
2022 年 10 月 8 日 

 

第 52回東京鶴翔同窓会実行委員会（第 7回） 

 

日 時：10月 8日(土) 10時 00分～12時 00分（開場 9：00） 

      

場 所：中央区堀留区民会館（日本橋健康保険センター3階）1、2号室 

+ZOOMオンライン  

    

＜ 次 第 ＞ 

１．開 会 

 

２．坂田会長挨拶 

 

３．第 52回実行委員長 江部信夫 挨拶 

 

４．議 題  

  ・実行委員会事務局より 

   暫定予算案／ホームページでのハガキ公開について 

・会報部会より進捗状況の説明 

 タイムスケジュール、シナリオ等 

 その他確認事項 

 

５．その他 

  最終第 8回の会議 

11月 5日（土）10時～12時 

京橋 東京スクエアガーデン 6階 

「中央区立環境情報センター」第 2研修室 

+ZOOMオンライン  

   

６．閉 会 

以上 
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■第52回実行委員会/第7回　　出席簿 2022年 10月8日 （土）

△＝オンライン参加　　2022/10/7　15：00pm現在

実行委員 卒年・回 氏名 出席○ 役  員 卒年・回 氏名 出席○

83回 51年83回 江部信夫 〇  会長 42年74回 坂田敬一 〇

51年83回 佐藤雄喜 〇  副会長 45年77回 梅津準士

51年83回 菅原陽一 〇 同 53年85回 大泉　正 〇

51年83回 田辺礼士 〇  顧問 37年69回 菅　　徹

51年83回 渡邊春信 △

51年83回 奥山宏子 ○

51年83回 斎藤和春

51年83回 山本園子 ○  常任幹事 38年70回 長江和子

51年83回 佐藤茂吉 ○ 47年79回 加藤孝幸 ×

51年83回 中村貴 48年80回 坂田俊次 ×

51年83回 冨塚郁夫 49年81回 菅井順朗 ○

50年82回 今野りつ ○

93回 61年93回 五十嵐竹男 △

61年93回 大島成希 〇

61年93回 五十嵐安紀 △  ゲスト参加 52年84回 鈴木良清 ○

61年93回 檜山拓也 〇 52年84回 三木美智 ○

61年93回 本間善幸

61年93回 鎌田理恵 〇

61年93回 難波　敦

61年93回 佐藤　厚 〇  事務局長 43年75回 岡部次樹 〇

 事務局次長 45年77回 杉山恵子 〇

 事務局次長 48年80回 伊藤美津子 〇

73回 41年73回 栗本　浩 △  事務局次長 49年81回 石川康博 △

41年73回 髙嶋勝平 〇△ ＨＰ管理者 48年80回 浦嶋貞一

41年73回 五十嵐丕（ﾊｼﾞﾒ） △  会報編集 51年83回 佐藤雄喜
実行委員
カウント

計 17 名 計 10 名

計 27名

2



第52回東京鶴翔同窓会袋詰め内容一覧 2022.10.4

No 品名 数量 提供先(発送元) 備　考 搬入

1 手提げ袋 250 鶴岡市役所 宅配便(3) 前日 9/1鶴岡事務所伊藤所長250部OK貰っている。9/28江部さん再依頼

2 Cradle 250 (株)出羽庄内地域デザイン 小林社長様(宅配便(2) 前日 9/27メールで250部OK貰っています。

3 鶴翔進路ニュース 250 鶴岡南高校 岡部事務局長　宅配便 前日 岡部事務局長　依頼してもらえる　確認9/26

4 田川地区の県立高校再編整備計画 250 鶴岡南高校 岡部事務局長(宅配便) 前日 岡部事務局長　依頼してもらえる　確認9/26

5 古鏡(1本) 300 木村屋 会場部手配(宅配便） 前日 会場部手配　9/28木村屋さん300個からOK貰っています。

6 今も殿が暮らすまち　［城下町鶴岡・湊町酒田］ 250 鶴岡市役所 宅配便 前日

7 ふるさと納税　返礼品カタログ(令和４年版) 250 鶴岡市役所 宅配便 前日 9/1鶴岡事務所伊藤所長250部OK

8 ３つの日本遺産のまち　鶴岡市 250 鶴岡市役所 宅配便 前日

