
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この季節にしては暖かく、素晴らしい晴天に恵まれた１１月２７日（土）原宿の「ベニーレ・ベニーレ」で 

 ３回目の「職員同窓会／総会」が開催されました。 

 出席いただいたのは、男性５０名、女性３２名の会員に来賓３名の方々を加えた総勢８５名。 

 総会の前半は「お互いの出会いを大切に、より良い同窓会を目指して行きましょう」という岡部会長の挨拶 

 を皮切りに、現役職員を代表してヤマハ音楽振興会の村田理事から、最近の財団の活動報告を交えた祝辞を 

 いただきました。 

 続いて、同好会活動などで連携、支援をいただいているヤマハ東日本ＯＢ会からお招きした青木副会長より 

「これからも連携を深め、楽しい同好会活動を充実させて行きましょう」との祝辞を頂戴しましたが、同会 

からは福田事務局長もご出席下さいました。 

 次に、この１年間で亡くなられた３名の方を含め、これまで財団で活躍された諸先輩の方々を偲んで１分間 

 の黙祷。場内は厳粛な雰囲気に包まれました。 

 その後に行われた議事では、以前にお知らせした４つの議案に関する審議と採決を行い、４議案とも多数決 

をもって承認されました。 

また、議事の最後には事務局からの連絡事項を伝達させていただきましたが、それらの詳細につきましては 

別欄で確認下さい。 

 

 こうした一連の議事に続いて、１２時半からは親睦会が開宴されました。 

 出席者の中では“長老”にあたる金原さんの乾杯の音頭で食事と歓談タイムが始まりましたが、会場に設置 

 された２ケ所の大型スクリーンには「第１回東京国際音楽祭／後の世界歌謡祭）の画像が流され、いかにも 

 財団のパーティらしい雰囲気が展開されました。 

 お互いに久しぶりに顔を合わせる仲間と談笑したり、肩を組んで携帯で写真を撮りあったり…場内では握手 

 と乾杯が繰り返されて、とても和やかな姿があちらこちらで見られました。 

 そんな中、今回は「ＰＯＰＣＯＮイントロ・アーティストあてクイズ」がにぎやかにスタート。 

ＰＯＰＣＯＮや世界歌謡祭から生まれた１０曲の名曲が紹介されましたが、さすがに元職員の皆さんばかり 

なのでどの曲もイントロだけで正解が続き、用意された賞品は全てお持ち帰り…となりました。 

 また、１０曲の中で「待つわ」「一人ぼっちの部屋」「あなた」の３曲は、クイズの後に出席者全員での合唱 

 が行われ、当時に想いを馳せながら楽しそうに歌っている皆さんの姿が印象的でした。 

 

 その後、今度は全員で「ベニーレ・ベニーレ」自慢の一つであるベランダに場を移して記念撮影タイム。 

 晴れ渡った空の下、六本木ヒルズ、東京タワー、建設中の東京スカイツリーなどを一度に眺望できる素敵な 

 スポットでの集合写真撮影となりました。 

 しかし、楽しい時間はアッという間に過ぎてしまうもの。 

 定刻の１４時には、今年古希を迎えられた荒井さんの飛び入りで５００万円が当たるかもしれない…宝くじ 

 をかけてのジャンケン大会、お互いの健康と再会を期しての一本締めなどを交え、終宴を迎えました。 

 因みに、古希祝いの５００万円は石塚良一さんがゲットしましたが、残念ながらハズレでした！ 

 終宴後も会場の出口付近では、連絡先をやり取りしたり、握手したりと、名残りを惜しむ姿が多く、来年の 

 再会を約束する方々も見受けられました。 

 

 こうして今年の「第３回総会」も無事に終了しましたが、同窓会事務局では「今後更に工夫を凝らし、一人 

 でも多くの皆さんに参加いただける会にして行かなければならない」との想いを強くしました。 

 やはり“同じ釜の飯を食った者”同士、せめて１年に１回は顔を合わせることでお互いの健康を祝い、共に 

 頑張ってきた時代を振り返ることは、人生に楽しいページを加えることになるのではないでしょうか？ 
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第３回総会のご報告 
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会員の皆様 
今年も押し迫ってきましたが、お元気に 

お過ごしのことと思います。 

今回は総会のご報告も含めていろいろ 

ありますので、ゆっくりお読み下さい。 



 

 

 今回の「財団職員同窓会第３回総会」では、４議案について以下のとおり採決が行われました。 

 

 今回の採決に際する定数  総会案内発送数 ３６１名 

              返信数     ２５４名 

              総会出席者数   ８２名（総会出席者中の会員のみの人数） 

 

 議案－１ 同窓会会員規約改訂の件 

 

