平成２８年度

戸山小学校同窓会 総会のお知らせ

◎皆様の親睦を高める為に下記の企画を催します。奮ってご参加ください。
平成２８年８月２１日

戸山小学校同窓会
会長 荒井 昭一
残暑厳しき折ですが会員の皆様には、ますますご健勝にてご活躍のことと思います。
さて、恒例の同窓会総会と懇親会を、在校生ブラスバンドの参加を得て、下記のように催します。
皆様お誘いあわせの上、多数ご参加くださるようお願い申し上げ、ご案内いたします。

同窓会総会と懇親会のご案内
日 時
会 場
会 費

平成２８年１０月２２日（土）午後１時３０分～４時
母校 戸山小学校体育館 【学校敷地内全面 禁煙】
出席の方 3,000 円（維持費,懇親会費代 中学生割引あり「払込取扱票」参照）
欠席の方

1,500 円（維持費 中学生割引あり「払込取扱票」参照）「とやま」38集送付します。
維持費は皆様お納め下さい

納入方法 同封の「払込取扱票」をご利用ください。９月末日迄にお願いします。
納付方法いろいろ；
①「払込取扱票」（郵便振替用紙）は記入して郵便局のATM(機械)や窓口で処理してください。
②郵便切手でも払込出来ます。一割増しの金額の切手と「お名前等を記入した払込取扱票」を同封して
下記 ※お問合せ先へ郵送してください。
③銀行振込は「払込取扱票」にある｢ゆうちょ銀行」口座記号番号（00100-5-413678）戸山小学校同窓会
あてにお願いします。その時お名前の前に卒業回を入力して送金してください。（例 53 ﾄﾔﾏ ﾀﾛｳ）
※ 維持費･懇親会費以外の金額がある場合は、下記※お問合せ先へ銀行振込内容をお知らせください。

その他 １） 同窓会へのご連絡やご要望がありましたら、下記※お問合せ先か「払込取扱票」の
通信欄を使ってください。
２） 会員ご逝去等は、恐れ入りますが何らかの方法で、会員名、卒業回（案内封筒宛名
の数字）とご逝去日等を下記 ※お問合せ先 へお知らせください。
３） 会員名簿不備の為、ご案内が届かない方がおられます。 このような方が周りにおら
れましたら、何卒お誘いください。その情報も下記へお知らせください。
期限後 ４） ９月末日の期限が過ぎても、総会出席や維持費納入は受け付けています。 また、
欠席で維持費納入されて、出席に変更される方はお席やお弁当の準備がありますので、
申込み
下記の※お問合せ先にご一報の上、当日会場にて懇親会費をお納め下さい。
事前ご連絡の件、よろしくお願いします。
※当日の入校について⇒出入は、南門 （ロッテ前の旧正門）からとなります。 受付は館内にあります。
ご自分の卒年の受付で会誌「とやま」と名札、総会次第を受け取ってください。 履物はこちらが用意し
た袋に入れて、お席までお持ちください。
※お問合せ先―同窓会庶務係 髙橋 立行（３６回卒）
住所 〒169-0073 新宿区百人町１－７－２２－１０２
（電話、FAX、留守電） ０３－３２０２－３０５９
Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ t10tatuyuki@yahoo.co. jp
式次第 在校生のブラスバンド演奏を午後１時３０分に始め、その後総会・懇親会に入ります。
懇親会には、イベントがあります。お楽しみください。

※当日のイベント
①49回卒業の関口 純夫さんの手品をお楽しみ下さい。
②福引大会（豪華？景品を多数用意しました。）

※ホームページ
戸山小学校同窓会のホームページを開設しています。
「戸山小学校同窓会」で検索してご覧ください。戸山小学校のホームページからでも入れます。

１ 舞台発表→歌舞演芸何でも可。1組10分程度で最大３組まで募集。応募多数の場合は幹事会で決定。
少数の時は当日司会者の独断で飛び入りを認めます。
リハーサルは当日12時より13時の間に行います。

2 壁面発表→書画、写真、手芸品、その他を体育館の壁面やテーブルを利用して発表。チャリティ-的に
作品を有料で譲れますが、その代金は財政難の同窓会への寄付とさせていただきます。
使用できる壁面やﾃｰﾌﾞﾙに限りがあります。多数の場合は幹事会で決定します。
尚 販売品の飾り付け作業等は当日12時より13時の間に行います。
以上 １，２の発表の応募期限は平成２８年９月３０日。応募先は左下の※お問合せ先か、学年幹事(裏面参照)
まで。また、応募者には幹事会が専属担当者を選任し通知します。事前打合せや相談をして下さい。

