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関東青雲同窓会　会長　横井 透（東高30回生）

ケチるな、賽銭。

11月、12月と感染者数が下火になり、やっと出口が
見えてきたと思ったのは私だけではなかったはずだ。
まるで、いつまでも火が燻って完全に鎮火しない森林
火災のように、2021年末にかけて2桁数字の日々が
続いた。それでも何とかこの水準から増えないで欲し
いと願いを込め、元旦の初詣では567円の賽銭をいつ
ものお宮さんに納めてきた。しかし、「コロナ」の語呂合
わせで用意したお金では許してもらえなかったようで、
仕事始めの頃には数字が3桁になり、その後は倍々
ゲームの様相を呈した。「神も仏もない」とはまさにこの
こと。報道では「これまで見たことのない数字を目にする
ことになる」感染症の専門家は、皆揃ってこのフレーズを
口にするようになると、あっという間に15,000人超え。
これが東京の実態である。
関東青雲同窓会恒例の新年会は、感染者数が減少
傾向ではあったが11月の時点で開催はやはり難しいと
判断した。一方、5月下旬の総会は工夫をすれば何とか

実現できると、この頃は淡い期待が芽生え始めていた
だけに、2022年早々に食らったオミクロンのカウンター
パンチは強烈に効いた。しかし、いくら強いパンチをも
らっても、同窓会運営のモチベーションは維持しなけれ
ばならない。対面会議が許されない中、定期役員会は
毎回リモートで行い、本誌「青雲真っ盛り」の編集企画
も、すべてネット上での意見交換で進めた。既に死語に
なりつつある「ニューノーマル」が、同窓会運営にも浸透
してしまったのは悲しい限りだが、「努力を惜しまず」を
合言葉に運営を続けられているのも、大勢の会員の皆
様が暖かく見守ってくれていると信じているからだ。この
場をお借りして心から感謝申し上げたい。

最後に、今にして思えば5,670円が必要だったのか。
「コロナゼロ」にするために。



【同窓生紹介】

♫現在の活動内容
函館でヤマハミュージックドラム科講師と

して、ドラム、カホン、カリンバの指導をして
います。小学1年生から70代まで幅広い年
齢層の生徒さんと毎日楽しくレッスンをさせ
ていただいています。現在コロナ禍により
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YOUはどうしてミュージシャンに？
今回は、プロのミュージシャンとして活躍する3名の皆さんです。題して

活動回数は激減していますが、カリンバ奏
者、パーカッショニストとして、各地でライブ
活動も続けています。

♫東高在学時代の想い出
当時からドラムを叩いており、フォーク部
の部長をやっていました。顧問は化学の石
田信英先生でした。部長の権限で部費のほ
とんどをドラムセットにつぎ込みました（笑）。
部員は40名ほど。狭くて防音されていない
部室で、決して性能が良いとは言えない機
材・楽器でバンド演奏、ドラムの個人練習に
勤しんでいました。放課後に満員の教室で
自主コンサートを開いたりもしていました。
フォーク部の一番の輝きの場所は、やはり
青雲記念館で行う「青雲コンサート」（通称：
青コン）です。あまりにもたくさんのバンドに

ドラムで掛け持ち出演して、生徒会に注意
されたこともありました（笑）。
最も印象的な青コンは一年の時。カシオ

ペアのコピーバンドで演奏中、突然の停電で
真っ暗になりました。すべての楽器の音が止
まりましたが、ドラムは生音でも出ますので、
そのまま叩き続けてドラムソロになり大盛り
上がり。とても印象的な青コンでしたね。

♫今に至った経緯・ターニングポイント
ドラムは中1から独学で始めました。中2
からバンド活動を始めて、高2の時にヤマハ
のバンドコンテスト「STAGE FLIGHT」にて
北海道大会2位になりました。以後、社会人
になってもバンド活動を続け、1994年から
はヤマハのドラム講師になりました。
海上自衛隊で4年半航空管制業務に就い

