
令和２年度　６期校友会活動計画（案）

月 連合会・協議会 総務 企画 広報 会計
4 協議会理事会 定期総会　　 担当9班 史跡巡り 4/24本郷界隈探訪　

4/14 浦和CC.第１５集会室 4/3 音楽クラブ 4/16.30　4/23緑区音楽祭打合

　　/５１名　  %出席 パソコンクラブ 4/1総会,15
花散策

ＨＰ更新随時 ゴルフクラブ 4/6   
グラウンドゴルフ 4/7総会,8,22

5 連合会・総会 ５月理事会 課外活動5/13　担当8班 連合会 六史会 5/

東天紅　5/12 仲本公民館5/8 daiichi sankyoくすり 会費支払い グリーンE. 5/

museumの見学 あすなろPC. 5/6.20

参加　　名 花散策 5/

さくら会 5/11

ラウンド６ 5/

協議会理事会 ６月理事会 学習会6/1２　　担当１班 校友会だより 六史会 6/

6 6/9 仲本公民館6/ 仲本荘・参加者　　名 136号・6/ グリーンE. 6/

「東京オリンピック・ あすなろPC. 6/

１５周年記念文集 パラリンピックに関わろう」 花散策 6/

実行委員会6/ 講師；さいたま市 さくら会 6/

ラウンド６ 6/ 

7 協議会 ７月理事会 会員発表7/1７　　担当２班 校友会だより 六史会 7/ 

HP委員会 仲本公民館7/ 仲本荘・参加者　　名 137号・7/ グリーンE. 7/

7/ 会員各位の出身地 あすなろPC. 7/

のお国自慢 花散策 7/   

１，２，３，４，９班 さくら会 7/

ラウンド６ 7/

8 協議会理事会 １５周年記念文集
8/12 実行委員会8/

9 ボウリング ９月理事会 会員発表9/18　　担当6班 校友会だより 六史会 9/

大会9/17 仲本公民館9/ 仲本荘・参加者　　名 138号・9/ グリーンE. 9/

会員各位の出身地 あすなろPC. 9/

講演会9/ のお国自慢 花散策 9/

光秀VS秀吉 5，6，7，8 班 さくら会 9/

ラウンド６ 9/

10 協議会理事会 １０月理事会 課外活動10/9　　担当3班 校友会だより 上期 六史会 10/

10/13 仲本公民館10/ 参加者　　名 139号・10/ 状況報告 グリーンE. 10/

防衛省市ヶ谷駐屯地 あすなろPC. 10/ 

13期　マリンバ １５周年記念文集 の見学 花散策 10/

演奏会　10/29 実行委員会10/ さくら会 10/

ラウンド６ 10/

11 グラウンドグルフ １１月理事会 課外活動11/２０　担当４班 校友会だより 六史会 11/

大会　11/ 仲本公民館11/ 参加者　　名 140号・11/ グリーンE. 11/　　　11/3仲本公民館文化祭

クリーンセンター大崎 あすなろPC. 11/

10期　タンゴ の見学 花散策 11/

演奏会　11/2 さくら会 11/

企画全体会議11/ ラウンド６ 11/

歌舞伎 企画部会11/

協議会理事会 １２月理事会 音楽鑑賞12/18　担当４班 校友会だより 六史会 12/

12 12/8 仲本公民館12/           ・参加者   名 141号・12/ グリーンE. 12/5 緑区音楽祭

「ゴスペルコンサート あすなろPC. 12/

１５周年記念文集 clap&taps」 花散策 12/

実行委員会12/ 鑑賞 さくら会 12/

ラウンド６ 12/

R２1 １月理事会 講演会1/15　　担当7班 校友会だより 六史会 1/

仲本公民館 1/ 仲本公民館・参加者　　名 142号・1/ グリーンE. 1/

「祭囃子・獅子舞・ あすなろPC. 1/

　おかめひょっとこ舞」 花散策 1/

さくら会 1/

ラウンド６ 1/

協議会理事会 ２月理事会 講演会2/19　　担当５班 校友会だより 六史会 2/

2/9 仲本公民館 2/ 仲本荘・参加者  名 143号・2/ グリーンE. 2/

2 連合会文化祭 「城の紹介partⅡ　」 あすなろPC. 2/

作品展2/19-22 １５周年記念文集 花散策 2/

芸能発表会2/21 実行委員会2/ 講師；大久保満男氏 さくら会 2/

ラウンド６ 2/

会報 ３月理事会 懇親会3/19　　担当７班 校友会だより 会計 六史会 3/

さくらそう１5号 仲本公民館 3/ 144号・3/ 締め3/ グリーンE. 3/

3 仲本公民館 3/ あすなろPC. 3/

15期　オペラ歌手 収支報告 花散策 3/

演奏会　3/ １５周年記念文集 監査 さくら会 3/

発行　3/ 来期予算 ラウンド６ 3/

クラブ
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