9 鶴岡 酒田の古地図風　（一枚もの） 250 鶴岡市役所 宅配便 前日

10 酒井家庄内入部４００年（15cm角）（要検討） 250 鶴岡市役所 宅配便 前日

11 また訪れたい街　つるおか　（要検討） 250 鶴岡市役所 宅配便 前日

12 ショウナイズカン　(検討中) 250 ヤマガタデザイン(株） 宅配便 前日 乗り気でない。石川さんに9/27検討依頼済。役員会で検討してもらっている

13 出席者名簿 250 佐藤雄喜さん 当日 佐藤雄喜さん　依頼済

※ 来賓用は上記○○品に下記1品

来賓用お土産 21 木村屋 会場部手配(宅配便) 前日 会場部手配　9/28木村屋さんからOK貰っています。

※

鶴岡市役所　総務部総務課　阿部課長 abe-to@city.tsuroka.yamagata.jp 0235-25-2111(内線312)

鶴岡市役所　東京事務所　伊藤所長 itou@city.tsuruoka.yamagata.jp 03-5696-6821

ヤマガタデザイン㈱　藤原さん shonaizukan@yamagata-design.com 0235-26-9107

(株)出羽庄内地域デザイン　五十嵐さん info@cradle-ds.jp 0235-64-0888

有限会社　木村屋　吉野社長 kimuraya@kimuraya.co.jp 0235-22-4531（工場4530）

来賓用のお土産は袋には詰めず、袋に入れ来賓の椅子の上に置く。
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第52回　東京鶴翔同窓会　総会・親睦会　式次第（案）

2022.11.12(土）

於：アートホテル日暮里ラングウッド

12:00 総会

1．開会宣言

2.. 開会の辞

3．東京鶴翔同窓会会長挨拶

4．会務報告

5．来賓挨拶

6．来賓挨拶

7．来賓挨拶・乾杯

12:40 懇親会

8．歓談

イベント

①鎌田邦裕　フルート演奏ライブ　　

②中高一貫校の特集　　　　　　　　（スライドショー）

③年長者の紹介と一言挨拶（上位2名）

④野々村千子　歌唱（ライブ）　　　　

⑤月山登山奮闘記　　　　　　　　　（スライドショー）

⑥三原先生　ドローン空撮　　　　　（スライドショー）

⑦酒井家庄内入部400年記念映像＊鶴岡市進藤さん待ち（スクリーン投影）

⑧鶴の舞・校歌、応援歌　黙唱（山河の姿、鳳嶺月峰）

14:35 実行委員挨拶

次年度実行委員紹介

閉会宣言　

14:45 閉会
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11/12　当日タイムスケジュール表（案）　来賓控室9:00～使用可、受付開始11:00、総会12:00～12:30、懇親会12:30～15:00(ドリンクラスト14:30）、最終撤収15:15

時刻 所要時間 式次第 出演者・イベント 備考 加藤 大嶋 本間 檜山 佐(雄) 江部 菅原 田辺 中村 渡邊 五十(安)奥山 山本 齋藤(和）五十(竹)93回1 93回2 18名

9:00 25分 実行委員集合（２Ｆ控室）各役割最終確認 坂田会長、江部実行委員長挨拶 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

会場部　菅原挨拶（指示・注意事項連絡）

受付手順説明（奥山） 9:25終了

9:30 90分 準備

土産品と配布物の袋詰め(２Ｆ控室）→ロビー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

名札作成（２Ｆロビー）→控室 〇 〇 〇 〇 〇 〇

会場設営（酒検品、各テーブル配置含む） 本間、檜山 〇 〇 〇 〇

イベント＆ソングリハーサル 加藤、大嶋（メインＭＣ：93回） リハ

受付担当配置、受付再度手順確認・案内誘導配置確認 受付担当責任者：奥山 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