た後、民間の航空会社に就職し、運航管理
の仕事をしながらのドラム講師と、二足のわ
らじで音楽活動も続けていましたが、2007
年にカリンバというアフリカの民族楽器に
出会ったことで変わります。
カリンバを手にしたとき「ビビッ」と何かを

感じました。そして独学で練習・作曲し、ソロ
ライブを始めたばかりの頃、僕が最も敬愛
するミュージシャン・ハーモニカ奏者の八木
のぶお氏に「こんなカリンバ聞いたことがな
い、すごい！今度一緒にやろう！」と言われた
のをきっかけに、音楽一本で真剣に取り組
んでみようと決意したのです。
それから八木さんとは東京、函館でも一
緒にライブ活動をする間柄になりました。

14歳の頃からの憧れで、そのフレーズに何
度も涙していた素晴らしいハーモニカ奏者
八木 のぶお氏には心より感謝しています。
気が付いたら今年で八木ファン歴40年を
迎えるではありませんか！八木さんも2月で
70歳になられました。

♫今後の目標、夢。
コンサート開催や発売・配信などの予定
自分は超アナログ人間なので、今年はデジ
タル化が目標です。ホームページも作成しま
す。まだ僕のカリンバの音色を聞いたことの
ない全世界の人に発信し、YouTubeでヒット
を飛ばし（笑）、世界的に認められるカリンバ
奏者を目指します。現在Facebookしかやっ

ていないので、今後はインスタ等でも発信
していきたいと思います。
CDはこれまで、カリンバのソロアルバム

「Dream」、カリンバとギターのデュオアル
バム「s h i z u r i」をリリースしています。
Facebookでメッセージいただければ郵送
いたします。メッセージお待ちしています。
名前を検索していただくと、YouTubeで
いくつかカリンバの演奏動画が見られます
ので、どうぞご覧ください。
4月には長野、静岡、東京、神奈川、札幌

でライブツアーを開催。この他にも、コロナ
の隙を見て全国ライブに回りたいと思い
ます！青雲同窓会の皆さまにもぜひお会い
したいです。

♫ ♫♪
♪

♪
♩

♩

1
小田桐 陽一
（東高37回生）

ミュージシャン・ハーモニカ奏者の
八木 のぶお氏と。

アフリカの民族楽器 カリンバ。
形も音色も様々。

音楽関係ではない我が母校の出身者が、
どのようなキッカケで音楽の道に進まれたのか。
東高の想い出とともに語っていただきました。



【同窓生紹介】

♫現在の活動内容
歌なし、アコースティックギター１本のイン
ストルメンタル演奏「ソロギター」を主軸に、
月に一度の自主企画コンサート、各種イベン
トの出演、テレビ、ラジオ、雑誌、映画出演な
ど年間150本程度の演奏活動をしています。
京都在住、関西を中心に北は北海道から
南は九州、2018年からは台湾、シンガポール
に招致され、海外でもコンサートを開催。
アコースティックギター1本という身軽に
移動できる強みを生かして活動していまし
たが、コロナ禍のため、現在は関西圏内で
の活動が中心です。

07
06 V o l . 04  2022S e i u n  M a s s a k a r i

♫東高在学時代の想い出
東高時代はサッカー部でした。軽音部に

も顔を出していました（部員ではありません
でしたが）。一番印象に残っている思い出は
行灯行列。3年連続クラスのリーダーとして、
皆をまとめる役目でした。もともと人前に出
ることが苦手なタイプだったので、思い切っ
てリーダーを買って出たことが、今のミュー
ジシャンという職業に少なからず好影響を
及ぼしているかもしれません。

