2020 年会計報告

2020 年活動報告

2020 年 嚶鳴同窓会東京支部

１月１５日

新旧役員会

２月１５日

第 1 回評議員会・役員会

１０月１４日

支部長 鹿野 由貴
会 計 城 幸子 笠井ひで子

役員会

２１日

2020 年度中間報告送付

２９日

喜寿の S36 卒学年宛に お祝い送付

以下予定の活動は、新型コロナウィルス感染拡大及び
感染拡大防止のために中止となりました。
２月２９日

同窓会本部入会式
東京支部プレゼンテーション

４月１１日

第 2 回評議員会

役員会

５月２０日

第 3 回評議員会

役員会

６月 ７日

同窓会東京支部総会（ホテル椿山荘）

２７日

第 4 回評議員会

１１月１５日

同窓会本部総会

会計報告

会計より皆様へ
新型コロナウイルス感染症拡大の状況に鑑み 2 年続けて
の総会中止の決断、悲痛な思いです。
物価上昇や経費節減の限界等の理由から、昨年から年会
費を 2,000 円とさせていただきました。総会中止、年会
費の値上げにも関わらず、昨年も 853 口もの会費納入を
頂き皆様に感謝申し上げます。徴収させていただいた会費
は、支部の運営、母校卒業生への支援、喜寿の方々へのお
祝い等、有意義に使わせていただきます。

＜一般会計＞
（単位：円）
収入の部
前年度繰越金
1,519,934
年会費
1,706,000
総会会費
0
特別会計より新卒生総会参加費補助
0
本部より助成金
0
ご祝儀
0
雑収入
13
計
3,225,947
支出の部
会議費
43,505
印刷費
66,666
事務用品費
11,680
通信費
275,369
渉外費
1,620
役員等活動費
90,000
備品費
0
雑費
0
事業費
388,392
総会（未開催につき喜寿祝い品送付） 54,762
新規会員勧誘費
0
東京支部プレゼンテーション
3,930
ホームページ・名簿システム
329,700
計
877,232
差引残高
次期繰越金
2,348,715
＜特別会計＞
収入の部
前年度より繰越
一筆箋売上げ
ハガキ売上げ
口座利子
計
支出の部
トレース料（チルダ(株)）
付箋 1,000 部（東京紙器(株)）
クリアファイル２種各 1,000 枚
（(株)笠間製本印刷）
振込料
計
差引残高
＜年会費納入状況＞

皆様とまたお会いできる日を待ちわびながら、支部の活

853 口

487,789
2,000
0
3
489,792
11,000
108,900
70,070
1,100
191,070
298,722
1,706,000

＜会計監査報告＞

動を通し、繋がっている喜びと安心を噛み締めております。 帳簿・領収書等を照合の結果適正に行われていることを認めます
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コロナ禍のもと目処がつくまで現役員で続行していきます。
ただし、会計１名については続行できず、支部長委任として笠井顧問に会計をお願いしております。
ご了承くださいますようお願いいたします。

