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東京鶴丸会

最近の主な活動
４月
・新人オリエンテーション
（中止）

新体制での船出

（幹事学年41回卒）
▼

「鶴丸でよかった。
」と感じていただけるように
会長

有川 久志

タイムリーな情報はこちらをクリック！
東 京 鶴 丸 会
東京鶴丸会公式 WEB サイト「はろばろと」
http://www.tsurumaru.net/
さまざまな活動情報を掲載中

・渋谷・鹿児島おはら祭
（中止）
▼
６月
・東京鶴丸会

総会・懇親会

（中止）
▼
７月
・GO鶴セミナー（中止）
（在校生の会社訪問）
▼
10月
・鶴ナビ

開催（オンライン）

（大学生への就職ガイダンス）
・ゴルフ会

開催（規模縮小）
▼

12月
・世 話人会

開催（会場＋オン

ライン）
（幹事学年４２回卒）
２０２１年

性化したいと思いました。
前述した「新型コロナウイルス感染症」の
状況次第ではありますが、従来の『総会・懇
親会』に加え、
『鶴ビジ』というイベントを
新たに立ち上げる予定です。鶴丸卒の社会人
を対象に、様々な業界で活躍する鶴丸OBOG
の講演会や名刺交換会などを想定していま
す。在校生が修学旅行時に企業訪問して先輩
に触れる『GO鶴セミナー』、首都圏の大学進
学時に東京鶴丸会を知る『新人オリエン』、
就職活動セミナー『鶴ナビ』に『鶴ビジ』が
加わることで、ライフタイムを通して会員同
士の親睦が図れる状態になることを考えてお
ります。
更に、ゴルフ、おはら祭、合唱など、会員
の皆様の興味軸でも“場作り”させていただき
ます。「鶴丸で良かった。
」と感じていただけ
るように一層努めてまいりますので、引き続
き、温かいご支援を賜りますようお願いいた
します。
今年の総会・懇親会は42回卒が準備を進め
ています。「コロナ禍、開催できるのか」と
いう不安の中での準備は例年以上に大変です
が、理事一同も協力し、盛り上げて参ります。
開催となった場合には、2年ぶりとなる総会・
懇親会にて、お会いすることを楽しみにして
います。

・会報第23号発行

２０２０年

東京鶴丸会会長の有川久
志（38回卒）です。
東京鶴丸会の皆様には、日
頃から本会の活動に御支援・
御協力を賜り、厚く御礼申
し上げます。
昨年8月1日に発足した新
理事体制は、まさに嵐の中での船出となりま
した。世界中で猛威を振るっている「新型コ
ロナウイルス感染症」により、昨年の『総会・
懇親会』が開催中止になるなど、様々な分野
で影響が出ています。そのような状況の中、
24名の理事と2名の監査役とともに、リモー
トも含めた理事会を活発に行い、東京鶴丸会
の課題の共有とその解決策を、熱く議論して
おります。
昨年の11月には、鶴丸卒の学生を対象とし
た『鶴ナビ』も初のリモートでの開催となり
ましたが、担当理事の尽力もあり、例年と同
じくスムースな実施となりました。そこで見
たのは、デジタルツールを難なく使いこなす
学生たちの姿でした。今後の東京鶴丸会の発
展を鑑みると、若い層の参加率をどう上げて
いくか、ひとつのヒントになったと感じてお
ります。
一方で、同じく11月に開催した『ゴルフコ
ンペ』は、リアルな場で親睦を深める効果を
改めて感じさせ、世代を超えた交流を更に活

38 回卒

５月

!

▼
5月
・会報第24号（本紙）発行

本紙記載の 2021 年度イベ
ント日程は、新型コロナウ
イルス感染防止対策のため、変
更となる可能性があります。
最 新 情報 は、 左記 の 公式 WEB
サイト「はろばろと」などでご
確認ください。