♫今に至った経緯・ターニングポイント
中学生の時にテレビで観た吉川晃司を

きっかけに音楽を聴くようになりました。高
校生でエレキベースを持ち、大学院までバン
ド活動を継続していましたが、就職と同時に
引退。その後、徹夜当たり前の熱血サラリー
マンになったけれど、28歳の時にストレスに
より十二指腸に孔が開き入院。1か月の病棟
生活にて、定年退職したばかりの方と仲良く
なりました。その方が「サラリーマン時代、い
いことなんて一つもなかった。もっと自分の
ために時間を使えばよかった」と話していた
ことが頭から離れず、自分もこのままでは同
じようになると不安がよぎり、もう一度大好
きだった音楽活動をスタート。バンドを組む

のが面倒だったので、アコースティックギター
1本で弾き語りを始めるも、なかなかうまく
歌えずに苦戦。そして32歳の時に、現在のス
タイルとなる「ソロギター」に出会い歌を諦め
（諦めるとは、明らかになるという前向きな
意味合い）、アコースティックギター1本で表
現してみようと決意。この時、10年後の42歳
にはプロになるという人生のロードマップを
作成。サラリーマンをしながらの音楽活動、
初めの3年間は毎日3時間練習するという過
酷な目標を立てて日々練習。3年後には「プ
ロになれるのでは？」という根拠なき自信が
生まれていました。そしてあっという間に10
年が過ぎ、42歳に。ロードマップでは独立で
きる程度稼げているはずだったのに、実際は
厳しい。サラリーマンを続けながらの週末
ミュージシャンのままなのかと諦めかけて
いた矢先、サラリーマンの方が急激に忙しく
なり、音楽活動がままならない状況に。ど
ちらかを選ばなくてはならない崖っぷちに
追いやられた時、家族の後押しもありアコー
スティックギター1本で自立することを決意。
それが2013年。今年で9年目となりますが、
何とか頑張っています。

♫今後の目標、夢。
コンサート開催や発売・配信などの予定
今は、この悪状況を克服し、音楽活動を
継続しようと必至です。状況が良くなったら、
再び海外でもコンサートを実施したい。そし
て、憧れの国イギリスや、以前から誘いの
あるドイツでコンサートを開きたいです。
エンタメ業界において非常に厳しい状況
は続いていますが、頑張って京都・大阪を
中心に、毎月1回程度の自主企画コンサート
を続けています。4月からはジャパン・コー
ヒー・フェスティバルのメインアーティスト
として、関西を中心に全国で演奏する予定
です。5月には6回目の映画出演が決まって
おり、現在役作りのために髪を伸ばしていま
す。また、恵庭市から7月のイベントへの出
演依頼があるので、それをきっかけに北海
道ツアーを予定しています。この2年間は北
海道ツアーを組めなかったので、今年こそは

と考えています。
CDは、2020年8月にリリースした

「Departureデパーチャー」が最新作。シン
ガポールツアー時に生まれた楽曲を中心に
作成した、晴れた日の旅行を思わす爽快感
溢れるアルバムです。2019年には、カバーア
ルバム第二弾「HorlogeオルロージュⅡ」を
リリース。クラシック、ポップス、ロック、映画
音楽、ジャズなど様々なジャンルの音楽をア
コースティックギター1本でアレンジした意
欲作です。2018年以前の楽曲は、ストリーミ
ングで聴くことができます。「ゆあさまさや」
で検索してください。
コロナ禍に入ってから動画配信サイト
YouTubeを積極的に利用した活動も行って
います。週に一度、YouTubeによる生配信
ライブを実施。今年は、毎月新曲のミュー
ジックビデオを配信する予定です。

YOUはどうしてミュージシャンに？
♫ ♫♪

♪

♪
♩

♩

2 ゆあさ まさや
（東高39回生）

函館山山頂クレモナホールにて

北海道・美瑛にて

高校時代



【同窓生紹介】

♫現在の活動内容
現在はフリーランスのヴァイオリン・ヴィ

オラ奏者として東京、神奈川を中心に活動し
ています。ジャンルも多岐にわたり、ソロ、室
内楽、オーケストラなどのクラシックはもちろ
ん、歌手のバックオーケストラ、アニメ劇伴、
ロック、ジャズなどでも演奏しています。最
近は仲間で弦楽四重奏を組み、「METS 
quar tet」としてYouTubeやライブコン
サートでの活動もしています。
カルテットでは演奏だけではなく楽曲ア
レンジや動画編集も行っており、自分たちの
ために楽譜を作り演奏を発信しています。