主旨説明  職員同窓会も設立から３年を迎え、会員の皆様からも様々なご要望が寄せられるため、規定を 

明確にしておくべき事項が出て参りました。 

つきましては、現行の「同窓会会員規約」について、一部の改訂を実施したいと思いますので 

ご審議をお願い致します。 

       採決結果 ハガキ返信による賛成２５１名、及び総会当日の拍手多数にて承認されました。 

 

議案－２ 事務局員任期並びに選任承認の件 

 

主旨説明  現在、事務局員は「第１回総会」にてご承認いただきました各氏に加え、その後の呼びかけに 

応じていただきました方々を含む下記メンバーによって構成されておりますが、これまで任期 

を定めておりませんでした。 

そこで、今回は議案－１にて提案させていただきました「会員規約の改訂」に事務局員任期を 

定めたいと思います。 

また、来年の「第４回定期総会」までの１年間、下記メンバーを事務局員として選任致したく 

併せてご審議をお願い致します。 

 

       ２０１０年～２０１１年 事務局員（五十音順・敬称略） 計１６名 

         会 長  岡部千尋 

         局 員  荒井輝四郎 ・ 石井ふみ子 ・ 石原勝年 ・ 生駒芳正 ・ 袰川昌代 

   烏野隆弘  ・ 大野睦雄  ・ 大屋 洵 ・ 越智竜尚 ・ 岸  昭 

              柴原一女  ・ 鶴岡悦子  ・ 西岡 晃 ・ 山口昌則 ・ 渡部美穂子 

       採決結果 ハガキ返信による賛成２５０名、及び総会当日の拍手多数にて承認されました。 

 

 議案－３ 同窓会会員名簿配布の件 

 

主旨説明  現在、同窓会の登録名簿には約３６０名の方々にご登録いただいておりますが、事務局あてに 

       「○○さんの連絡先を教えて欲しい」といったお問い合わせが増えて参りました。 

       こうしたお問い合わせにお応えすることは「会員相互の親睦」を第一義とする同窓会の主旨に 

       照らして当然のことと思いますが、一方では、ご承知のとおり昨今の「個人情報保護」の風潮 

から、慎重な対応が求められております。 

また、個別のお問い合わせにお応えすることは、事務局員個人の判断に委ねざるを得ない部分 

もあり、公正を欠くことにもなりかねません。 

つきましては、この際、ご登録いただいております皆様の“相互信頼”を拠り所とし「同窓会 

会員名簿」を作成の上、会員各位に配布したいと思いますので、ご審議をお願い致します。 

 

記載項目  配布する名簿には以下の項目を掲載します。 

・お名前   → 既婚の方、改名された方につきましては旧姓も掲載します。 

・郵便番号 

・ご住所 

・お電話番号 → 固定電話・携帯電話の何れか一つを掲載します。 

 

 補足説明  ① 名簿は、同窓会会員の方に限定して配布するものとし、事後の使用・管理に関する責任は 

         会員各位にてお願い致します。 
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第３回総会 議案採決のご報告 



       ② 名簿は、原則として１年に１回事務局にてメンテナンスを行い、総会開催時期に合わせて 

         配布するものとします。 

③ 名簿の掲載項目は、同封の「総会出欠確認・名簿掲載項目確認葉書」にご記入いただいた 

内容とします。 

       採決結果 ハガキ返信による賛成２３９名、及び総会当日の拍手多数にて承認されました。 

 

議案－４ 未通信会員への対応の件 

 

主旨説明  本同窓会は発足以来、会員の皆様から寄せられる情報を基に名簿のメンテナンスを行い、前述 

      のとおり現在では約３６０名の規模となっておりますが、これまでの諸連絡について、一切の 

       ご返信を頂戴できない方々がいらっしゃいます。 

       本同窓会では会費を徴収せず、通信費に関しては財団本部のご好意によって運営しております 

       ため、こうした状況は通信費の無駄遣いにもなりかねません。 

       つきましては、今回のこの議案に対するご返信をいただけない方につきましては、次回以降の 

       諸連絡を停止させていただきたく、ご審議をお願い致します。 

 

 補足説明  この対応は「同窓会からの除外」を意味するものではありません。 

       従って、名簿からの登録抹消は行わず、連絡物の発送のみを停止させていただく処置ですので 

       お申し出があれば、発送を再開致します。 

       採決結果 ハガキ返信による賛成２４１名、及び総会当日の拍手多数にて承認されました。 

 

 

 

 

総会に出席された皆様には会場でお配りしましたが、ご欠席の方には同封のとおり「寄稿文集 第２号」を 

 発刊しました。 

 ご多忙の中、原稿をお寄せ下さった方々、本当にありがとうございました。 

 尚、文集の作成に際しまして、今回は下記の皆様から広告出稿へのご協力を頂戴しました。 

この紙面をもって同窓会会員一同からの感謝の気持ちを伝えさせていただきます。 

 