懐かしい故郷や母校からの便り
読んでいると
胸があつくなりますね

こんなときだからこそ「完璧主義より全力主義」
校 長

津 田

浩

嚶鳴同窓会東京支部の皆様には、日頃より多大なる御支
援と御協力を賜りまして厚く感謝申し上げます。
昨年３月から５月下旬まで新型コロナウイルス感染症の

或いはオンラインで開催されました。

影響で臨時休校となりました。令和元年度には登山部・なぎ

で行いました。西高三大行事のうちの校内総体と嚶鳴祭は

なた部、新聞・美術イラスト・放送・将棋・弁論でそれぞれ

生徒の創意工夫でドッキング開催しましたが、合唱コンク

全国大会に出場しましたが、春の全国選抜大会から夏のイ

ールはできませんでした。生徒たちはこんな不自由な中で

ンターハイまですべて中止となり、一部競技で七月に代替

も、
「完璧主義より全力主義」で頑張ってくれています。

卒業式や入学式も規模を縮小しての実施となり、校内の
式典は全校生が一堂に会することを避け、校内放送と書面

大会が実施されただけでした。秋以降も、無観客あるいは入

進学状況は、国公立大学については、東北大学などの難関

場制限の中での大会実施となりました。文化部においても、

大学を始め、各地の大学に多くの生徒が合格しております。

春に予定していた定期公演・演奏会・校外展はすべて中止と

希望を叶え、大学入試で実績を残すというのは西高の大き

し、全国規模のコンクールも地区大会から中止となりまし

な役割です。未だコロナ禍の中にあり、困難な状況だからこ

た。かろうじて、全国高等学校総合文化祭だけは、出品のみ

そ、同窓会の皆様の御支援と御協力をお願い申し上げます。

対面式
新入生と在校生の初顔合わせ

書道部パフォーマンス作品

（役職は令和 3 年 3 月時点）
教室風景

校内総体全員リレー

音楽部定期演奏会

入試出陣式

同窓会入会式
鈴木会長挨拶

今

同窓会入会式
成績・特別活動・人物
優秀な生徒を会長から表彰

変 わ る 時
嚶鳴同窓会会長 鈴木 よし子（昭和 43 年卒）

嚶鳴同窓会東京支部の皆さん、こんにちは。いつも活発な

なり、本当に可哀想でしたが、そんな中でも明るく元気な西

支部活動をしていただき有難うございます。昨年はコロナ

高生です。同窓会長賞に 1 名、同窓会特別活動賞に 1 名の

禍で、山形も東京も活動が止まりましたね。本部では総会や

該当者があり表彰できましたことは、心から嬉しいことで

クラス幹事会を中止、評議員会のみ二回の紙上審議となり

した。

ました。私自身、卒業、入学、創立記念式典への参列なし、

同窓会の各種会合の再開にはもう少し時間がかかりそう

合唱コンクール中止、文化祭は非公開でしたので、丸一年生

ですが、この休止期間は、これまでの活動を見直す良い機会

徒さんと会うことがなく寂しい思いでした。先日の同窓会

であると思うのです。前例踏襲ができない今だからこそ、改

入会式が一年ぶりの対面。今年の卒業生はインターハイな

革できることがあるのではと考えを巡らせております。

し、部活の発表会も開けないという活躍の場がない状態に

どうぞ皆さま、くれぐれもお元気でお過ごしください。

山形の近況と元気な山形西高生たち
山形西高教諭・校内理事 伊藤
嚶鳴同窓会東京支部の皆様いかがお過ごしでしょうか。

確保のためか JR

令和 3 年 2 月は、県知事選の年でもありました。対立候補

は大雪で計画的運

が御二人とも嚶鳴同窓生ということで、本校新聞部も 18 歳

休となるため新庄

選挙権とあわせて特集を組んで嚶鳴新聞を発行しました。

あたりから通う生

自然豊かな故郷山形ですが、瘦せていく樹氷のニュース

和恵（昭和 59 年卒）

徒たちが

からも、温暖化の影響を感じております。昨年の７月の大雨

「登校できない」

は河川の危険水位を超え、河北町や大江町の最上川流域で

「最寄り駅まで帰れない」

床上浸水の被害もありました。写真は山形西高生有志が大

など、何度か大変な目に遭いました。でも、女子高生は雪

江町にボランティアに行った際のものです。自然災害は避

が大好き。真っ白に積もったグランドの新雪を踏み

けられない悲しいことではありますが、何かが起こるとす

「West Soft」と書いてはしゃぐソフトボール部員達の笑

ぐに駆けつけてくれる若者の心の温かさが救いです。

顔をご覧ください。

昨年の冬は全く積雪のなかった山形市でしたが、今年は
去年の分にお釣りがくるほどのドカ雪の毎日。最近は安全

野々村溜池の白鳥

北に帰る白鳥たちの声が空に響く季節となりました。皆
様のご健康とご多幸を、山形よりお祈り致します。
（役職は令和 3 年 3 月時点）
校庭の雪の上ではしゃぐソフトボール部員たち