♫東高在学時代の想い出
中学時代は吹奏楽部だったのですが、
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高校に入ってからは音大受験に向かって
いたので部活には入らず自宅で練習三昧で
した。そのため高校での授業はだんだんと
付いて行けなくなり、結構しんどかった覚え
があります。もちろん、市立函館高校（東高）
は進学校でしたので、音大の受験での学科
試験に関しては全く問題はなかったのですが
（なんなら東高の入学試験の方がはるかに
難しかったです笑）、高校時代に毎日出され
る英語と数学の宿題と自分の音楽の勉強で
結構手一杯になった記憶があります。
学校行事は結構好きで、青雲祭（柳星祭）
も球技大会も楽しく参加しました！特に青
雲祭での行灯製作がホントに楽しくて、毎年
ノリノリで作っていました。小さい時から工
作などの物作りが大好きだったので、燃え
ましたね！結局コンテストでは一度も1位を
取れなかったのですが、ホントに楽しかった
です。そのせいか最近は一部の家具などは
DIYで作るようになってしまいました（笑）。

♫今に至った経緯・ターニングポイント
小さい頃からヴァイオリンを習っていて、

子供の習い事のレベルではありますが細々
とやっていました。自分から言い出して始め
た習い事ではあったのですが、当時は「ヴァ
イオリンが大好き！」という程ではありませ
んでした。
ですが高校生になり将来の進路を問われ
たときに、不思議と音楽家を目指したいと思
うようになっていました。前述の通り、中学
時代に吹奏楽部に入っていたのですが、それ
も心のどこかで演奏や合奏が好きだったか
らだと思います。ただ、いざ部活に入るとすぐ
に「もっとハイレベルな音楽をやりたい！」と
思うようになり、部活での演奏に物足りなさ
を感じるようになりました。「もっとカッコイイ
演奏を！」そう思うようになると、家にはヴァ
イオリンというカッコイイ楽器があるではな
いですか！そこからはヴァイオリンでの演奏
の道しか考えられなくなっていました。毎日

のようにCDをレンタルし、いろいろなヴァイ
オリニストの演奏を聴き漁りました。
高校入学後ついに音大を目指すという道
を選んだのですが、普通科しかない母校で
は専門性の高い勉強をするにはやはり大変
なことが多く、受験に必要な勉強はほとんど
学外で身に着けていましたし、学校での音楽
の授業は当然ながらほぼ役に立ちませんで
した。先生方にもたくさんご面倒をおかけし
てしまったのかな、と思います。（基本の勉強
もついていけませんでしたし…笑）。
そんな僕の一番大きな出来事は、やはり
大学4年生の時にPMF（パシフィック・ミュー
ジック・フェスティバル）に参加できたことで
す。PMFは毎年札幌を中心に開催されてい
る教育音楽祭で、アメリカの「タングルウッド
音楽祭」、ドイツの「シュレスヴィヒ＝ホルシュ

タイン音楽祭」とともに、世界三大教育音楽
祭のひとつに数えられています。オーディ
ションで選ばれた約120人の若手音楽家
が世界中から集結、そのうち日本人参加者は
約20人ほどでした。しかもその日本人参加者
も半分以上が留学先からの参加という状
態。それまで大学でしか活動してなかった
僕からするとあまりのレベルの高さに自分が
その場にいることに疑問を持つほどでした。
ですが、そこでの出会いが大学卒業後の
ベルリン留学につながり、プロになりたいと
いう気持ちを強く前進させました。
大学卒業後のベルリン留学では毎週の
ようにコンサートに通い、素晴らしい音楽を
湯水のように浴びる日々でした。学校に通う
だけでは絶対に得ることができない芸術の
世界。僕の人生の宝物のような経験です。