開催かなわなかった総会・懇親会
第 54 回総会・懇親会準備委員長
東京鶴丸会の皆様におかれましては、ご健

年が明け、すでに着手していた総会・懇親

41 回卒

中村 倫子

クに因んだ企画にしようと知恵を出し合って

勝のこととお慶び申し上げます。
会準備に加えて4月の新人オリエンテーショ
テーマやロゴを決めました。開催が危ぶまれ
予想外のコロナ禍により開催叶わなかった
ン企画をスタートします。たらふく食べても
ていく状況の中、企画やおもてなしの検討を
第54回総会・懇親会準備委員長の中村倫子（41
らうのと、幹事メンバーの前田弁護士による
重ね実施の可能性を模索していましたが、残
回卒）です。
「東京で安全に生活するために」という講演
念ながら中止の判断となりました。
幹事学年が理事会ご協力のもと開催する
の2点で考えていました。講演と合わせて寸
さて当準備委員会の経緯ですが、名簿の更
イベントは「世話人会」
「新人*オリエンテー
劇とかする？などと楽しんでいたのですが、 新をしてくださっていた畠中さんから数年前
ション」
「総会・懇親会」の3つありますが、 最終的に社会情勢を鑑み中止と決定しまし
よりお声がけがあり、さりげなく同期の集ま
私たちは2019年12月に世話人会のみ開催でき
た。新人の皆様とお会いできるのを心待ちに
りを企画するも戦果捗々しくなく、少数精鋭
ました。寒い雨の日でしたが、世話人会は終
していたのですが、大変残念です。
（自称）での運営となりました。
始和やかに楽しい時間であったのを思い返し
イベントの他に、毎年春に「はろばろと」
当初3、4名だったのを不憫に思って（？）
ます。オリンピックの影響でTKPの運営す
とともに送付するパンフレットの作成もあり
参加し、忙しい合間を縫って持ち場の作業を
る会場に変更となったため、この時の懇親会
ます。昨年ご覧いただいたように、
オリンピッ
全うどころか素晴らしいお仕事をしてくだ
はTKPが試食も兼ねて準備くださいました。 ク特集ということで豪華インタビューを敢行
さった同期のみんなには感謝しかありませ
それもあって一層盛り上がり、上下回卒を超
しました。前回の東京オリンピックが鶴丸と
ん。完成度の高さにしみじみ、諸先輩方の言
えての親交が深められたと思っています。
ご縁があったということを前述の世話人会で
われる通り鶴丸生はすごいと思うこと頻りで
ご参加いただいた世話人の皆様、誠にあり
お聞きし、貴重な資料とともに先輩方にお話
した。
がとうございました。
を伺えたのも幹事特権でした。そしてメイン
また完遂できませんでしたが幹事経験を通
（*「新人」は関東に進学したての鶴丸卒業生） イベントの総会・懇親会について、
オリンピッ
して、少子化など社会情勢が変わる中で東京
鶴丸会の総会・懇親会が良い形で続いていく
ことを強く願う次第です。引き続きましてご
理解・ご協力を賜れましたら幸いに存じます。
皆様とまたお目にかかり、歓談できる日を心
より楽しみにしております。

年会費のお支払い
をお願いいたします
本紙発行などの
東京鶴丸会の活動費用は
皆様の年会費で賄われています

安心してください、新たな都会生活私たちが紹介します！

新人オリエンテーション
東京鶴丸会では毎年4月に大学進学や予備
校に通うためなど鹿児島から上京する鶴丸卒
業生を対象とした歓迎会「新人オリエンテー
ション」を開催しています。
2020年度も理事会・幹事学年を中心に上京
して間もない後輩たちを支援・サポートし、
同学年や諸先輩たちとの繋がりを持つ機会と
して、南青山のレストランでのイベントを企
画しておりました。
新生活にあたって弁護士として活躍する先
輩からの新生活に向けてのアドバイス、お
しゃれな街・店での美味しい食事、東京鶴丸

会の活動紹介…東京での新生活を始める不安
な後輩たちを多くの先輩たちが支援してあげ
る予定でした。
しかしながら、新型コロナウィルス感染症
の流行、緊急事態宣言により母校での卒業式
をはじめ、大学の入学式等の各種行事も縮小・
中止を余儀なくされ、昨年度は「新人オリエ
ンテーション」も中止させていただくことと
いたしました。上京した鶴丸卒業生は本当に
不安な門出だったと思います。
幹事学年として何とか一緒に上京した仲間
たちと連絡・協力をしてもらえるようLINE

41 回卒

堂元 健也

やメール等を活用して連絡網を作るお手伝い
をさせていただきました。
昨年度は総会・懇親会も中止となってしま
い、新卒生たちが集まれる場は提供できな
かったのですが、コロナ禍が収まり、鶴丸の
同期・先輩・後輩たちと一緒に語り合うこと
ができる日がきたら、是非積極的に参加して
交流を深めてもらえればと、41回卒幹事一同
心より願っております。
2021年は4月24日（土）13時半よりzoomで
新人オリエンを行いましたので、後日報告さ
せていただきます。

