世代、そして若い世代へと広がりを着実にする、またその方々の
同窓会活動に関する期待も率直に伺い、より大きな輪とすべく、
今回は17回（昭和42年卒・六七会)から38回（昭和63年卒・東龍会)までの
代議員（学年幹事)の方々にもご案内する計画です。



＜役員懇談会の開催＞

日時 平成２２年３月１９日（金）午後６時～８時
場所 築地 富士通クラブ
会費 ４，５００円
案内者 顧問・相談役・会長・副会長・監事
幹事長・副幹事長・代議員（昭和４２～６３）ほか
その他 個人ごと別途ご案内いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。 谷口恒俊（幹事長 六七会）

◆ その３ ◆  2009年秋の懇親会の報告（翠巒会  遠藤雅晴）

『懇親会は大盛況
ムード満点のジャズライブ、東音会合唱も高らかに！』

○平成21年11月20日は前日までの雨も上がり快晴。
早朝、新雪の富士山の美しい姿を都心から望み見たとき、
「今宵の懇親会は必ず成功する！」と確信しました。
そして、いよいよ夕刻。
東京ドームホテル「天空の間」は、５時半にオープン。

○恒例の「山中・山東東京同窓会2009懇親会」が、
ふるさと山形から東北初の女性知事、吉村美栄子山形県知事を始め、
母校山東の相馬周一郎校長、山東同窓会の鈴木寛会長、
その他大勢のご来賓をお迎えし、盛大に開かれました。

○当番幹事学年は、昭和45年卒翠巒会と昭和60年卒百東会。
幹事団総勢４７名。
両同期会が、1年以上前から準備を重ねた努力がようやく実って、
今回ご来賓を含む参加者数は245名、3年ぶりの大盛況でした。

○参加者の顔ぶれを見ると、
昭和23年卒六一会の大先輩から、平成20年卒重友会の学生諸君まで、
幅広い年代の同窓会員に参加していただきました。
今回特に、ブログやミキシーなどを活用し、
若い世代の同窓会員の勧誘に力を入れました。
その結果、平成元年卒以降(20代～30代)の参加者は26名(学生7名)
と例年になく若手の参加者が増え、
中には、かわいいお子様連れで参加された子育て中のママ会員も。
お子様が会場にいても決して違和感のない、楽しく、和やかな
親睦と交流の会になりました。

○そして今回は、新趣向の「交流テーブル」も登場。
若い世代と先輩達との交流を活発にしようという目的で、
「金融関係者」と「IT関係者」との二つの「交流テーブル」を
会場後方に設け、同じ業界あるいはITや金融に関心のある同窓会員同士で
新たな出会いが生まれ、先輩後輩の交流が大いに深まりました。

○イベントの部では、
我が国屈指のジャズギタリスト高嶋宏君(翠巒会)がリーダーの
「ソウルミーティング」(ギター、ヴォーカル、ハモンドオルガン、
ドラムの4名)によるジャズ演奏が華やかなスイングでムードを盛り上げ、
さらに、お馴染みの東京東音会合唱団の力強い合唱も「天空」にこだまし、
美味しい芋煮や地酒も入って、会場は参加者の皆さんの、
再会の感動や友情の熱気、母校の懐旧やふるさとの郷愁、
そして明日への勇気に包まれ、誰もが忘れがたい秋の一夜となりました。

○なお、お土産の「リンゴ(富士)とラフランス詰め合わせ」は、
東京からUターンして上山の実家で果樹園を経営する小川幹雄君(翠巒会)
の手塩にかけた「作品」です。



○結びになりますが、２００９懇親会を通して、
山中・山東東京同窓会の親睦が益々深まり、
結束も強めることができたのではないかと思います。

関係者の皆さまのご協力に心から感謝申し上げます。
山中・山東東京同窓会2009懇親会実行委員長 遠藤雅晴(山東20回翠巒会)

★★ 和やかな懇親会風景が写真になっています。★★

ご覧になる方は、東京同窓会ブログへアクセス
→http://uzen33.blogspot.com/2010/01/blog-post_15.html
又は直接→http://cid-1ec215687034c113.skydrive.live.com/albums.aspx