♫今後の目標、夢。
コンサート開催や発売・配信などの予定
今後の目標としましては、いま組んでる
METS quartetの活動をもっと広げたい
な！と考えています。とは言え現状は新型コ
ロナウイルスの影響を多大に受けており、コ
ンサートやライブなどはなかなか行えない
状態が続いています。YouTubeの方は細々
とやっていますので、ご視聴や、「この曲を弦
楽四重奏でやってほしい！」などのコメントを
お待ちしています！我々も基本はクラシック
の人間で、流行に疎いのです。。。
YouTubeで「MET Squartet」をぜひ検索
してください♪
それと近い将来、自分の音楽教室なども

持てたらいいな、と考えています。音楽の楽
しさをより多くの人と共有したい。もっといろ
んな人たちと音楽のお話をしたい。音楽家
としての夢はやはりそれに尽きるのではな
いでしょうか。
オーケストラでの活動も多方面に出演して

いますので、お見掛けの際はぜひお声かけ
くだされば嬉しいです！

YOUはどうしてミュージシャンに？
♫ ♫♪

♪

♪
♩

♩3
阿保 樹

（市立函館高2回生）

球技大会（3年生） PMF参加（大学4年生）



【イベント報告】

【同期会報告】

関東青雲同窓会
副会長　
宮川 博昌
（東高34回生）

東京青雲10期の会
幹事長　
小林 渡洋雄
（東高10回生）

東京青雲10期の会
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東京都の第4次の緊急事態宣言が10月1日から解除
されたのを受け、木島会長の提案で10月6日に役員6名
が集まり、今年の同期会を如何するか話し合いました。
この時点では東京都の一日の新規感染者は、減少しつ
つあるとは言えまだ150人前後。打ち合せの当初は、ま
だ開催するのは時期尚早で来年春まで待とうと言う意
見もありました。我 1々0期同期生は昭和16～17年生ま
れで、昨年から傘寿の年（数えで80才）に当たります。
傘寿の記念品の作成から当日のアトラクション等、従来
以上に盛り上げて同期会を実施しようと2019年から準

備していました。然し2020年2月から始まったコロナ禍
のため、同期会は2020年の4月、9月、2021年の4月と
延期せざるを得ませんでした。今年実施出来なければ
傘寿のお祝いが出来ないという事、2年半以上会って
いない仲間と早く会いたいという事、2回ワクチン接種
率が60%を越え、しばらくは感染者数も低位安定状態
が続くだろうという事等から、最後は全員一致で11月
18日に思い切って実施することに決まりました。
会場は新しく探した有楽町駅前の海鮮居酒屋「トロ

政」。通常の年では35名前後は集まるのですが、やはり
コロナを警戒してか一部の常連が欠席となり、今回の出
席者は20名。14：00に木島会長の挨拶から会は始ま
り、新鮮なマグロ料理を賞味しながら久し振りの同期生
との交歓を楽しみました。この会は現在の朝倉顧問が、
初代会長として1980年に秋葉原で旗揚げして以来ほ
ぼ毎年開催しており、約40年間続けてきた事になりま
す。朝倉顧問からは発足当時の想い出から現在に至る
までの感慨深い話が。その後は函館からの参加者含め
各人の興味深い近況報告。最後に全員で記念写真を撮
影し、来年の再会を約束してお開きとなりました。同窓
会からの補助金も有効に活用させていただきました。
コロナが終息し、以前の正常な状態に一刻も早く戻る

ことを祈念しています。

2021年（令和3年）11月18日

《年末恒例・ゴルフ会》

34回生が幹事期を迎える時に同期だけで始まった
年末ゴルフ会。2020年に初めて後輩を交え、そして今回
は先輩にもご参加いただいての開催となりました。
まさか、こんなにゴルフにハマってしまうとは。1年前