昨年は初めてのオンライン開催。

今年は 6 月 5 日（土）開催予定！

就活支援セミナー「鶴ナビ」

「For Others」の精神で先輩方が学生の就
職活動を支援するセミナーイベント「鶴ナビ」
は、2009年にスタートしました。13回目を迎
えた今回は、2020年10月3日（土）に開催し、
約20名の学生と、約30名の社会人が参加して
行われました。
新型コロナ感染防止のため、今回の鶴ナビ
は全てオンラインで開催し、学生や社会人に
は自宅などからリモート参加して頂きまし
た。はじめに38回卒の角倉さんより最新の新
卒採用の状況や対策についての講演を実施。
続いて、就職先を決めるということや働くと
いうことに対する考え方について20代の社会
人数名によるパネルディスカッション。

鶴丸生の将来の活躍を応援

GO 鶴セミナー
４０ 回卒

西青木 光則

GO鶴セミナーを４０回卒の2名で担当するこ
とになりました。今までも受入側で参加して
いましたが、GO鶴セミナー全般に関わって
いくことになります。運営側のことは前任の
先輩から引き継いだばかりですが、受入時の
体験も含めてGO鶴セミナーの紹介をさせて
頂きます。GO鶴セミナーは、「現役鶴丸生が
修学旅行で上京した際、卒業生の職場を訪問
して、仕事を肌で感じたり先輩方の経験を聞
いたりして『働くこと・学ぶこと』の意義を
理解する『キャリア体験学習』」です。多く
の卒業生と同じように私の世代も修学旅行が
なかったので、修学旅行があるだけで「今の
子たちは良いなー」と思ってしまいます。修
学旅行が再開されたのが、平成16年（2004年）
ですが、
「鶴丸高校らしさを活かした、一生
の糧となるような課外学習ができないか」と
の思いから、東京鶴丸会との強力タッグによ
り誕生したのがGO鶴セミナーです。修学旅
行をただの旅行にしないところが「さすが鶴
丸」ですね。GO鶴セミナーは、毎年のよう
に貴重な場を提供してくださる先輩方がいて
下さるからこそ成り立っていますが、母校と
のつながりや思いを最も分かりやすく体現で

最後は、学生数名・様々な年代の社会人数
名ずつのグループ・ローテーションによる座
談会を実施しました。
参加頂いた学生からは、
「就活をするにあ
たり大切になることを教えていただき、漠然
としていた就活のイメージから今すべきこと
が分かった気がしました」
、
「新社会人の先輩
のリアルな経験について聞くことができて、
就活に対する不安が和らぎました」
、
「自分が
これまで見てこなかった業界にも魅力的な職
業がさまざまあったので、それらを知ること
ができて良かった」
、
「先輩方に質問に対して
真摯に答えていただいて、とても感謝してい
ます。話を聞いたことで視野が広がったり、

きている活動ではないでしょうか？ 職場に
鶴丸生を連れて行くと「女子のセーラー服か
わいい」とか、
「お行儀のいい生徒さんだね」
「とてもしっかりしているね」などと言われ
ることが多いです。私の職場には外部の見学
者が来る機会が多くあり、都内の私立高校の
職場見学生を受け入れたこともありますが、
やはり鶴丸生は素直な良い目をしていると感
じます。彼らが将来、世の中で活躍すること
を願って、少しでもお役に立てたら嬉しいで
す。
鶴丸高校の田渕先生とは同期になるので、
よく連携してGO鶴セミナーを盛り上げて行
こうと思います。この原稿を皆さんが読む頃
に新型コロナウィルスの影響が終息している
かどうか、まだ分かりません。大学生のリク
ルート活動もリモートで行っているこのご時

昨年はコロナウィルスの影響で修学旅行とGO鶴セ
ミナーが中止されたため、以前の写真です

38 回卒

大高 明治

悩みに対する捉え方が変わったりしました」
などの感想を頂き、貴重な収穫を得た様子で
した。
また、
まだ就活の始まっていない大学1・
2年生の参加も多く、
「社会人の先輩方のお話
は大変参考になり、大学生の先輩方が質問さ
れる姿勢に刺激を受けました。私も先輩方の
ようにもっと考えを深めて生きていきたいと
思いました」
「来年は更に志望業界を絞って、
、
就活本番のことについてお話を聞けたらいい
なと思います」といった声も頂きました。
就活の動きが年々早くなってきていること
から、
2021年はこれまでより開催時期を早め、
6月5日（土）に開催します。2021年の鶴ナビ
もオンライン開催となりました。詳細は、東
京鶴丸会のホームページ等を通じてご案内し
ています。途中参加あるいは途中退出でも全
く問題ありませんので、皆様のご都合に合わ
せて、お気軽にご参加ください。学生はもち
ろん社会人の皆様も、積極的なご参加をお待
ちしております。
参加申込・お問い合わせは
tokyo.tsuru.navi@gmail.com