役員・実行委員スタッフ受付 ＊全員会費は必ず1000円札で支払　～10:45まで

案内誘導（日暮里駅東口・南口各１、コンビニ前１、入口１） 若年同窓生4名○○、○○、○○、○○（10:30～） 12:30終了

＊案内誘導板事前4枚作成必要 ↑岡部さんに駒込学生を依頼しているが厳しそう

会場内案内誘導

11:00 30分 一般受付開始 奥山､阿部（由）､山本（園）､佐藤（厚）､五十嵐(安)､田辺､五十嵐(竹)､中村（12:00～2名） 12:30終了

来賓・招待受付対応 江部実行委員長、岡部事務局長、役員

＊受付・出納責任者：奥山・山本

11:30 30分 入場開始

オープニングミュージック（11:50終了） 加藤、大嶋（メインＭＣ：93回）

お知らせアナウンス 加藤、大嶋（メインＭＣ：93回）

来賓入場　　　来賓紹介　　　来賓紹介（5分） 加藤、大嶋（メインＭＣ：93回） 5分

12:00 40分 総会

1．開会宣言（1分） 加藤、大嶋（メインＭＣ：93回） 1分

2．開会の辞（3分） 江部実行委員長 3分

3．東京鶴翔同窓会会長挨拶（7分） 東京鶴翔同窓会会長　坂田敬一 7分

4．会務報告（7分） 岡部事務局長 7分

5．来賓挨拶（7分） 鶴岡市長（代理）→確認要 7分

6．来賓挨拶（7分） 鶴南校長（代理）→確認要 7分

7．来賓挨拶・乾杯（7分） 鶴翔同窓会会長：齋藤正志→要確認 7分

12:40 懇親会（120＋30分） 12:40終了

8．歓談

5分 タペストリーの紹介、酒類の紹介 加藤、大嶋（メインＭＣ：93回） 5分

イベント開始

20分 ① 鎌田邦裕　フルート演奏ライブ　　（ライブ画像をスクリーン投影） ←カメラを考える（画像接続） 20分

10分 ② 中高一貫校の特集　　　　　　　　（スライドショースクリーン投影） 10分

5分 ③ 年長者の紹介と一言挨拶（上位2名） 当日挨拶のお願いをする 5分

20分 ④ 門脇千子　歌唱（ライブ）　　　　（ライブ画像をスクリーン投影） ←カメラを考える（画像接続） 20分

20分 ⑤ 歓談　～20人位ずつ写真撮影 20分

10分 ⑥ 三原先生　ドローン空撮　　　　　（スライドショースクリーン投影） 10分

10分 ⑦ 酒井家庄内入部400年記念映像＊鶴岡市進藤さん待ち（スクリーン投影） 15分

15分 ⑧ 鶴の舞・校歌、応援歌　黙唱（山河の姿、鳳嶺月峰） 大泉、菅原（司）、田辺（礼） 15分

小計110分 14:30終了

5分 実行委員挨拶 大嶋副実行委員長、実行委員可能な人は全員登壇 5分 着座

4分 次年度実行委員紹介 次年度実行委員長挨拶、実行委員登壇 4分

1分 閉会宣言　（＊2次会の案内→各年次で行う） 加藤、大嶋（メインＭＣ：93回） 1分

小計10分 14:40終了

15:00 閉会 実行委員帰路案内整理係 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

実行委員2次会会場誘導係（紹介済2次会場要MAP）

＊MAP事前作成用意

会場撤去 〇 〇 〇 〇 〇

15:15 最終退去 撤去完了

統括・世話役・会計 〇 〇 〇 ◎

会　　場　　部 実　　行　　委　　員

場内

巡回

・場

内点

検・

PA確

認・

場外

点検

フ
ロ

ア
デ

ィ
レ

ク
タ

ー

ポイ

ント

巡回

着座

佐(茂)

〇

〇

登壇

ＭＣ

　

タ

イ

ム

キ

ー

パ

ー

映像・音声・イベント

スタ

ンバ

イ

演奏

待機

準備

演奏

スラ

イド

ショ

ー

二次

会案

内

放送・映像機器準備

加藤は名札ヘルプ、大嶋は会場設営もヘ

ルプ

ＭＣ準備

ＭＣ
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11/12　当日タイムスケジュール表（案）　来賓控室9:00～使用可、受付開始11:00、総会12:00～12:30、懇親会12:30～15:00(ドリンクラスト14:30）、最終撤収15:15