最上川流域の水害の様子

←大江町での西高生ボランティア
手づくりマスク寄付↑→
子ども達にマスクを送ろう

金メダルの夢に
小室 けい子（昭和 44 年卒
東京オリンピックが、こんなにも自分の人生の起爆剤に
なろうとは夢にも思わなかった。

村山市在住）

彼女たちと活動していると私も熱い血が滾った。
私たちはオリンピックで直接会場で応援することを目標

昨年は、3 月、世界的な新型コロナウイルス感染拡大のた

に頑張ってきたが先行きが見えない。今はオンラインで応

めオリンピック延期の発表があり、激動の 1 年。私の起爆

援している。そのユーチューブはブルガリアで約 5000 人

剤は、人口 2 万人の村山市がオリンピックのブルガリア新

が視聴している。2 月 20 日はホストタウンサミットで全

体操のホストタウンになったことから始まる。全国初の事

国に私たちの応援をオンライン発信した。また、NHK 国際

前キャンプが 2017 年にスタート。手探りのボランティア

から英語で世界に発信されたニュースをブルガリアで見た

活動がきっかけで、ファンクラブが発足。私は 2018 年か

と連絡があった。こうした活動で世界は狭いと実感した。

ら会員 400 名のファンクラブ代表をしてきた。

オリンピックは世界の人の心を繋ぐ大きな舞台。人生を

選手のお世話、文化交流、応援などをしてきたが、しだい

かけて金メダルを追いかけてきた選手たちの夢は私たちの

に選手が自分の孫のように思えてきた。それは彼女たちの

夢。たくさんのエネルギーを貰ったことに感謝して、今は夢

飾らない人柄や粘り強く努力する姿に魅せられたからだ。

が実現することを祈っている。
（ゴールデンガールズファンクラブ代表）

オンラインでサミット

マルテニッツア(ブルガリアのお守り)完成

ポンチョ着て応援

ファンクラブの仲間たち 前列中央が筆者

やまがた育英会 学生寮
荘内館の創業は明治２９年（１８９６年）
、山形県育英
会は昭和３０年（１９５５年）の設立ですから歴史はと
ても古いのですが建物の老朽化が進み、さらに男子に
偏った施設のため時代の変化からとり残された存在で
した。そこで新たに女子と男子を同じ数で受け入れる
ことにカジをきり、現在の姿になっております。通学す
るのに交通の便も良く、セキュリティーも心配ありま
せん。民間のアパートやマンションよりも安く入寮で
きます。特に女子寮はお部屋にお風呂とトイレがつい
ており男子寮と格差があり女性優遇となっておりま
す。 現在、山形西高出身の学生は１４名在籍。

（公財）やまがた育英会・東京学生寮の紹介
13 年前に、山形県育英会と荘内館を
合併して全県からの学生を受け入れ
る新たな学生寮を作ろうとの機運が
持ち上がり、その旗振り役をした関係
でそれ以来寮監をしております

取材！ 「駒込寮はこんなとこ
ろ
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１：女子寮の個室
２：女子寮はバストイレ、ミニキッチン付き
３：庄内坂
４：寮監手書きの館内掲示
５：食堂内の自炊用家電器具
６：男女共用の食堂
※寮は朝夕食付 長期休みや年末年始時には賄いが無い場合もある