世ですから、GO鶴セミナーもリモートで開
催するなど、田渕先生や受入企業担当の方と
新しい形を検討していきたいと考えていま
す。新規に受入を検討して下さる方がいらし
たらご連絡をお待ちしております。みなさま、
ご支援のほどよろしくお願いし
ます。
問い合わせフォームQRコード

「世代間を超えたより充実した
東京鶴丸会へ」を目指し
あり方プロジェクト担当
39 回卒 髙田 伸裕
理事会では、理事会運営業務、定例行事の
運営の他に ｢東京鶴丸会の活動方針や、今後
当会をより良い会にするために｣ などを検討
するための ｢ありかたプロジェクト｣ という
委員会を設けております。今理事での目標は
『
「世代間を超えたより充実した東京鶴丸会
へ」を目指し新たな取り組みや既体制の見直
しと次世代へのために』です。多くの皆さま
の声を参考にさせていただきながら“よりよ
い鶴丸会”へ成長できるよう取り組んでまい
りたいと考えておりますので例年以上に皆様
のお力添えと、ご協力の程いただけますと幸
いです。

コロナのため中止となりました
渋谷・鹿児島おはら祭

東京鶴丸連

５９ 回卒

橋元 誠弥

昨年の2020年5月17日（日）に予定されて
いた「第23回渋谷・鹿児島おはら祭」は新型
コロナウイルス感染防止対策のため、中止と
なりました。
東京鶴丸連は、「第22回渋谷・鹿児島おは
ら祭」において、9年ぶり2回目のグランプリ
の栄冠に輝きました。前人未到の2連覇に向
けて気持ちを引き締め練習会の開始を始めた
ところでの中止決定は大変残念ではありまし
たが、
次回のおはら祭りにおいても、ディフェ
ンディングチャンピオンとして恥ずかしくな
い踊りを披露できるよう、練習に励んでいき

たいです。
次回「第24回渋谷・鹿児島おはら祭」は
2021年10月3日（日）に開催することが検討
されております。コロナウイルスのため、次
回の開催の可否及び東京鶴丸連の練習につい
ての目途はまだ立ってはいませんが、開催の
運びとなった際は、再び渋谷の街にたくさん

の華麗な鶴の舞を披露しましょう！引き続
き、みなさまのご支援とたくさんの方のご参
加をお待ちしております。

★お問い合わせは

ope_ttsururen@googlegroups.com

クリエイティブな一年に

東京鶴丸会合唱団
38 回卒

待鳥 愛

2020年は新型コロナ一色の一年となりまし
た。東京都合唱祭デビューなど期待膨らむ一
年を予定していました。
幹事学年でサラリーマン指揮者の鰺坂圭司
さんに指導をしていただいた「マンマミーア」
では歌って踊って新しい境地を拓くはずでし
た。
須田和宏さん編曲のコーラスが美しい「瑠
璃色の地球」ではふるさとの水平線から光の
矢が放たれるところをまぶたに浮かべるはず
でした。
ところが、人数も増え100名規模の練習会
場を押さえていかなければ・・・と話してい
る最中にコロナ渦により練習が急遽中止にな
ります。
それからは毎日が模索の日々です。こんな
時だからこそ、名曲が生まれ、胸に響く歌唱
が紡ぎ出されるはずだと思います。
練習再開時には感動的なコーラスが生まれ
る、と今から再開が楽しみです。学生から大
先輩まで楽しく集える日を心待ちにしていま
す。
〈練習のご案内〉現在、新型コロナウイルス
の影響で休止しています。収束の状況を見な
がら練習を再開する予定です。
■練習日時：月1～2回、土曜または日曜の午
後
■会
場：都内の公共施設が中心でしたが、
練習再開時は大きめの会場を使
用する予定です。
■指導・指揮：平野太一朗さん
6 2回卒、東京藝術大学声楽科卒
東京混声合唱団団員

■参 加 費：会 場費、運営費として実費を
徴収します 2020年実績 4,500円
（練習9回）→学生は半額 余剰
分は2021年に繰り越し。
■現在練習中の曲
・Mamma Mia! メドレー（ABBA）
・瑠璃色の地球
・混声合唱のための唱歌メドレー「ふるさ
との四季」
お申し込み、お問い合わせは
tsuru.chorus＠gmail.com へ
①氏名
②回卒
③電話番号
④メールアドレス
⑤希望パート
⑥合唱経験の有無をお送りください。
合唱団事務局より詳細のご案内をお届けし
ます♪