MC台本　青色：大嶋　ピンク色：鎌田

時刻 所要時間 式次第 出演者・イベント スクリーン 備考

9:00 25分 実行委員集合（２Ｆ控室）各役割最終確認 坂田会長、江部実行委員長挨拶

会場部　菅原挨拶（指示・注意事項連絡）

受付手順説明（奥山） 9:25終了

9:30 90分 準備

土産品と配布物の袋詰め(２Ｆ控室）

名札作成（２Ｆロビー）

会場設営（酒検品、各テーブル配置含む） 本間、檜山

イベント＆ソングリハーサル 加藤、大嶋（メインＭＣ：93回）

受付担当配置、受付再度手順確認・案内誘導配置確認 受付担当責任者：奥山

役員・実行委員スタッフ受付 ＊全員会費は必ず1000円札で支払　～10:45まで

案内誘導（日暮里駅東口・南口各１、コンビニ前１、入口１） 若年同窓生4名○○、○○、○○、○○（10:30～） 12:30終了

＊案内誘導板事前4枚作成必要 ↑岡部さんに駒込学生を依頼しているが厳しそう

会場内案内誘導

11:00 30分 一般受付開始 奥山､○○､山本､○○､五十嵐(安)､田辺､五十嵐(竹)､中村（12:00～2名） 12:30終了

来賓・招待受付対応 江部実行委員長、岡部事務局長、役員

＊受付・出納責任者：奥山・山本

11:30 30分 入場開始 会場レイアウト図

いよいよ今年の東京鶴翔同窓会が開始されようとしています 月山登山奮闘記

この2年コロナ禍で皆で集まる機会もすっかり減っていしまいました。 を頃合いを見て流す

本日は、従来の立食形式から、衝立の有る着座形式に変え感染対策を施しております。

本日はマスク着用、入り口での検温、手指消毒にご協力いただき有難うございます。

11:35 オープニングミュージック（11:50終了） 鎌田、大嶋（メインＭＣ：93回） 会場レイアウト図

今年は同窓生の皆様のテーブルが全て指定席となっております 鶴岡の写真

ご自分の名札を確認いただき、指定の席にご着席頂けますようお願い致します。 （用意する）

11:55 お知らせアナウンス 鎌田、大嶋（メインＭＣ：93回）

お知らせします。受付をまだお済でない方は開会までにお済ませ下さい。

11:56 これよりご来賓の皆様を、紹介させていただきます。

（ステージ・来賓席以外照明を少し落とす）

来賓入場　　　来賓紹介　　　来賓紹介（5分） 落ち着いた低い口調で ご来賓の紹介 5分

スライド毎に入場します

①○○　○○様～④○○　○○様

①鶴翔同窓会〇会長　○○　○○（ひらがなで）様 （4名）

②山形県立鶴岡南高等学校　○○　○○　○○（ひらがなで）様

③鶴岡市からは鶴岡市長○○として　○○　○○（ひらがなで）様

④首都圏鶴岡会　理事　○○　○○（ひらがなで）様、同じく理事○○　○○(ひらがなで）様

⑤○○　○○様～⑥○○　○○様

⑤山形県立鶴岡工業高等学校　城畔同窓会（じょうはんどうそうかい）関東総支部 （4名）

支部長　○○　○○（ひらがなで）様、並びに副支部長○○　○○（ひらがなで）様

⑥山形県立鶴岡北高等学校　如松同窓会（じょしょうどうそうかい）東京支部

〇支部長○○　○○（ひらがなで）様、並びに常任幹事○○　○○（ひらがなで）様

⑦○○　○○様～⑧○○　○○様

⑦山形県立鶴岡中央高等学校　黎明同窓会（れいめいどうそうかい）関東支部 （4名）

支部長○○　○○（ひらがなで）様、並びに幹事○○　○○（ひらがなで）様

⑧山形県立酒田東高等学校　東京亀城会（とうきょう　きじょうかい）

〇会長○○　○○（ひらがなで）様、並びに事務局○長○○　○○（ひらがなで）様

⑨○○　○○様～⑩○○　○○様

⑨山形県立酒田光陵高等学校　東京同窓会　紫紺会（しこんかい） （4名）

会長○○　○○（ひらがなで）様、並びに事務局長○○　○○（ひらがなで）様

⑩国立鶴岡工業高等専門学校　峰友会（ほうゆうかい）関東支部

〇会長○○　○○（ひらがなで）様、並びに○会長○○　○○（ひらがなで）様

⑪○○　○○様～⑫○○　○○様

⑪公益財団法人　やまがた育英会　事務長　○○　○○（ひらがなで）様 （3名）

⑫株式会社　荘内日報社　代表取締役社長　○○　○○（ひらがなで）様

おなじく荘内日報社　東京支局長　○○　○○（ひらがなで）様

以上、ご来賓のご紹介を申し上げました。

本日の式次第は、ご覧の通り予定しています 式次第

12:00 40分 総会

1．開会宣言（1分） 鎌田、大嶋（メインＭＣ：93回） 開会宣言 1分

御来場の皆様、大変お待たせしました。ただいまより、第52回東京鶴翔同窓会「

「はやぐあいでの～！んだの～！」を開催いたします。

本日、司会を務めます、昭和61年卒　鎌田　理恵　と同じく昭和61年卒大嶋　成樹　と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。（二人で）