の当会からゴルフを始めて、思いっきり楽しんでいます。
『朝早く起きて遠くのゴルフ場まで行くなんて、絶対に
イヤ』なはずでしたが、同期の皆や後輩たちとワイワイ
やりながらのゴルフは自分に合っていたようで、1年間
せっせと練習に励んでこの日を迎えました。ゴルフを
始めたら五十肩も軽くなりました。（これホント）
今回のゴルフ場は同期が勤める会社の関連施設なの
で、ご厚意でグループ用の個室が用意されていて、スター
ト時間までゆっくりできます。この1年は松山英樹プロの
メジャー優勝や稲見萌寧プロの銀メダルもあって、ゴル
フ場はどこも老若男女問わず想像以上に賑わっていま
すので、個室は助かります。皆も、ゴルフは屋外スポーツ
で密にもなりにくいので結構やっているとのこと。（特に
青嶋君は年間70回くらい行ってるそうでビックリ！）
全員で記念の写真を撮り、さあいよいよ1年間楽しみ
にしていたゴルフのスタートです。今回はスコア以外に
『ニアピン』を競い合いましたが、なんと5回中4回を同

組の後輩二人が獲得。私は目の前でその瞬間を見せつ
けられた訳ですが、ホントに上手いもんです。（グリーン
上に球がピタッと止まる瞬間がなんとも堪りません）
やはり自分には経験が足りないなぁと痛感し、次回こそ
はと心に誓うのでした。
残念ながら今回、レストランでは「黙食」、終了後の

お風呂も「黙浴」だったので全員の交流があまり出来ませ
んでした。次回はもっとワイワイと楽しみたいものです。
ちなみに順位ですが、優勝は北村先輩でブービーメー
カーが私！（くそっ、なんて日だ）
あれだけ待ち遠しかったゴルフなのにアッという間に
解散です。皆さん、また来年会いましょう。
尚、青嶋君は次の日もゴルフ場へ行ったとさ（笑）！

2021年（令和3年）12月29日

東京都昭島市【昭和の森ゴルフコース】
①宮川 博昌（34回生）山形 裕之（35回生）青嶋 宏（35回生）
②袴田 隆雄（34回生）佐藤 則之（34回生）中江 麻子（34回生）
③北村 雅樹（33回生）霞 修治（33回生）土肥 健作（34回生）

後列左から　吉田 稠、村井 国治、島田 嘉紘、古谷 桂子、青葉 澄夫、飯田 治平、菊谷 攻、野口 紘一、中野 文子、藤井 英司
前列左から　小林 渡洋雄、伊関 直美、比留川 節子、梶原 佑幸、木島 三樹男、朝倉 敏夫、中根 俊邦、野口 良子、廣川 勝代、金柿 陽子 以上20名
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函館〈味〉特集

「見てって、買ってってけれ！北海道函館
物産展」なんて魅惑的なコピー。令和3年
12月9日～12日、大宮駅から徒歩1分、東
日本の各地域が交流するプラットホーム
「まるまるひがしにほん」にて開催された
物産展は4回目を迎えたそう。
同展では、
●函館市入舟沖で漁獲した鮮魚
を新幹線で当日中に輸送し販売
●加工魚介品の販売
●はこだて焼きピロシキ実演販売
など企画が満載。中でも目を引いたのは
若き漁師グループ「はこだてフィッシャー
マンズ」発起人の漁師熊木さんと水産加

工業福田社長とのライブコマースです。
ヒラメやアイナメ、カレイの刺身、生アワ
ビ、アカザラガイのむき身、カレイの煮付
け、イワシのフライなどが並ぶケース前の
モニターから懐かしい函館弁の声かけで
「今日のおすすめはエゾアワビ、あかざら

