
16161616 年年年年以前以前以前以前のののの日程日程日程日程等等等等（16.12.31 現在） （網掛けは関連団体主催） 

1111６年６年６年６年        会務・行事内容会務・行事内容会務・行事内容会務・行事内容    会会会会    場場場場    備備備備    考考考考    

２２２２月月月月    7（土） 第 3 回役員会（第 1 回実行委

員会） 

清龍南池袋店 会務・2 月予算見

積、同窓会実施計

画審議 

    21（土） とくのしま物産フェア 代々木公園 有志で出店 

３３３３月月月月        

４４４４月月月月    3 日（日） お花見会 外濠公園 有志 

    17（日）13-17 時 渋谷・鹿児島おはら祭練習会 東十条小体育館  

    23（土）17 時 第 4 回役員会（第 2 回実行委

員会） 

清龍南池袋店  

    24（日） 関西配田ヶ丘会同窓会総会 尼崎・ホップインアミング 会長、幹事長、事

務局長参加 

    30（土）13-17 時 渋谷・鹿児島おはら祭練習会 東十条小体育館  

５５５５月月月月    14 日（土）13-17 時 渋谷・鹿児島おはら祭練習会 東十条小体育館  

    22（日）13-17 時 渋谷・鹿児島おはら祭練習会. 東十条小体育館  

６６６６月月月月    4（土）17 時 第 5 回役員会（第 3 回実行委

員会） 

清龍南池袋店  

    4（土） 関東安陵会総会 上野・精養軒 会長出席 

    5（日）13-17 時 渋谷・鹿児島おはら祭練習会   

    12（日） 渋谷・鹿児島おはら祭 渋谷・道玄坂一帯  

    25（土）17 時 第 6 回役員会（第 4 回実行委

員会） 

清龍南池袋店  

    26（日） 関東前田ヶ丘総会 主婦会館 会長・幹事長出席 

７７７７月月月月    8（金）17 時 第 7 回役員会（第 5 回実行委

員会） 

清龍南池袋店  

    18（月、海の日） 第 16 回同窓会総会 ホテルグランドヒル市ヶ谷  

９９９９月月月月    10（土） 第 1 回役員会兼暑気払い 清龍南池袋店  

１０１０１０１０月月月月    30（日） 東京奄美会総会・懇親会 大井町・きゅりあん  

１１１１１１１１月月月月    13（日） ともしび会総会 清龍南池袋店  

    20（日） 関東古高会総会 主婦会館プラザエフ  

    26（土） 第 2 回役員会兼忘年会 清龍南池袋店  

１５１５１５１５年年年年        会務・行事内容会務・行事内容会務・行事内容会務・行事内容    会会会会    場場場場    備備備備    考考考考    

１１１１月月月月    17（土）13 時 皇居一周ウォーキング（約 5k） 有楽町駅前集合  

    24（土）17 時 第 3 回役員会事前打合せ ルノアール池袋パルコ横店  



２２２２月月月月    7（土） 第 3 回役員会（第 1 回実行委

員会） 

清龍南池袋店 会務・予算見積、同

窓会実施計画審議 

３３３３月月月月    15（日）13-17 時 渋谷・鹿児島おはら祭練習会 東十条小体育館  

４４４４月月月月    19（日）13-17 時 渋谷・鹿児島おはら祭練習会 東十条小体育館  

    25（土）17 時 30 分 第 4 回役員会（第 2 回実行委

員会） 

  

    29（水、祝日） 渋谷・鹿児島おはら祭練習会 東十条小体育館  

５５５５月月月月    2 日（土） 渋谷・鹿児島おはら祭練習会 東十条小体育館  

    6（水、祝日） 渋谷・鹿児島おはら祭練習会. 東十条小体育館  

    10（日） 渋谷・鹿児島おはら祭練習会 東十条小体育館  

    17（日） 渋谷・鹿児島おはら祭 道玄坂一帯  

    23（土） 第 5 回役員会（第 3 回実行委

員会） 

  

    30（土） 会食メニュー等打合せ ホテルグランドヒル市ヶ谷  

６６６６月月月月    6（土） 関東安陵会総会 上野精養軒 招待受け会長・幹

事長出席 

    20（土） 第 6 回役員会（第 4 回実行委

員会） 

  

    下旬 本部配田ヶ丘同窓会 奄美市 招待受け会長・幹

事長出席 

７７７７月月月月    4（土） 第 7 回役員会（第 5 回実行委

員会） 

  