では、はじめに、開会の辞を第52回実行委員長　江部　信夫（えべ　のぶお）より　申し上げます。

12:01 2．開会の辞（3分） 江部実行委員長 開会の辞 3分

続きまして、東京鶴翔同窓会　会長　坂田　敬一（さかた　けいいち）より、ご挨拶申し上げます。

12:04 3．東京鶴翔同窓会会長挨拶（7分） 東京鶴翔同窓会会長　坂田敬一 坂田　敬一 7分

有難うございます。　続きまして、会務報告にうつります。

東京鶴翔同窓会事務局長　岡部　次樹（おかべ　つぐき）より、ご報告申し上げます。

12:11 4．会務報告（7分） 岡部事務局長 決算資料？ 7分

有難うございます。　

先ほどもご紹介しましたように、本日は多数のご来賓の方々の臨席を賜ってございます。

ここで、ご来賓を代表いたしまして、鶴岡南高等学校　○○　○○　○○（ひらがなで）様より、

ご挨拶をお願い致します。

12:18 5．来賓挨拶（7分） 鶴岡校長（代理）→確認要 ○○　教頭　様 7分
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○○先生有難うございました。同じくご来賓を代表致しまして

鶴岡市市長代理　鶴岡市東京事務所　○○　○○　○○（ひらがなで）様より

ご挨拶をお願い致します。

12:25 6．来賓挨拶（7分） 鶴南市長（代理）→確認要 ○○　○○　様 7分

○○様、有難うございました。それでは、鶴翔同窓会〇会長　○○　○○（ひらがなで）様に

ご挨拶と乾杯のご発声をお願いいたします。

12:32 7．来賓挨拶・乾杯（7分） 鶴翔同窓会会長：齋藤正志→要確認 ○○　○○　様 7分

「かんぱーい！」の唱和と同時に会報表紙の写真（月山山頂画）を投影（大きく効果音を入れる）

ＭＣは大きな声で発声 同時に、スクリーン暗、会場明に照明切替

12:39 ○○　〇会長様、有難うございました。

んだばや、こっからは、ゆっくりど、友達がだ、先輩がだ、後輩がだと

もうしわげねどもマスクしで、しゃべってくれ～

たべらぃるものも、酒もたっぷりあっさげやー！

12:40 懇親会（120＋30分） 12:40終了

8．歓談

12:43 5分 ・タペストリーの紹介 加藤、大嶋（メインＭＣ：93回） ご歓談下さい 5分

本日、会場の側面に掲示されておりますタペストリーは、鶴岡市観光課のご厚意により

お借りしてきました。

本日の同窓会も鶴岡市並びに鶴岡市東京事務所様には並々ならぬご協力を賜り、

こうして開催することが出来ております。真に有難うございました。

・酒類の紹介 ご歓談下さい

会場には庄内の地酒をご用意いたしております。

日本酒は、栄光富士、竹の露、大山、鯉川の〇銘柄、他に楯の川の○○リキュールを

ご用意いたしました。。さらに出羽三山神社様より、ご神酒2升もいただいております。

どうも有難うございました。

また、本日皆様にお配りしました手提げ袋には、「古鏡」が1本ずつお土産として

お入れしております。こちらは木村屋社長　昭和49年卒81回生の吉野隆一（よしの　りゅういち）様

のご厚意によりご提供いただきました。どうもありがとうございました。

12:48 20分 まずイベントの最初は平成23年卒119回生鎌田邦裕さんのフルート演奏です 鎌田邦裕プロフィール

鶴岡南高等学校卒業後、京都市立芸術大学音楽学部を卒業され、同大学大学院音楽研究科を終了されました。 （製作する）

9/17荘内日報　第91回日本音楽コンクール（毎日新聞社、NHK主催）のフルート部門（全191人参加）で

第3次予選を通過し、10/26日の本選進出の5人に選ばれ、見事第〇位となられました。

また初のCD「Fleeting　Ｗater　Ｓpirit～儚き水の精～」がリリースされ