ビジネス交流のコミュニティ

「鶴ビジ」始まる
38 回卒

猪谷 公彦

【鶴ビジ】は、GO鶴セミナー、鶴ナ
ビ、その延長線上にあるコンセプトとし
て、“鶴丸卒の社会人がビジネス交流で
きるコミュニティ ”を企図し、今期から
新規に創設されました。名刺交換会や懇
親パーティー、卒業生による講演会など
常設の総会・懇親会とは異なる視点、切
り口で、“年代を越えたクロストーク”を
後押しして参ります。あいにく、コロナ
禍中での船出となりますがリモート開催
も視野に入れ、皆さまのご参加お待ち申
し上げます！

いらっしゃいませ！

“ 今年もコロナ対応を配慮して秋開催予定です ”
東京鶴丸会ゴルフ会

こんにちは。今まで参加したことのない皆

と、８０台3名、９０台3名、１００台7名、１１０台2名、

３９ 回卒

福崎 真也

また、東京鶴丸会ゴルフコンペとは別に、

さまにもぜひご参加していただきたく、ゴル
１２０台2名といったところです。
ここ数年、甲南・玉龍・中央・川内高校の卒
フ会を紹介いたします。
どうでしょう。まったく遠慮する必要はな
業生との交流戦が実施されています。こちら
ゴルフ会では毎年秋にコンペを開催してい
いですよね。ぜひぜひ、ご参加ください。
も恒例行事にしたいと考えております。
ます。私は２０１７年に初めて参加しました。
「んにゃんにゃんにゃ」とか「んだもした
今年の東京鶴丸会ゴルフコンペは、１０月か
当日の朝会場に行くと、相当数の方々が前
ん」とか大いに騒ぎながらワイワイと楽しみ
ら１１月頃の土曜日の開催を予定しておりま
夜祭を楽しまれていました。
ましょう。コロナが終息して、大きな声で
す。例年どおりに前日の練習ラウンドと前夜
楽しそうじゃないですか。と思い、翌年、 「ファー！！！」と叫びたいですね。
祭から開催できればいいなあと考えておりま
前夜祭から参加すると、相当数の方々が練習
ゴルフ会メーリングリストには５０名を超え
す。
ラウンドを終えた後の大宴会でした。
る方が登録しております。興味のある方は、
皆さま、今後ともよろしくお願いいたしま
これまた楽しそうじゃないですか。と思い、 下記のアドレスまでご連絡ください。
す。
翌年は練習ラウンドから参加しました。
そして、今回から担当幹事になった次第で
《東京鶴丸会ゴルフ会2021年（第13回）開催のご案内》
あります。
【日時】 2021年10月〜11月頃（詳細未定）
幹事1年目の２０２０年。コロナの影響により、
【会場】 未定 （諸々検討中）
前日の練習ラウンドと前夜祭はやむなく中止
【案内】 東京鶴丸会公式イベント、HP、
となりました。残念。
メーリングリスト等で案内予定
１０月３１日（土曜日）、千葉県茂原市の真名
カントリークラブ真名コースにて、暖かい日
★ゴルフ会へのお問い合わせ tokyo.tsurumaru.golf@gmail.com
差しのもとコンペが開催されました。規模縮
小ながらも、5組１７名が参加しました。
★メーリングリストのご案内
優勝＆ベスグロは高田伸裕さん（３９回卒）。
ゴルフ会のメーリングリストを作りました。特に、若い世代の方、
おめでとうございます。私と一緒にゴルフ幹
女性の方、ぜひご参加を！！
事を担当しております。幹事は遠慮するもん
ゴルフ担当理事 福崎真也までご連絡ください。
ですけどねえ、普通。まあ実力だからしょう
がないですかね。
準優勝は今村健造さん（２０回卒）。年齢を
一切感じさせない飛距離。正確なショット。
感服いたします。
3位は田中和義さん（２６回卒）。このゴルフ
会を立ち上げた先輩です。心より感謝いたし
ます。
女性も4名参加されました。レディース賞
は福丸玲子さん（２４回卒）。総合でも5位です。
素晴らしい。
さて、参加したいなと思いながらも、「皆
さんお上手だろうから気が引けるな」という
方のために、前回の成績分布を紹介します

現役生より

私の鶴丸自慢
3年

堀口 琴菜

こんにちは。令和2年度後期生徒会長を務
めさせていただいていた、3年堀口琴菜と申
します。昨今は新型コロナウィルスが猛威を
振るい、普段の生活だけでなく学校行事など
も様変わりしてしまいました。例年在校生が
心待ちにしているGO鶴セミナーや短期海外
研修といった、東京鶴丸会の皆様をはじめ、
同窓会のご厚意で経験させていただいていた
多くの行事が中止となってしまったのは残念