    12（日） 関西配田ヶ丘会総会 ホテル「ホップインアミン

グ」 

招待受け会長・幹

事長出席 

    15（水） 執行委員会 津田事務所 会長ほか 5 名 

    20（月、祝日） 第 15 回東京配田ヶ丘同窓会

総会 

ホテルグランドヒル市ヶ谷 

 

 

８８８８月月月月    29（土）17：30～ 第 1 回役員会兼暑気払い 清龍南池袋店  

１１１１１１１１月月月月    15（日） 都内紅葉名庭園巡り 京浜東北線上中里駅集合  

    22（日） 関東古高会総会 主婦会館  

    22（日） ともしび会総会 五反田  

１２１２１２１２月月月月    12（土）17：30～ 第 2 回役員会兼忘年会 清龍南池袋店  

１４年１４年１４年１４年 日日日日        時時時時 会務･行事内容会務･行事内容会務･行事内容会務･行事内容 会会会会            場場場場    備備備備            考考考考 

２２２２月月月月 1 日（土）１７時 第３回役員会（第 1 回実行委員

会） 

清龍南池袋店 会務・予算見積、同

窓会実施計画審議 



３３３３月月月月    下旬 渋谷・鹿児島おはら祭練習会 東十条小体育館  

４４４４月月月月    初旬 渋谷・鹿児島おはら祭練習会 東十条小体育館  

    ２０日（日） 第２０回関西配田ヶ丘会 ホテル「ホップイン」ア

ミング 

会長、幹事長出席 

    ２６日（土） 第４回役員会（第２回実行委員

会） 

後日決定  

    下旬 渋谷・鹿児島おはら祭練習会 東十条小体育館  

５５５５月月月月    初旬 渋谷・鹿児島おはら祭練習会 東十条小体育館  

    １８日（日） 渋谷おはら祭 渋谷道玄坂一帯  

 ２４日（土） 第５回役員会（第３回実行委員

会） 

後日決定 

 

 

６６６６月月月月    ７日 関東安陵会総会 上野精養軒 招待受け会長、幹

事長出席 

 ２１日（土） 第６回役員会（第４回実行委員

会） 

後日決定  

 下旬 本部配田ヶ丘同窓会 奄美市内 招待受け会長、幹

事長出席 

７７７７月月月月    ５日（土） 第７回役員会（第５回実行委員

会） 

後日決定  

    ９日（水） 執行部会   

    １３日（日） 第１４回東京配田ヶ丘同窓会

総会 

ホテルグランドヒル市ヶ谷  

８８８８月月月月        

９９９９月月月月    ６日（土） 総会反省会・暑気払い 清龍南池袋店  

１０月１０月１０月１０月    初旬 皇居一周ウォーキング（約５

Km、２ｈ～２．５ｈ） 

桜田門スタート  

１１月１１月１１月１１月    初旬 関東古高会総会 

ともしび会総会 

 招待受け会長、幹

事長出席 

１２月１２月１２月１２月    初旬 第２回役員会兼忘年会 後日決定  

１３年１３年１３年１３年 日日日日        時時時時 会務･行事内容会務･行事内容会務･行事内容会務･行事内容 会会会会            場場場場    備備備備            考考考考 

２月２月２月２月 ２日（土）１７時～ 第３回役員会 清龍南池袋店  

３月３月３月３月    ２３日（土）１７時～ 第４回役員会 清龍西口店  

４月４月４月４月    １３日（土）１７時～ 第５回役員会 清龍南池袋店  

    ２１日（日） 関西配田ヶ丘会総会 ホテル「ホップイン」ア

ミング 

会長、幹事長出席 



５月５月５月５月    １９日（日） 渋谷おはら祭り 渋谷道玄坂一帯  

 ２５日（日）１７時～ 第６回役員会   

６月６月６月６月    １日（土） 関東安陵会 上野精養軒  

 ８日（土）１７時～ 第７回役員会   

                １２日（水） 第８回役員会（執行部会）   

    １６日（日） 第１３回同窓会総会 日本民謡会館 JR 大井町駅近く 

        

８月８月８月８月     総会反省会暑気払い   

１０月１０月１０月１０月    ６日（日） 奄美群島日本復帰奄美群島日本復帰奄美群島日本復帰奄美群島日本復帰 60606060 周年記周年記周年記周年記

念大会念大会念大会念大会 

渋谷公会堂  

１２月１２月１２月１２月    ７日（土） 役員会兼忘年会 会場未定、後日連絡  

        

        

１２年１２年１２年１２年 日日日日    時時時時    会務･行事内容会務･行事内容会務･行事内容会務･行事内容    場場場場            所所所所    備備備備    考考考考    

１２月１２月１２月１２月    ８日（土） 役員会・忘年会 清龍池袋西口店  

 

    