貝だよ」「あかざらはホタテと同じよ
うに食べるといいよ」「刺身は昆布
締めにしても美味しいよ」刺身は
マグロもあったが「マグロ美味い
よ～、あ、マグロは僕とったんじゃ

ないけどね（笑）」。笑顔のお二人とのやり
とりに来店客もとても楽しそうでした。
もう一つの目玉は道外初出店だという

「まるたま小屋」。実演販売の焼きピロシ

キは残念ながらなかったものの、アジカと
いうコーカサス地方のスパイス調味料を、
日本人の口に合うように作ったまるたま
小屋オリジナル“アジカみそ”に漬けたチ
キンの｢アジカチキン丼｣を堪能しました。
この他、ボルシチなどのロシア料理も販
売。函館ではカチューシャというお店によ
く食べに行ったことを思い出しました。
そのほか定番お菓子類や海産物、厚沢

部で作られている焼酎など、懐かしさに
加え挑戦し続ける地元産業にますます
応援する気持ちが増大！新幹線がつな
ぐ、遠き故郷の距離をぐっと縮めてく
れるイベントでした。次の函館物産展も
とても楽しみです。

函館物産展レポート

【作り方】
1　鍋に水と昆布を入れておく。
2　別の鍋でくじら3mm程に
スライスしたものを茹で、塩分
と臭みを抜く。

3　大根、人参は5cm位の拍子切り、
ごぼうはささがきか細い千切り、椎茸は
薄切り、キャベツは乱切り、豆腐は出汁を
吸い込むように崩す。なるとはあってもな
くても可。糸蒟蒻は茹でた後3cm位に。
4　出汁入りの鍋にキャベツ以外の材料
を入れて、ひたひたの水と調味料で味を
調節し、最後に臭み消しでキャベツを入

れて煮る。（山菜だとハイクオリティ）
5　途中アクを取って、くじらが柔らかく
なり煮しまったらできあがり。少し置いて
馴染ませると美味しさアップ！材料が塩
分を吸うので、食べる前に好みの濃さに
調節してください。
朝晩火入れすればかなり持ちます。
美味しく召し上がれ～！

函館メニューでおうちごはん
「うちのくじら汁」

【材料】
●くじらの脂身 ●大根 ●人参 ●ごぼう 
●椎茸（または干椎茸）●糸蒟蒻 
●木綿豆腐 ●なると ●昆布（出汁用）
●キャベツ（または山菜）●醤油 ●麺つゆ 
●酒 ●加減で塩、ミリン等

濵野 珠江
（東高35回生）

塩越 佳奈
（東高35回生）

ライブコマース まるたま小屋

アジカチキ
ン丼



15
14 V o l . 04  2022S e i u n  M a s s a k a r i

第38回総会で、議案として提示する予定でした前期収支決算報告ならびに今期予算案です。先般ご案内しましたとおり、
新型コロナの影響で開催が出来なかったため、本誌に掲載いたしました。令和5年開催予定の総会での承認を予定しています。

令和4年　5月28日

右記の通りご報告いたします。
会計幹事 加茂　千恵子

右記の報告に相違ない事を認めます。
監査役 上村　剛

（単位：円）

第37期 収支決算報告書
自：令和3年4月 1日
至：令和4年3月31日

令和4年　5月28日

右記の通りご提案いたします。
会計幹事 加茂　千恵子

（単位：円）

第38期 収支予算書（案）
自：令和4年4月 1日
至：令和5年3月31日

※第38期 収支予算書（案）には、会員情報管理に関する費用を新たに計上しております。
※年会費前受預り残金：会則第22条第2項及び第3項等により複数年の年会費を納入頂いた場合は、当年度分以降の会費に充当する金額を預り金として計上し、当該年度の会計に繰入れをしています。
※支部費前受預り残金：青雲同窓会本部より本支部間の交流費用として拠出されており、必要によって本会計へ繰入れを行っています。