追伸 会誌「とやま」のバックナンバー等を販売します。下記の在庫の数量を放出します。「払込取扱票」で申し込んで
下さい。先着順でお分けします。総会出席者には当日会場受付でお渡しします。欠席者には後日、平成２８年の
「とやま38集」と一緒にお送りします。尚、総会当日も残数を販売します。価格は各５００円です。
会誌「とやま」・地図 在庫表（2016/8/15現在）
３３集にﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰの総目次を掲載しています。参考にして下さい。
「とやま」
番号
在庫数
番号
在庫数
番号
在庫数
番号
在庫数
第１～３集
0
第１２集(1990年)
16
第２１集(1999年)
2
第３０集(2008年)
104
第４集(1982年)
84
第１３集(1991年)
30
第２２集(2000年)
56
第３１集(2009年)
89
第５集
0
第１４集(1992年)
53
第２３集(2001年)
0
第３２集(2010年)
70
第６集(1984年)
16
第１５集(1993年)
25
第２４集(2002年)
37
第３３集(2011年)
105
第７集(1985年)
69
第１６集(1994年)
73
第２５集(2003年)
18
第３４集(2012年)
160
第８集(1986年)
94
第１７集(1995年)
90
第２６集(2004年)
16
第３５集(2013年)
100
第９集(1987年)
95
第１８集(1996年)
3
第２７集(2005年)
6
第３６集(2014年)
140
150
第１０集(1988年)
79
第１９集(1997年)
90
第２８集(2006年)
86
第３７集(2015年)
第１１集
0
第２０集(1998年)
5
第２９集(2007年)
66
｢地図｣ 記憶を辿ったわが町大久保（昭和10年頃） －平成５年地図作成委員会作成－
在庫数 ５５部
注1） 「とやま7集」には戸山の地名の考察、「とやま10集」には戸山のﾙｰﾂや集団疎開の記録が掲載されています。
注2） 集団疎開関連の記事は「とやま」10集・13集・17集・27集・28集・31集に掲載されています。
注3） 「とやま15集」には『懐かしの写真帳』が載っています。戸山が原、授業風景、大久保通り、焼失前の講堂等。
注4） 「とやま33集」にﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ（２集～３２集）の総目次を掲載しています。
ＣＤの販売【払込取扱票でも申し込み受け付けます】
総会会場で、「とやま」の１集～３７集及び戦前の尋常小学校で発行された「とやま」の一部がＰＤＦで２枚に収録
されたＣＤを展示販売（売切れたら予約承り）します。（価格2,000円/2枚セット）
◎募集しています。戦前、戦中の「とやま」等をお持ちの方は同窓会に提供して下さい。CDに収録して保存します。

※参考 平成２７年度同窓会総会(2015/10/17)の出席(申込)者 名簿
来賓(３名) 山﨑 涼二校長、福井 みどり副校長、松川 美佳PTA会長、卒業会員以外の恩師(出席なし)
卒業会員（87名) 17回 遠藤(佐々木)英子、加藤（中川）仲子、20回 鈴木 重男、篠原（中川） 美代子
21回 太田 寿夫､等々力 肇、石出(福田)光枝、23回 登山 昌昭、山内 祐子、24回 加藤 眞一郎、村上 敏之、
荒井 昭一、内田 和也、野口 輝美、伊藤(稲葉) 美里、林 賀子、呉比(八野井)英子、寺町(笠原)笑子、中川 悦、
25回 大島 芳材、日髙 為昭、26回 朝倉 英一、古賀 康正、車頭 新之助、宿谷 幸之助、誓斉 豊明、原田 和郎、
細田(大野木)勝、田中 孝一、松平 新太郎、山崎 道男、蟹澤(竹見)厚子、堀江(稲垣)和子、武笠(澤野)文代、
垣見(阿部)房子、立野 成子、27回 小野 貞夫、清水 實、樺沢(松本) 弘子、古口 祐子
28回 上田 伸也、鈴木 志朗、中山 貞夫、原田 静雄、鶴田 俊正、平林 薫、村井(都筑)恵以子、長崎 章子、
都（山際）アキ子、山口(植村)雅子、山名(橋本)満子、渡辺(稲葉)冨里
29回 宿谷 健三、島崎(柴田)保子、松尾(竹見)京子、森（古賀）玲子、30回 波多野 暹、32回 石田 光基、
33回 小池 勝次、乾 松雄、針ヶ谷 純吉、森田(岸)裕子、矢花(伊勢谷)映子 34回 北村 和雄、山内 岩夫
36回小暮 雄三、山中(石垣)敬子、 高橋 立行、37回 櫻井 為公男、田中 稲生、38回 阿久津 冨士子、
40回 聖成 崇夫、福元 健二、42回兼重 徳太郎、小室 洋、宇津木沢 (佐藤)ひかり、畠山 正誠、
43回 井上 伸一、柴田 耕助、44回伊熊 和幸、48回 西岡 みどり、49回 関口 純夫、齋藤 均、
54回白鳥 嘉彦、97回 渋谷 幸汰、早川 翔、呉 真善、後上 彩香

敬称略 （ ）内旧姓