アクセスしたら、懇親会風景のファルダをダブルクリックし、表示された
ページ上部にかいてあるスライドショーをクリックすると大きい写真で
見ることが出来ます。
又、右クリックでお気に入りの写真をダウンロードも出来ます。

懇親会の雰囲気を再びお楽しみ下さい。 梅津庸成(山東35回百東会）

◆ その４ ◆  ホームページが充実してきました

本同窓会のHP http://www.uzen33.net/ は、見た目は渋いですが、
青柳会長のご尽力により大変充実してきました。

○山形東高東京同窓会ブログ →http://uzen33.blogspot.com/
特にお勧めなのが、このブログです。年次会・ＯＢ会動向、イベント案内、
近況報告などの記事が多数あり、写真も多くライブ感があって楽しめます。

最近の投稿に「東京駅に山形のお酒がやってくる！！ 」という、ノンベイに嬉
しい貴重情報があります。

また各学年別の投稿ページもあります。同窓会の皆さんが自由に投稿する
ことができますので、是非投稿をお願いいたします。
○カフェサンサン→カフェサンサン
皆さまの交流広場のようなページで、以下のようなページで構成されています．
郷愁をそそる山形情報、皆さまの作品集、年次会のHPやブログ

また、同窓会の組織や規約などの基本情報の他、以下のような資料も閲覧できます。
○同窓会だより（会報）
昭和４７年の創刊号以降のすべての会報について、PDFファイルで閲覧できます。
→会報

○ニュースレター
このニュースレターのバックナンバーが見られます．
→ニュースレター
皆さん、どうぞみでけらっしゃい！

■この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。
→ 連絡先 admin.uzen33@gmail.com

◆ その５ ◆  会費納入のお願い

会員の皆様、
日頃の同窓会活動に、ご協力・ご支援いただきまして誠に有り難うございます。
いうまでもなく同窓会の運営は、皆様からご協力いただいた年間3,000円の
貴重な会費によって成り立っております。
今年度の会費納入状況を見ますと、１月末の調べで、約700名の方々から
ご厚志をいただきました。
しかし残念ながら、昨年に比べますと100名程下回り、憂慮すべき状況です。
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年度末まであと少しですが、忘れていたなどして未だ未納の方は、是非とも
ご協力願います。
また、身近な方にもお声をかけていただき、より健全な財政にすべくお力を
お貸し下さい。
どうぞ会費の納入につき、くれぐれも宜しくお願い致します。

◎◎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
→ 会費
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

■「食堂かたつむり」映画がいよいよ２月６日封切りされました。
http://katatsumuri-movie.jp/
TV等でもずいぶんと宣伝していますが評判が良いみたいですね。
もうご覧になりましたか？
この「食堂かたつむり」の原作者の「小川 糸」さんは東高ＯＢです。
若い方に大変人気の女流作家で将来がとても期待されています。
その他の著書に、「喋々喃々」「ファミリーツリー」絵本「ちょうちょ」
絵本「りんごさんとるりこさん」などがあります。

小川糸さんブログ 糸通信 http://ogawa-ito.com/ もどうぞ。
又、歌手の浜田省吾さんと組んで「春蘭」の作詞家名で作詞活動もしています。

■東京駅に山形酒造組合のイベントで山形産の日本酒が集まっています。
2月1日からは「黒塀横丁」がお目見え。
2月15日～3月3日の期間は
お誘いあわせて一足早いお花見（啓翁桜）は如何でしょうか？
同駅地下1階の待合場・銀の鈴に面した店舗を借りて「山形の酒の店」
としてオープンし、県内全蔵元の清酒を並べ、試飲と販売を行う予定とか。
銀の鈴では、「山形の酒の店」の店舗の広さは約35平方メートルで、
日替わりで蔵元の代表者が販売を担当します。開設は3月3日まで。
山形の蔵元自らの販売には、酒好き愛好者には、堪らない企画ですね。

+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…++
ホームページ委員に新しいスタッフが加わりました。出張をこなし、勤務を
抱えながらの作業でした。途中に委員会終了を待って記事を収集したりと
何とか8号配信にこぎつけました。お楽しみ下さい。
+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…+…++
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