支部費前受預り残金 700,000
（年会費前受預り残金） 692,700 （年会費前受預り残金） 1,035,600

合計 2,219,794 合計 2,219,794
次期繰越金 1,437,020

雑収入 0 年会費前受預り金 342,900
寄付金 0 諸雑費 1,726
ご祝儀 0
広告費 85,000 会報発行費 117,030

総会等行事会費 0 総会等行事開催費 10,240

備品・事務用品費 5,995
支部費 0 広告・交際費 40,119

年会費前受預り金 342,900 諸会費
年会費（前受分） 217,500 通信・交通費 211,011
年会費（当年分） 215,100 運営費 53,753
前期繰越金 1,359,294

収入の部 支出の部
項目 金額 項目 金額

支部費前受預り残金 700,000
（年会費前受預り残金） 804,200 （年会費前受預り残金） 954,200

合計 3,168,420 合計 3,168,420
次期繰越金 1,163,420

雑収入 0 年会費前受預り金 150,000
諸雑費 5,000

広告費等 300,000 会報発行費 350,000

総会等行事会費 800,000 総会等行事開催費 800,000

備品・事務用品費 50,000
支部費 0 広告・交際費 150,000

年会費前受預り金 150,000 諸会費
年会費（前受分） 231,400 通信・交通費 300,000

50,000

年会費（当年分） 250,000 運営費 150,000
前期繰越金 1,437,020

収入の部 支出の部
項目 金額 項目 金額



※ホームページ「事務局からのお知らせ」更新回数：11回
※facebook投稿回数：16回   ※Instagram投稿回数：17回
※東京臥牛会：東高・中部・西高・函商・函工の会長および幹事長（または副会長）による情報交換会

年月日 活動内容
2021年

2022年

4月
4月
5月
5月
7月
9月
9月
10月
11月
12月
12月
1月
3月
3月
3月

三役会、北村会計幹事（リモート開催）
役員会：10名（リモート開催）
関東せいうん16号発行
役員会：10名（リモート開催）
役員会：10名（リモート開催）
三役会
役員会：9名（リモート開催）
三役会
役員会：10名（リモート開催）
新年会中止のご案内
役員会・会報編集会議：8名（リモート開催）
役員会・会報編集会議：8名（リモート開催）
第38回総会中止のご案内
役員会・会報編集会議：10名（リモート開催）
役員会・8名（リモート開催）

17日（土）
24日（土）
8日（土）
29日（土）
10日（土）
18日（土）
25日（土）
16日（土）
13日（土）
6日（月）
18日（土）
29日（土）
1日（火）
12日（土）
19日（土）

＊中止になった活動
2021年

2022年

4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月

1月
2月
3月

第7回東京臥牛会ゴルフコンペ
第37回関東青雲同窓会総会・懇親会
関西青雲同窓会総会・懇親会
東京函商同窓会総会・同窓会
青雲同窓会総会・懇親会
青雲同窓会札幌支部総会・懇親会
青雲BBQ神宮大会
函館工業高校同窓会関東支部総会・懇親会
東海青雲同窓会総会・懇親会
函館中部高校白楊ヶ丘同窓会東京支部総会・懇親会（リモートにて開催）
第9回中村杯ゴルフコンペ
関東青雲同窓会新年会
東京臥牛会（幹事校：関東青雲同窓会）延期
花見

■発行日：令和4年（2022年）5月28日　
■発行責任者：幹事長　土肥 健作　
■事務局：〒106-0045　
　　　　　東京都港区麻布十番1-7-8 宮下ビル402号
■事務局携帯電話：090-4429-6060  
■事務局FAX：03-6804-5085　
■事務局メール：kantouseiun@gmail.com

当会のWebサイトでは、
過去の総会や新年会、

同期会など様 な々活動報告を
掲載しています。

https://www.kantouseiun.com

https://m.facebook.com/kantou.seiun/

Facebookページも
公開中です！

2021年度 年次活動報告 2021年4月1日～2022年3月31日