HP、ONLINEショップで好評販売中です。本日は特別本会場のロビーにて販売しております。

是非、皆さんお買い求めください。

本日は、天使が舞うような清らかな音色に酔いしれて下さい。

では鎌田様宜しくお願いします。

（鎌田さんにお任せ）

20分 鎌田邦裕　フルート演奏ライブ　　（ライブ画像をスクリーン投影） ←カメラを考える（画像接続） ライブ映像 20分

鎌田様有難うございました。今一度皆様拍手をお願い致します。

13:08 10分 さて、皆様　鶴南が中高一貫校になることを御存じでしょうか？ 中巻一貫校のスライド

令和6年（2024年）4月に鶴岡北高等学校と一緒になるとともに、県立中学校が併設され、 ショー

中高一貫校として生まれ変わるため、72年間続いた校名は幕を閉じることになります。

新校名は2022年6月公募し、9月30日に発表され致道館中高一貫校となると公表されました。

生徒数、中学校99名、高等学校　普通科　200名　理数科　80名

新校舎は令和5年（2023年）工事着工　高等学校は現在の南高、中学校は現在の鶴北に建設

制服は写真のように今年度から南高、北高の1年生は新制服となり、

令和6年度の開校時には、残念ながら現在の制服は消えてしまします。

中高一貫校の特集　　　　　　　　（スライドショースクリーン投影） 10分

13:18 5分 ここで、生まれ変わる鶴南に向けて本日ご列席頂いている方で

年長者の方お二人に一言、感想ををお願いしたいと思います

インタビューで卒年、○○回生、氏名、出身地、現在の住まいをお話しいただき、感想を話していただく

年長者の紹介と一言挨拶（上位2名）（ライブ画像をスクリーン投影） 当日挨拶のお願いをする ライブ映像 5分

○○　○○（ひらがなで）様、○○　○○（ひらがなで）様ありがとうございました

13:23 20分 ここで今回のメイン幹事　昭和51年卒83回生　同窓の歌姫　門脇千子さんをご紹介致します

門脇さんはマーサ三宅さん等に師事され素敵なスイングを歌い続けていらっしゃいます

またギターの鹿野○○様も昭和○○年卒○○回生でございます。

それでは門脇さん宜しくお願いします

（門脇さんにお任せ）

門脇千子　歌唱（ライブ）　　　　（ライブ画像をスクリーン投影） ←カメラを考える（画像接続） ライブ映像 20分

門脇千子（かどわき　ちこ）様、鹿野○○（ひらがなで）様、○○　○○（ひらがなで）様

演奏有難うございました。皆様いま一度拍手をお願いします

13:43 20分 ここで写真撮影の時間を設けますので暫くご歓談をお願い致します。 20分

両サイドに撮影場所を設けておりますので、3ﾃｰﾌﾞﾙ18名程度ごとに連続して撮影をお願いします。

では、テーブルNo〇、〇、〇は正面に向かって右サイドにお集まりください。

只今スクリーンは52回同窓会メイン幹事の83回生他有志による会報の表紙撮影を主目的に7/30敢行しました 登山スライドショー

月山登山奮闘記です。ご覧ください。

高校在学時、学校の行事で上った以来という仲間もある中、8合目から登頂に3時間、

下山に2.5時間を要しましたが全員無事で会報表紙を飾ることが出来ました。

14:03 10分 続きまして昭和43年卒、75回生であり、鶴岡錦町で医院を営んでおられる 10分

三原一郎先生が今回、東京鶴翔同窓会のために特別に制作していただきました鶴岡の四季をテーマに

ドローンで空撮した動画をご覧いただきたいと思います。
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三原先生の空撮画像はyoutubeでもかなり人気があるとお聞きしています。