でなりません。
めまぐるしく変わる情勢に翻弄されなが
ら、今の状況下でも勉学、部活動、生徒会活
動等、各方面において切磋琢磨し、さらなる
飛躍を目指す鶴丸生。これが成り立つのは、
各々が自分の意見や信念、いわゆる「自己」
を保持し、互いを認め合い、刺激し合う多く
の友人に恵まれているからではないかと思い
ます。私が鶴丸高校で一番自慢できることは、
まさにこのことです。高校に入学したばかり
の頃、自分を取り巻く環境、特に交友関係の
変わりようにとても驚きました。勉学に限ら
ず、自己研鑽を重ねる多くの同級生に、鶴丸
という場所の素晴らしさを感じるとともに、
ここでやっていけるのだろうかと今までの自

分を振り返り、自信を喪失することも多々あ
りました。それでもモチベーションを下げる
ことなく、様々な人のやり方を参考に勉強ス
タイルを変革していき、伝統の短時間集中型
の部活動に励み、生徒会との両立を目指して
いくうちに、今の自分と、大切な友人を得る
ことができました。鶴丸高校に来なければ、
今の私はありません。同じような境遇の人が
私以外にもたくさんいると思います。
四季折々の自然に囲まれ、数々の恩師や仲
間とともに、かへらざる三年を歩む私達鶴丸
生は、この恵まれた環境に感謝しながら、こ
れからも己の道を築いていくことでしょう。

新理事紹介
2020年6月の総会はコロナ禍のため中止となりました。本来ならばその場で新理事よりご挨拶を申し上げるところ、かないませんでし
たので紙面を借りての新理事紹介とさせていただきます。前理事会は35回卒以下のメンバーで構成されておりました。3年間の活動に感
謝申し上げるとともに、新体制では38回卒以下の理事で東京鶴丸会を精一杯サポートさせていただきます。ご指導ご協力賜りますようど
うぞよろしくお願い申し上げます。理事からは3年間の任期期間への抱負を一言を集めました。
（回卒・あいうえお順）

有川

会

長

久志
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事務局
鶴ナビ

明治

簿

会

計

38回卒

真也

38回卒

伸裕

39回卒

副会長
事務局
ありかた/Web

黒﨑

副会長
Web
名簿

40回卒

GO鶴セミナー

40回卒

書 記
総会担当

①3年で成し遂げたいこと

40回卒

直美

40回卒

①人脈作りと理事会イメチェン
②バドミントン ・ジムで無になること
③無駄嫌いの旅・酒
④リモートワークに対する意識
⑤騒ぎ好き

石崎

①GO鶴セミナー活動の充実化
②料理
③ゴルフ
④現場勤務から内勤になり週末にちゃんと休め
るようになった

博史

①デジタル化の推進とサポート
②規則正しい生活
③辛島先輩のコンサート
④リモート帰省できるようになりました
⑤意外と大丈夫

内藤

①会計面で運営しやすい体制作り
②仕事変化（職務増＋コロナ）対応
③脱出ゲーム・マーダーミステリー
④小さい文字が見づらい…
⑤付き合いがいい・レスが早い

光則

愛

①若い世代も参加しやすいような会へ
②③仕事仕事趣味趣味仕事
④野球の試合数が減った（涙）

39回卒

知昭

38回卒

①卒業生も現役生も精一杯応援できる体制づく
り
②とにかく笑えるものを探す
③笑わせてみる
⑤細部まで気がきく優しいマドンナ

髙田

①ゴルフコンペを盛り上げたい
②③犬をかわいがる
④チワワを飼い始めました。妻になついていま
す。私にもなついてほしい。

西青木

GO鶴セミナー

副会長
合唱団
はろばろと

公彦

①コロナ禍中での鶴ビジ運営推進
②ごはんの量を八分目に
③SteamでMGS5/猫の写真撮影
④対アルコールエンゲル係数
⑤ITに明るく冷静沈着で頼れる男

待鳥

①名簿管理のweb化完結
②コロナ太りの阻止、体重維持
③TVKで再放送されている90年代の番組
④東京鶴丸会理事会の理事就任
⑤緻密に計算された不屈のランナー

相良

鶴ビジ

38回卒

孝

福崎

副会長
ゴルフ
複数年払い解消

猪谷

①鶴ナビをとおした後輩への貢献
②新しい人生に向けた活動
③ジャグリング・マジックの練習
④テレワークによる体重増加
⑤場を盛り上げる大高ジャクソン

山﨑

名

38回卒

①思いをもって、実行あるのみ。
②日々の仕事
③動画サイトで、世界中のスタジアムを鑑賞す
ること
④アルコール摂取量の劇的な減少
⑤人望が厚く行動力のあるリーダー