  寄稿文集第２号広告出稿協力社 ♪ 雅流懐石 愚為庵＆大地農園 

                 ♪ 株式会社 ＴＯ－ＯＮ 

                 ♪ ＹＡＭＡＨＡ ＭＵＳＩＣ ＭＥＤＩＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 

                 ♪ 株式会社 銀座クルーズ 

                 ♪ 株式会社 ヤック 

 

 また、次号作成の際の参考とさせていただくため、今回の寄稿文集をお読みになった皆様のご感想をお聞き 

 したいと思いますので、ぜひ４ページに記載の事務局アドレスあてにご感想をお寄せ下さい。 

 

 

 

 

 １．同窓会会員規約について 

    

前述のとおり、今回の総会において「同窓会会員規約」の一部改訂を行うこととなりました。 

   改訂後の会員規約につきましては、次回の送付物配布の際、皆様にお届けする予定です。 

 

 ２．第３回総会の写真が「東日本ヤマハＯＢ会」ホームページにも掲載されます 

 

１ページの中でもご報告しましたように、今回の総会には「東日本ヤマハＯＢ会」からも来賓をお招き 

   しましたが、１２月下旬頃から下記のホームページにも総会の写真が掲載されることになりました。 

   この機会に、ぜひ「東日本ヤマハＯＢ会」ホームページもご覧下さい。 

 

   東日本ヤマハＯＢ会ホームページアドレス  http://nobyamaha-tky.web.infoseek.co.jp 
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寄稿文集 第２号について 

事務局からの連絡事項 



３．同好会へのご参加、新設のお薦め 

 

   現在活動している「ゴルフ同好会」と「テニス同好会」も、徐々に新しい参加者の方が増えてきました 

   が、更に多くの皆様のご参加をお待ちしています。 

   また、新しい同好会設立のご提案もお待ちしていますので、ぜひお気軽にご相談下さい。 

 

４．同窓会への新規加入者をお誘いいただく際のお願い 

    

事務局では常時、新しい加入者（現名簿で把握できていない方）の情報を求めていますが、会員の皆様 

   が該当の方をご紹介いただく際、ぜひ事前に「同窓会加入への意思確認」を行っていただくようお願い 

   します。 

   理由としては、情報だけを頂戴して事務局からご本人に連絡を差し上げた際、唐突に感じられることと 

   どこから情報を入手したのか不審に思われることを避けるためですので、ぜひご理解とご協力をお願い 

   します。 

 

５．事務局へのご連絡について 

    

現在のところ、同窓会事務局としては連絡用の電話を持っておりません。 

ご連絡は、下記のメールアドレスあてにお願いします。 

着信確認後、数日中に事務局より返信連絡をさせていただきます。 

 

同窓会事務局メールアドレス  z.dousoukai@gmail.com 

 

６．ＹＭＭ発刊「ＰＯＰＣＯＮ ＣHＲＯＮＩＣＬＥ（ポプコン・クロニクル）」のご案内 

 

   今回の総会では、ＹＭＭから菅さんにお越しいただき、今春発刊されて音楽関係者の中で大きな話題に 

   なっている「ＰＯＰＣＯＮ ＣHＲＯＮＩＣＬＥ」の展示・即売を行いました。 

   この本は、ＰＯＰＣＯＮの意義、歴史、裏話などをまとめたもので、ファン必見の一冊ですが、会員の 

   皆様には，当時を振り返る貴重な資料でもあると思います。 

    

   ご購入につきましては、アマゾンをはじめ、ＷＥＢ書店の 

   ご利用が便利です。 

    

   お問い合わせは、以下までお願いします 

    〒171-0033 

    東京都豊島区島田３－１９－１０ 昭栄高田馬場ビル５Ｆ           定価 

    株式会社 ヤマハミュージックメディア                   １，８００円＋税 

      TEL    03-6894-0253 

            e-mail  yosio_kan@gmx.yamaha.com 担当／菅 義夫 

 

７．配布用名簿の作成とお届けについて 

 

   ２ページに記載のとおり、今回の総会で「同窓会会員名簿配布の件」が承認されました。 

   つきましては、改めてご返信いただいたハガキの内容を確認の上、配布用名簿の作成にとりかかります 

   が、完成は１月末頃、皆様への配布は２月中旬頃となる予定です。 

   名簿に記載するのは、名前（旧姓を含む）・住所・電話番号（固定 or携帯電話何れか１番号）の３項目 

ですが、以前に返信されたハガキに書かれた内容に変更のある方は至急、事務局までお申し出下さい。 

 

８．今回の同封物について 

 