それでは皆さん記憶の中にあるる都岡とは異なる視点から見える美しい故郷をご覧ください。

三原先生　ドローン空撮　　　　　（スライドショースクリーン投影） ドローン画像 10分

10分 皆さまご視聴有難うございました。また見たいと思われる方はyoutubeでもご覧いただけるとおもいます。

14:18 15分 それでは今年地元で大変盛り上がっています。酒井家入部400年記念の画像を鶴岡市からお借りしています

皆さまご覧ください。

15分 酒井家庄内入部400年記念映像＊鶴岡市進藤さん待ち（スクリーン投影） 酒井家400年映像 15分

皆さまご視聴有難うございました。

14:33 15分 次は毎年恒例となっておりました応援団によるエールと「鶴の舞」です。ここで皆様に一つ

お願いがございます。コロナ対策のため校歌、応援歌は黙唱（声を出さない）にてお願いします。

色々意見もございましょうが、宜しくお願いします。

今回は特別　俳優の菅原司（すがわら　つかさ）様も駆けつけてくれています。

それでは大泉団長、菅原司さん、われらが83回生のエース田辺さん宜しくお願いします。

鶴の舞・校歌、応援歌　黙唱（山河の姿、鳳嶺月峰） 大泉、菅原（司）、田辺（礼） 15分

小計115分 14:33終了

14:48 大泉団長ありがとうございました。皆様今一度拍手をお願いします

さあいよいよ最後となりました。

本年の同窓会実行委員からのご挨拶と来年の実行委員を紹介いたします。

まず、本年の実行委員を代表して、実行委員会副事務局長の大嶋　成樹（おおしまなるき）がご挨拶差し上げます。

今年の実行委員は登壇してください

5分 実行委員挨拶 大嶋副実行委員長、実行委員可能な人は全員登壇 5分

大嶋さんご苦労様でした。

続きまして、来年の実行委員を紹介いたします。昭和42年卒、昭和52年卒、昭和62年卒の皆さん

壇上におあがりください。

4分 次年度実行委員紹介 次年度実行委員長挨拶、実行委員登壇 4分

これを持ちまして、第52回東京鶴翔同窓会総会・親睦会を閉会致します。皆様ご協力ありがとうございました。

1分 閉会宣言　（＊2次会の案内→各年次で行う） ＭＣ：大嶋 1分

ここで二次会の案内を差し上げます。今年はコロナの感染対策を鑑(かんが）み、全体での二次会は用意しておりません。

会場の選定は事前に各年度幹事様にお願いし少人数で開催していただきますようお声掛けしております

よくよくご確認いただきまして行動頂けますようお願い申し上げます。

小計10分 14:43終了

14:58 閉会 実行委員帰路案内整理係

実行委員2次会会場誘導係（紹介済2次会場要MAP）

＊MAP事前作成用意

会場撤去

15:15 最終退去 撤去完了

統括・世話役・会計
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令和元年12月

収入の部 （単位：円）

摘　　　要 金額 費目計 48回

261名 247 名

年長者：4,000×33 132,000

一般会員：8,000×228 1,824,000

50,000×2 100,000

20,000×56 1,120,000

10,000×２ 20,000

実行委員会活動費 380,000 380,000 380,000

10,000×17、8,000×１ 178,000 178,000 190,000

12,800 12,800 16,500

3,766,800 3,766,800 3,572,500

支出の部 （単位：円）

摘　　　要 金額 費目計 48回

1.室料：401＝39,000　　201＝42,000

　（81,000－広告掲載料20,000）

2.機材、備品、その他

   食材、酒類持込み料：20,000

会場費用    サービス人件費：10,000×3＝30,000

サンケイプラザ    ピアノ：10,000

支払い 3. 飲食費用

    日本茶セット：110×30＝3,300

    同窓会パック：7,000×190＝1,330,000

　飲み放題追加：3,000×100＝300,000

4. 消費税：1,754,300×８％ 140,344

1. JA鶴岡  19,440   2.大福城　25,920　

3. 早坂食品　72,360　4. まるい食品 14,000 

5. 羽黒のうきょう　13,014

1. 冨士酒造　25,600　　2. 竹の露   29,086 

3. 加藤嘉八郎酒造  23,046

4. 鯉川酒造 27,261  5．創り酒屋　16,200

土　産 来賓用　(21個） 34,020 34,020 34,020

イベント ゲストお礼・法被洗濯代・その他 72,500 72,500 28,790

1. 平河工業社(会報）139,274

2. 払込取扱票　印字　2,602

3. 会報編集費 150,000

1. 会報発送委託費 461,808

2. 宛名ラベル出力委託費（サラト） 28,482

3. 会報追加発送 14,030

1. 通信運搬費 30,561

2. はがき後納分 28,336

広告掲載料：5,300　総会費：19,800