駒込学生会館 男子５４名、女子５０名
板橋学生会館 （男女共用）

３０名

荒海に漕ぎ出す
やまがた育英会

寮監 和田

豊

「極北を目指して圧倒的努力をする」 この言葉は自分を鼓舞
するためのもので、心が折れたときに見ると元気になります。
その昔、山形から上京して東京の大学に遊学することは郷里の
誇りであり「末は博士か大臣か」や「一旗揚げて故郷に錦を飾る」
などの期待が込められていたものです。そのために地域ごとに篤
志家らが学生を支援するための寄宿舎を東京に設けるようにな
ったのです。貧しい家庭の優秀な青年を地域の人たちで応援しよ
うという機運が高い時代でした。
戦後の高度経済成長の時代を経て、大学入学が大衆化した今で
も学生は授業料の負担や生活費の出費に苦慮しております。保護
者からの援助もありますが、寮生の半数以上が学生支援機構など
からの奨学金を借りており、卒業時には３００万円を超す借金を
して社会に巣立っているのが現状です。女子の大学進学率も高ま
る昨今は、当然ながら女子も同様です。
さて、暗い話をしましたが、大学生活は人生の中で自由を一番
楽しめる時期です。興味ある学問や研究、趣味・スポーツ、国内・
海外への旅行や留学、趣味を同じくする仲間とのサークル活動、
冒険やアルバイトなど各自が自分で判断して遊学を満喫するこ
とができます。だからこそ大学生活は貴重な時間なのです。
ところが昨年の春からは「緊急事態宣言」が発令され、キャン
パスは閉鎖されてしまいました。そのために入学式をはじめ行事
が中止となりました。今でも続いております。その間、授業はネ
ットを利用したリモート授業、山形の実家で１年間大学生活を終
えた寮生もいます。キャンパスには入れないので、仲間との交流
や図書館など大学施設の利用も全くできませんでした。
学生寮では伝統の名物行事があります。それは GW の休みに
開催される「山手線徒歩一周」です。一周約４２キロのコースを
１６時間程かけて歩きます。スタートから深夜の到着まで新入寮
生を先輩がサポートしながら全員で一緒に山手線沿いの街並み
を回るのです。東京の新たな発見ができたり、お互い話し合った
り励まし合ったりして全員で寮にたどり着く過酷で感動的なイ
ベントです。昨年は残念ながら新入寮生歓迎会をはじめすべての
行事が中止となりました。とても悔しい一年でした。
3・11 東日本大震災、福島原子力発電所の大惨事から１０年
が経ちました。まだ復旧の目途もつかない中での新型コロナの世
界的なパンデミック。感染症という見えない敵との戦いがどこま
で続くのか不透明です。資本主義の限界や格差拡大、地球温暖化
に伴うエネルギー革命、DX ネット社会など 100 年に一度どこ
ろか人類史上にも類を見ない大変革が地球規模で起きておりま
す。まさに未来の姿が読みにくい荒波の中に、若者は舟を漕ぎだ
して行かねばならないのです。知恵と工夫と圧倒的な情熱で幸せ
をつかんでほしいものです。

寮生にインタビューしてみました
出身校も、在学大学も様々ですが
礼儀正しく、勉学や活動に熱心で
故郷おもいの若者たちです
本当に頼もしく感じました
彼女たち、彼らの将来の夢や希望が
叶いますように…
エールをおくります

※2021 年 3 月時点の
学年表記です
↑西高卒業の寮生からの便り
花のイラストも彼女の作品です

やまがた育英会公式 HP：http://www.yamagata-ikueikai.com/

山形には 1 度も帰っていない。リモートで
の授業が充実していてとても良い。将来は
文芸（出版）や声優の道へ進むつもりです。
本が大好き！本屋さんのアルバイトでしの
ぐつもりです。
（久里学園卒
昭和女子大３年）

コロナ禍でも「手話」の部活をやってい
た。部長です。昨年は夏休みの 1 週間ほど山
形に戻った。コロナが明けたら国内旅行に行
きたい。
卒業旅行でフランスに行きたかったのに…
（常盤木学園卒
青山学院大４年）

リモートじゃなく大学へ行って授業を
受けたかった。フェンシング一筋でやってきた
のに、昨年は練習できず無念！ コロナが去っ
たらオリンピックを見たいです！1 年間山形
に帰っていない。東京から行く私がコロナを持
ってるかもと心配で怖かった。
4 月からは金融機関で働きます
（米沢興譲館卒
法政大４年女子）

この 1 年間は山形に帰らず学生寮で過ご
した。家庭教師や塾のアルバイトを積極
的にし、また地域貢献のため消防団に入
団もした。修学旅行がなかったので、青春
切符を使って京都や奈良へ行きたい。将
来は公務員や企業など幅広く考えたい。
（山形東高卒
明治大１年女子）