めぐみ

41回卒

①無理なく幅広い世代が交流できる運営方法
②今は仕事
③お笑いを見ること
③コロナ禍での働き方、過ごし方
⑤酒豪で才色兼備の姉御肌

②頑張っていること

③はまっていること

中村

倫子

41回卒

堂元

①世代を超えた交流を広げたい

②姿勢・体質改善

②③息子達の野球が生活の中心。不思議なもの

④リモートワークで家がきれいに
⑤うん十年たっても変わらぬ美魔女（笑）

畠中

名簿
ありかた
総会担当

鶴ナビ
ありかた

会計監査

豪与

茂樹

はろばろと
総会担当

鶴ビジ
総会担当

58回卒

憲郎

39回卒

①無理なく続いていく同窓会に
②旅行の計画
③ベランダでのイチゴ栽培
④ネクタイを使わなくなった
⑤飲み会が好き

④この1年で大きく変わったこと

⑤周りの人に聞きました。どんな人？

徹

50回卒

麗児

56回卒

誠弥

59回卒

①若手世代の当会への参加率上昇
②人から頼まれたこと全般
③寝起きのストレッチ
④気持ちに余裕ができた
⑤冷静無邪気な仕切り屋

川北

会計監査

44回卒

①若い世代の関心を高めたい
②2児の育児
③長男と一緒におしり探偵の踊りを練習してま
す
④家族が増えて賑やかになりました
⑤熱さが足りない松岡修造

橋元

書記
おはら

泰洋

①下年代への渋谷おはら知名度向上
②昼休み中の散歩
③低温調理器の有効活用
④リモートワーク環境
⑤日本酒好き

川崎

会計

42回卒

①若い世代の参加を促したい
②リモートワーク
③Clubhouses
④コミュニケーション
⑤バスケ部にいた大きい人

宮園

おはら

真希子

①若い世代の仲間を増やしたい
②冷え症対策
③その一環でホットチョコレート
④同期と連絡をとるようになった
⑤愛情一杯！明るく元気な薩摩乙女

徳重

52回卒

優

卒。もうしばらくこの生活続きそうです。
⑤頼れる父ちゃん！さすが元体育局長

内村

45回卒

①近い世代に興味を持ってもらうこと
②昨年夏からの新たな仕事
③DASH島の開拓鑑賞、長風呂
⑤左投左打 曲がりの大きなカーブが特徴

竹中

総会担当
GO鶴セミナー

42回卒

①「鶴ナビ」の参加者を倍増！！
②リモートワーク
③アマプラ／ネトフリ／ Disney+
④リングフィットで筋肉量は増えたが脂肪は…
⑤絆を大切にする熱い薩摩隼人

永倉

おはら
ゴルフ

秀一

①IT化促進と各作業の簡素化
②③毎日のSwitchでのボクシングエクササイズ
と自重筋トレ
④出張が全く無い在宅勤務生活
⑤筋肉、頭脳共に優秀。同期の鑑

萩原

で長男は高校の野球部41期生、私も鶴丸41回

41回卒

①理事会の会議への出席100％
②仕事の締め切りをなるべく守ること
③YouTubeで犬と猫の動画を見ること
④一日2～3時間くらいの睡眠でも人間はそう簡
単に死なないようです

山元

はろばろと
総会担当

聡子

①幹事学年の仕事の省力化
②自宅で快適に過ごせるよう断捨離
③駅ビル屋上菜園での野菜作り
④アウトドア派 → インドア派へ
⑤皆に頼られる41回世話人、でも天然

溝添

Web
総会担当

41回卒

①エコな運営システム作り
③BTS（エンタメの神！）
副会長
ありかた
総会担当

健也

昭彦

43回卒

①会計の透明性確保、監査品質の向上
②もう一度野球のできる体に
②筋トレ（成果はでていない）
④上腕三頭筋
⑤野球部・・・

財政状況のご報告

会計

40 回卒

相良 知昭

第54回の会計期間（2019年8月1日～2020年

ち合わせ・これまでの良好な関係もありキャ

繰越金の活用として①作成から10年経って

7月31日）について本部会計（会報・同窓会

ンセル料等は発生せず、総会懇親会は中止致

いるホームページのリニューアル（スマート

総会案内・その他会の運営全般に関する会計）
では、新型コロナウイルス感染症流行に伴い
総会懇親会中止のお知らせの追加印刷、総会
決議事項の印刷発送費用などの費用増があり
ました。が、前年対比で+151名と多くの方
に年会費をお支払い頂き本部会計単年度の赤
字額を抑えることが出来ました。年会費のお
支払いいただきました会員の皆様には大変感
謝申し上げます。幹事学年会計（総会懇親会
開催に関する会計）では、会場との綿密な打