   ＹＭＦと同窓会通信につきましては皆様共通ですが、今回の総会にご出席いただきました皆様には当日 

   の「集合写真」（１枚）を、また、ご欠席の皆様には「寄稿文集第２号」（１冊）を同封しました。 
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 本年度２回目の合宿は、御殿場「時之栖／ときのすみか」で開催しました。 

 ここは財団同窓会会員の小笠原さん推薦の会場ですが、広大なエリアに５ケ所の宿泊施設、４つの温泉施設 

 と数え切れないフードコートを兼ね備えた、何ともすごいレジャー施設です。 

 前回同様、財団ＯＢが５名参加しましたが、女性も４名とますます華やかな合宿になりました。 

開催日  １０月７日（木）～８日（金） 

  宿 泊  ホテル時之栖 

  参加者  財団職員同窓会 清水・鈴木・上林・小笠原（日帰り）・川島（日帰り） 

       ヤマハＯＢ会  山崎・山内・夏原夫妻 

 

 当日は１２：３０に現地集合、テニスコートでランダムペア・ランダム対戦の各人４ゲームをプレイ。 

 お楽しみの夕食は、和洋中華料理のバイキング＋５種類の御殿場高原ビール飲み放題＋北海道祭タラバガニ 

食べ放題までがセットされ宿泊費に含まれている…という超豪華版！ 

温泉施設も素晴らしく、テニス・食事・温泉と楽しみ、これだけの内容で１泊２食付（飲み放題込み）１名 

９，５００円～１１，５００円とは驚き！ 

 

 ２日目も好天に恵まれ、総勢９名で合宿最後の決戦に臨み、午前中3時間、熱戦に次ぐ熱戦が繰り広げられ 

ましたが、ケガ人もなく１人４ゲームを無事に終了しました。 

 最終結果は… 

  １位 夏原夫人  ２８ポイント  ４位 上林健吾  ２４ポイント 

  ２位 山内良久  ２６ポイント  ５位 夏原雄二郎 ２４ポイント 

  ３位 小笠原恵子 ２４ポイント  ６位 清水ゆり子 ２３ポイント 

     ※ 同率ポイントが３名でしたが「女性優先」＆「年齢優先」のルールにより順位を決定。 

 尚、夏原夫人は準会員のため、表彰対象となる１位には山内さんが獲得し、山崎代表世話人より優勝カップ 

 と表彰状を授与されました。 

 その後、最後は施設内のイタリアンレストランでお別れ昼食会を開催しましたが、この日はライブバンドが 

 入っており、リクエスト曲に応えるというサービスがあったため、我がテーブルでは「ベサメムーチョ」と 

 「キサス・キサス・キサス」をリクエスト。全員大合唱のうちに、合宿の打ち上げを迎えました。 

（合宿レポート／ヤマハＯＢ会 夏原雄二郎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 テニス同好会では、今回報告した合宿をはじめ、定期的 

 な練習も行っています。 

 経験の有無や、うまい、ヘタなど一切関係なく、楽しい 

 テニスが目的ですので、いつでも新メンバーは大歓迎！ 

 ぜひ気軽に参加してみて下さい。 

 

 職員同窓会窓口 西岡 晃 

 携帯電話    ０９０－５８６０－０９５０ 

  メール     nishioka@d03.itscom.net 
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テニス同好会ニュース 



 

 

 

第13回財団ヤマハOBゴルフ親睦会のご報告 

 

今年最後（３回目）のＯＢゴルフコンペを１１月９日（火）少し雪を冠した霊峰富士山を望むことができる 

「裾野カンツリー倶楽部」にて開催しました。 

当日は「天気良好なれど風強し」で参加者全員スコアメイクに苦労する天候でしたが、いつものように和気 

あいあいの楽しい一日となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者はＯＢ・ＯＧだけでなく現役の方、初参加されたＯＢの友人の方、取引先の方を含め３組／１０名に 

よるハンディキャップ戦で行われました。 

優勝は今年還暦を迎えられた長谷川彰介さん（ヤマハミュージックコミュニケーションズ在籍）で、入賞者 

は下記のとおりでした。 

また、ニアピン賞は、井上桂子さん（８番）と山本健司さん（１７番）が受賞されました。 

 

順 位 プレイヤー名 グロス ＨＤＣＰ ネット 

優 勝 長谷川彰介 １０８ ２６ ８２ 

準優勝 大亀 最治 １０４ ２１ ８３ 

３ 位 井上 桂子 １１９ ３２ ８７ 

 

                              レポート：ゴルフ同好会事務局 烏野隆弘 

 

当ゴルフ同好会は随時募集しております。ご興味のある方は、下記のメールアドレスまでご連絡下さい！ 

事務局：烏野隆弘 unofamily@jcom.home.ne.jp 
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ゴルフ同好会ニュース 

mailto:unofamily@jcom.home.ne.jp
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第３回総会 フォトアルバム 