コロナが早くおさまってほしいです！
早く旅行へ行きたい！
（山形西高卒
立教大４年）

コロナが明けたら思いっきり演劇やライ
ブのステージが観たい。コロナの間はタブ
レットでのお絵描きに夢中になった。アル
バイトを 2 種類している。パン屋さんと保
育園。山形のおばあちゃんから励ましの食
料が届いた！
将来はエンタメ業界を目指したい！
（山形西高卒
多摩美３年）

昨年は山形に 3 か月帰省した。東京ではアル
バイトをしっかりやった。サークルの人と会
えないのが残念です。
将来は公務員を目指している。コロナ後には
大阪や京都など国内旅行がしたい。
（鶴岡南高卒
早稲田大 2 年）

山形にはちよっと寄っただけです。おじいち
ゃんへの感染が心配で帰れない。将来の進路
は、まだ未定です。コロナが治まったら…た
くさんの仲間と集まってワイワイガヤガヤ
遊びたい！
（山形西高卒
学習院大 2 年）

年会費（1 口 ￥2,000）納入のお願い
昨年に続いて総会は開催できませんでしたが、代わりに支部だより特別号の発行で
多岐にわたって活動している皆さまのお声をお届けすることができました
会の存続は会費があってのことです
今年も下記の方法で、会費を納入くださいますようお願い申し上げます
※同封の払込票でゆうちょ支部口座へ、もしくは「お知らせ」裏面の方法での振込み

来年 2022 年嚶鳴同窓会東京支部総会について
2022 年 6 月 12 日（日） ホテル椿山荘東京 グランドホール椿 1
来年こそ 新しい会場 ホテル椿山荘東京で、すばらしい庭園とお料理を楽しみながら
みんなで思いっきり語り合いましょう！

新しい支部グッズができました❣
使い勝手が抜群のクリアファイルと付箋
デザインはオリジナル一筆箋をアレンジ

嚶鳴同窓会東京支部の情報は
こちらでも発信しています

ホームページ
https://www.oumeitokyo.net/
メールアドレス
oumeitokyo@gmail.com
支部へのご登録・連絡先変更・お問い合わせは
ホームページの「お問い合わせフォーム」より
ご連絡ください

A5 サイズ（148×210mm）
全体爽やかグリーンの
半透明クリアファイル

A5 サイズ
（148×210mm）
周りが白で中央が嚶鳴
カラークリアファイル

Facebook、Twitter、Instagram

@oumeitokyo

グッズの購入で

～編集後記～

若い世代への支援を！

70×70mm の正方形サイズ
淡いブルーグレー付箋

近日中に価格を決定
総会・評議員会での
販売に向けて準備を
進めています

で検索ください

2 年連続での総会中止。皆さまにお会いできな
い状況で、会員の皆さまとの繋がりを持ちたい！
絆を大事にしたい！その思いで～特別号～の発行
に至りました。嚶鳴の歴史はまだまだ続きます。
先輩方のご経験談、現在各方面でご活躍の皆さま

グッズ収益金の使途は？

のお話しには大変感銘を受けました。嚶鳴同窓会

そもそも支部オリジナルグッズは、2006年に
「新卒業生に東京には支部があることを知って欲しい」
「支部を次世代に繋いでいきたい」
という切なる願いから、資金源として一筆箋を作ったのが
始まりです。グッズの収益は主に新卒業生の育英資金とし
て活用しています。
○本部同窓会入会式でお祝いに
メッセ－ジカ－ドを添えてグッズのプレゼント
○支部総会へ新卒業生の招待費用
○コロナ禍のもと上京した学生へエール
支部だより特別号を添えてクオカ－ドをプレゼント

の一員であることに改めて誇りを持ち、この思い
を後世に伝え残していかなければならない使命感
を強く感じました。
最後になりましたが、ご寄稿いただきました皆
さまには本当に感謝申し上げます。また、やまが
た育英会寮監の和田様にも厚く御礼申し上げま
す。皆さま、ありがとうございました。

支部だよりへのご感想やご意見をお寄せください！

広報：澤田香央里（平成元年卒）

支部 HP やメールアドレス、または学年評議員まで