しましたが総会懇親会案内の広告収入、企画
販売収入もあり大幅な黒字となりました。
新型コロナウイルス感染症流行という大変
な状況下で準備活動を行った幹事学年の41回
生の皆様、また広告掲出・企画販売へご協力
いただきました会員の皆様には改めて感謝申
し上げます。
その結果、先輩諸氏が積み重ねて頂いた繰
越金に今年度分を加え2020年7月末時点で繰
越金は900万円を超える水準となっています。

ホン、SNS対応、コンテンツ見直し）②名簿
管理のデジタル化・データベース化を現在進
めております。今後も中長期的に会をよりよ
く運営して行く為の有効活用策を理事会で検
討してまいります。経過につきましては総会
等の機会でご報告いたします。
また、寄付金につきましても引き続き通年
で受け付けておりますので、よろしくお願い
いたします。

第 54 回東京鶴丸会会計報告

寄付専用口座

２０１９（ 令和元 ） 年 8 月 1 日 ～２０２０（ 令和 ２） 年 ７ 月 ３1 日
支

出

摘要

収
金額（円）

入

摘要

金額（円）

前年度繰越

8,632,792

本部会計（会報・同窓会総会案内・会の運営活動に関するもの）
第 54 回総会

案内印刷費

579,747 年会費

1,992,000

〃

通信費

480,953 寄付金

9,000

〃

世話人会関連費

272,088 雑収入

3,900

〃

年会費振替手数料他

267,370 受取利息

「はろばろと」印刷費

58

392,040

活動費（おはら祭・ゴルフコンペ・合唱団）

130,000

鹿児島総会関連費

0

ホームページ作成、運営費

12,960

理事会運営費

73,589

鶴ナビ・GO 鶴セミナー運営費

42,710

通信費・振込手数料他

4,082

計

2,255,539

計

2,004,958

本部会計収支差額

①

8,382,211

幹事学年会計（同窓会総会懇親会に関するもの）
第 54 回総会

会場費

0 第 54 回総会 会費

〃

運営費

0

〃

広告収入

1,030,000

〃

プログラム・企画制作費

752,057

〃

企画販売

797,270

〃

幹事学年準備会等諸費

46,340

〃

祝金・寄付金

〃

新卒生親睦会費

0

〃

受取利息

計

0

②

次年度繰越（① + ②）

理事会では、幹事学年の名簿班と協働して、
新規入会登録や連絡先変更等、会員の皆様の
情報を更新し名簿を管理しています。
2021年 総 会・ 懇 親 会 に 向 け て、 紙、CDROMを介した名簿更新方法からMicrosoft365
のSharePointを使用したWebベースへの更新
に移行します。SharePointはマイクロソフト
社が提供するクラウドサービスで、各回卒の
世話人と名簿ファイルの共有や更新作業を安
全にに行うことが可能になります。

★入金のご連絡やお問い合わせは
donation868610@gmail.com

1,827,285

幹事学年会計収支差額

名簿管理は SharePoint へ

個人で振込みの際には「卒回と
氏名」を、有志・団体で振込みの
際には「代表者の回卒と氏名」を
ご記載・ご入力ください（記載・
入力例 39ツルマルタロウ）。
なお、ご入金に際しては、下記
宛て先にメールでお知らせくださ
い。また、本件に関するご質問、
ご意見等も、下記宛て先にメール
にてお願いいたします。

15

計

798,397

0

振 込 先：ゆうちょ銀行
店
名：〇一九店
（ゼロイチキュウ店）
店
番：０１９
預金種目：当座預金
口座番号：０３２４２２３
口 座 名：東京鶴丸会理事会

38 回卒

1,028,888
9,411,099

山﨑 孝

世話人の方の更新作業は、すべてWeb上
で完結します。CD-ROMドライブやパソコ
ンがなくても、タブレットやスマートフォン
からでも名簿の更新が可能になります。
なお、紙ベースでの更新も（当面は）継続
します。
最後に、総会・懇親会のご案内を確実にお
届けできますよう、メールアドレスを含めた
正確な情報登録にご協力をお願いいたしま
す。

コロナ禍の状況を過ごし始めて早一
年。オンラインでの編集打ち合わせを経
てはろばろと24号も無事に発行出来まし
た。
私たちも在宅勤務と大きく生活スタイ
ルが変わりましたが、新たな発見もあり
ました。
引きこもり耐性があったらしく、
家でずっと過ごしていても全くストレス
を感じません。自分自身がアップデート
された気分です。皆さんも新たな自分自
身を発見しアップデートして新しい生活
を楽しみましょう。
（待鳥、内村、山元）

