
平成３１年・令和元年度　６期校友会活動報告

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１班 史跡巡り 4/26赤坂界隈探訪　中止

4/9 浦和CC.第１５集会室4/5 音楽クラブ 4/10.24

43/54名　79%出席 パソコンクラブ 4/3総会
花散策 4/19旧芝離宮恩賜庭園

４月理事会 ＨＰ更新随時 ゴルフクラブ 4/8星の宮

仲本公民館4/30 グラウンドゴルフ 4/9,(4/24,5/14　1.2.6期交流戦中止)

5 連合会・総会 ハイキング5/17　担当７班 連合会 六史会

5/14 野田清水公園 会費支払い グリーンE. 5/1.29

講演会5/17 ツツジ鑑賞とBBQ会食 あすなろPC. 5/15.29

明智光秀の 参加２２名（ゲスト２名） 花散策 5/24伊奈町バラ園

生涯 さくら会 5/20あさひヶ丘

ラウンド６ 5/22

協議会理事会 ６月理事会 学習会6/19　　担当８班 校友会だより 六史会 6/28ヤブカンゾウ鑑賞中止

6 6/11 仲本公民館6/14 仲本荘・参加者37名 １２７号・6/17 グリーンE. 6/30仲本公ミニコンサート

「リンパとツボを押して 特集 あすなろPC. 6/5,19

五臓を若がえさせる」 「総会・ 花散策 6/26旧古河庭園と巣鴨地蔵

講師；飯田信子氏 清水公園散策」 さくら会 6/21ハーモニーヒルズ

ラウンド６ 6/6     6/21大会

7 協議会 ７月理事会 学習会7/18　　担当４班 校友会だより 六史会 7/26暑気払い

HP委員会 仲本公民館7/4 仲本荘・参加者３１名 １２８号・7/18 グリーンE. 7/11.31

7/10 交通事故防止 リンパとツボの あすなろPC. 7/3,17

（車・自転車・歩行者） 健康講座、 花散策 7/31暑気払い

浦和おどり 講師；伊藤憲児氏 クラブ活動 さくら会 7/10板東ゴルフクラブ

7/14 （ラウンド６，花散策 ラウンド６ 7/10,24

グリーンエコー）

8 協議会理事会
8/13

9 ９月理事会 音楽鑑賞9/28　担当５班 校友会だより 六史会 9/14行田市探訪　田んぼアート

グラウンド 仲本公民館9/19 P.E.映像シアター １２９号・9/28 グリーンE. 9/18,24

ゴルフ 参加者６３名（ゲスト２８名） 特集 あすなろPC. 9/4,18

大会9/25 「ジャズとポップス演奏」 「自転車事故など 花散策 9/13深谷渋沢栄一記念館

ローズマリー楽団 　交通事故防止」 さくら会 9/9板東ゴルフクラブ中止

ラウンド６ 9/11,20

10 協議会理事会 １０月理事会 学習会10/30　　担当２班 校友会だより 上期 六史会

10/8 仲町公民館10/16 仲本荘・参加者３４名 １３０号・10/30 状況報告 グリーンE. 10/9,16

「シニア世代の 特集 あすなろPC. 10/   30

１３期 　歯の健康」 「ジャズとポップス 花散策 10/25新宿御苑　中止

マリンバ演奏会 講師；奥村龍氏 　演奏会」 さくら会 10/7唐沢ゴルフクラブ

10/31 ラウンド６ 10/3,23

11 ボウリング １１月理事会 演芸鑑賞11/15　担当９班 校友会だより 六史会

大会11/21 仲町公民館11/8 浅草演芸場・参加者２７名 １３１号・11/15 グリーンE. 11/30緑区音楽祭・10/6,19

落語、曲芸、奇術 特集 あすなろPC. 10/6,20

１０期 講談、コントなど１９座 「シニアのための歯 花散策

タンゴ演奏会  の健康講座、 さくら会 11/18栃木カントリー

11/5 企画全体会議11/19  あすなろPC旅行」 ラウンド６

歌舞伎 企画部会11/20
11/25
協議会理事会 １２月理事会 講演会12/11　　担当４班 校友会だより 六史会 12/6神宮外苑探訪

12 12/10 仲町公民館12/3 仲本荘・参加者28名 １３２号・12/11 グリーンE. 12/7,13

「新聞編集の秘話 特集 あすなろPC. 12/4,18

　・時事問題解説」 「浅草演芸場鑑賞、 花散策 12/20忘年会

講師；野口晴久氏 六史会国立競技場 さくら会 12/9アゼリアヒルズ

周辺探訪」 ラウンド６ 12/12,25

R２1 １月理事会 学習会1/17　　担当５班 校友会だより 六史会 1/31新年会

仲本荘1/7 仲本荘・参加者38名 １３３号・1/17 グリーンE. 1/30

サクソホン 「心臓の話 虚血性疾患 特集 あすなろPC. 1/8,22

演奏会 　（狭心症と心筋梗塞）」 「新聞編集の秘話 花散策

1/16 講師；辻　直基氏 　・時事問題解説」 さくら会 1/14新年会

ラウンド６ 1/9

協議会理事会 ２月理事会 講演会2/14　　担当５班 校友会だより 六史会

2/12 仲本荘2/7 仲本荘・参加者38名 １３４号・2/14 グリーンE. 2/10、１４,　　　2/10新年会

2 連合会文化祭 「城の話　 特集 あすなろPC. 2/5,19

作品展2/14-17 現存天守閣１２城紹介」 「心臓の話 花散策

芸能発表会 講師；大久保満男氏  虚血性疾患 さくら会

2/16 （狭心症と心筋梗塞）」 ラウンド６ 2/26

会報 ３月理事会 懇親会3/30　　担当７班 校友会だより 会計 六史会 3/6赤坂界隈探訪　中止

さくらそう１４号 プラザイースト3/18 １３５号・3/30 締め3/20 グリーンE.

3 ロンドンナショナル 3/18理事会にて中止 特集 あすなろPC. 3/5
ギャラリー展 プラザイースト3/30 「城の話　現存　 収支報告 花散策

西洋美術館 　天守閣１２城紹介」 監査 さくら会 3/16皆川城カントリー

3/3-6/14 来期予算 ラウンド６

クラブ
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