その他振込料：2,560

1. 事務局 92,365

2. 広告部会 49,301

3. 会報部会 24,001

4. 会場部会 54,189

3,369,655 3,369,655 3,521,226

一般会計への繰入 397,145 397,145 51,274

3,766,800 3,766,800 3,572,500

2次会残金

第49回東京鶴翔同窓会総会　決算書(案）

東京鶴翔同窓会実行委員会

科　　目
内　　　　　　訳

総会会費納入者

総会会費 1,956,000 1,836,000

広告掲載費 1,240,000 1,150,000

事務局からの仮受金

お祝い金

合　　計

科目 費目
内　　　　　　訳

総会費

61,000

1,894,644

持込み酒代 121,148 121,148

1,774,548

60,000

1,633,300

持込み食材 144,734 144,734 208,869

139,344

会報発行費：印刷費
141,876

291,876 343,199

会報発送費：通信費 504,320 573,324

通信運搬費 58,897 60,510

27,660 19,794

実行委員会活動費 219,856 338,828

支出計

剰余金

合　　　　　　　計

振込手数料 27,660
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第52回　東京鶴翔同窓会総会　暫定予算案

1,600,000

1,020,000
20,000
50,000

380,000
200,000

 

1．室料：ローズ／ 24,200（50% 割引）=12,100
　　　　　アイリス／ 24,200（50% 割引）=12,100
2．機材、備品、その他
　・吊り看板取付費（白板付）／ 25,300
　・プロジェクター／ 55,000×2=110,000（20% 割引）
　　=88,000　　
3．飲食費用
　・日本茶セット：110×30＝3,300
　・同窓会パック：7,700×220＝1,694,000
4．消費税 =1,834,800×10％=183,480
1. 富士酒造 00,00?　2. 竹の露 00,00?　3. 東北銘醸 00,00?　
4. 加藤嘉八郎 00,00?　5. 鯉川 00,00?　
来賓用 1,800×20=360,000
1．ライブ①：出演料 20,000+15,000×2=50,000
　　　　　　同窓会パック =7,700×3=23,100
　　　　　　軽食？（見学／野々村さん旦那様用）=1,500
2．ライブ②：交通費 28,000　 同窓会パック =7,700
　　　　　　軽食？（マネージャー本田さん用）=1,500
1．若年会員（道案内要員）同窓会パック =7,700×2=15,400
　　当日参加 3 人分　同窓会パック =7,700×3=23,100
2．鶴の舞衣装、法被洗濯代
3．宅配運送費
4．吊り看板作成費
1．印刷：平河工業社／会報、出欠ハガキ、入金振替用紙
　　会報発送委託費
2．宛名ラベル出力委託費（サラト）
3．会報編集費　
1．会報追加発送、通信費（未定）
2．はがき後納分（未定）
3．ZOOM 使用料　2,000（月）×7
広告掲載費：5,710・総会費：11,670、手数料：1,642（未定）
1．事務局
2．広告部会
3．会報部会
4．会場部会

一般会計への繰入は無し   

科　　　目

収　入　の　部

支　出　の　部
科　目 費　目

費　目　計金　額
内　　　　訳

費　目　計金　額適　　　用

適　　　用

内　　　　訳
（単位：円）

（単位：円）

会場費用
（ラング
ウッド支
払い費用）

30,062
150,000
12,000
26,000
14,000
20,000

？ 0,000
？ 0,000
？ 0,000
？ 0,000

150,000

36,000

111,800

36,000

150,000

1,600,000

3,270,000

380,000
200,000

24,200

2,018,280

3,490,847

3,490,847

113,300

1,697,300

事務局からの仮受金
お祝い金

持込酒代

土産代

総会費

合　　　計

合　　　計

183,480

111,800

636,917
816,979

187,288
（10 月 1 日

現在）

14,000
20,000

38,000

△220,847

実行委員会経費

広告掲載料 1,090,000

会報発行費：印刷、発送費

イベント費

その他

振込料金・手数料

通信費

一般会員：8,000×200 名

20,000（1 枠）ｘ51 件
10,000（1 枠）ｘ2 件
50,000（3 枠）×1 件

実行委員会活動費
10,000×（来賓 20 名）

支　出　計
剰　余　金

総会会費（納入者200名）

38,500

98,50025,000
25,000
10,000
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