
国立音楽大学附属 高等学校同窓会

母校では、荒木泰俊校長 (同窓会最高顧間)が
勇退され、星野安彦同窓会会長が 4月 より校長に

就任 します。

荒木先生には引き続き同窓会顧間としてア ドバ

イスをいただきたいと存 じます。

星野安彦会長 (1975音26)の校長就任に伴い、

大友太郎副会長 (1973音 24)が 4月 より会長に

就任します。また後任の副会長には事務局長兼任で五十嵐稔 (1985音 36〉・が任に当たります。

(本年IH月 20日 (日 )の総会にて承認の運びとなります)61西川信子 (1968普3)副会長は引

き続き在任します。

こ|つtヽて

音高で学び音楽観を共有する卒業生の皆様が

主催する音楽教室を、皆様と母校 とのより緊密

な連携を目指 して「国立音楽大学附属高等学校

認定音楽教室」として認定 していただけること

となりました。また、卒業生でない場合も、校

長判断にて認定とな

る場合 もあ りますの

で、大学からご一緒

だった方や、音楽を

なさる同僚にもお声

掛けください8・

左より  ■ |       ‐|  ‐

大友新会長、星野新校長、荒木校長、吉野副校長
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◆ ◆ ◆ 認定音楽教室の特典 ◆ ◆ ◆

*認定証及びプレートの提供

*教室のホームページ、各種印刷物に認定音楽
教室である旨を掲載出来ます

*学校紹介リーフレット等が送られてきます

*教室主宰発表会などで本校施設を利用する
ことができます(要相談)

*教室所属レッスン生が本校の入学を希望する
場合、様々なご相談に応じます
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「認定音楽教室の申請について」
同窓会ホームページより書式をダウンロードして、音高事務室へ申請してください。

また、ダウンロードが出来ない場合は申請書の取り寄せを事務室にご連絡ください。

同窓会ホームページ http:〃www.kunitachio量ou.org/

【お問い合わせ先】                        ‐

国立音楽大学附属高等学校事務室

〒186-0005国 l T朽西2-12-19 TEL042-572-411l  FA× 042-5フ 3-7962

■ギ長寵:ti

音高同窓会Faceb00kQ‐ Rコ ード

音高同窓会の「今」を知る

同窓会から同窓生と繋がって

智の財産を分かち合おう

httpL`/"青 w.faccbook.colゴ
||  ‐ l  oukoudousoukai/

_会員の皆様の交流を、より

深めていただけるようにSNS
を利用した活動にも取リー組ん

でいきたいと考えております。

演奏会情報やご活躍、また

お店などの紹介等様々な情報

をお寄せく.だ さい。||‐
.皆

様の「い |ヽヽ
ね tJを お待

ちしております:‐■■| ‐.

従来の公式ホ■ム|ぺ ●ジも

よろしくお願いいたします。

http://¬、″w kunitachiOnkou org/
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会員の皆様、お変わりございませんか。お元気でお過ごしのこ

ととお慶び申し上げます。また本日国立音楽大学附属高等学校
をご卒業の皆様、本当におめでとうございます。心よりお祝い申し

上げます。

昨年もミュージックフェスタ2015、 芸術祭バザー、総会、パー

ティーを様 な々方々のお力添えを賜り、無事に行うことが出来まし

た。Lcebookや ホームページでもその様子は紹介されておりま

すが、本会報でも改めてご覧いただければ幸いです。日頃のお忙
しい中、同窓会のために貴重なお時間をご提供くださり、準備か

ら当日進行まで運営された理事の方 や々スタッフの皆様にも、こ

の場をお借りして深く感謝申し上げます。

日本では政治、経済、教育、マスコミ、など各界で毎日のように

信じられない事が報じられ、私たちを驚かせています。憲法の意

義は揺らぎ、公約は平気で破られ、都合の悪いことは認めない、

報道の自由は脅かされ、そして利益追求という錦の御旗の下で

は、人 の々生活環境、生活基盤さえ犠牲にされるという現実も垣

間見られます。「自分だけ」「自分たちだけ」という考え方にいつ
の間にか私たちの心は蝕まれ、至る所に身勝手な想いを拡げて
しまったからではないかと、暗漕たる気持ちになってしまいます。

今ほど社会のあり方、人の生き方そのものが問われている時は
無いように感じますが、同じような感想をお持ちになるのは私だけ
ではないと思います。

若い方々にはこのような問題解決に、可能なところから取り組
んでいってほしいと思いますし、この事態を招いてしまった責任の

一端を担う世代として、私も微力ながら何らかのお役に立ちたい

と思っております。そんな事も考えながら同窓会会長を10年間務
め、様々な活動をして参りましたが、このたび母校校長職就任要

請をお受けした事により、会長の職を辞することになりました。長
らくお支えくださった皆様に深く感謝いたします。ありがとうござい

ました。今後は次期会長のもとで新たなスタートを切り、新たな展

開をするであろうこの同窓会を、一同窓生として応援し、協力し

ていきたいと思っております。そして皆様におかれましては、新同

窓会に今までと変わらぬご支援とご協力を賜りますよう、心よりお

願い申し上げる次第です。

続く一巡りの年、新たなる歩みのときを健康でお過ごしになり

ますように。またお会いできる日を楽しみに致しております。

国立音楽大学附属高等学校を卒業される皆さん、ご卒業お
めでとうございます。

平成27年 4月より理事長に就任いたしました。

国立音楽大学の仕事に携わるようになって日が浅く、附属高
校の卒業生が、卒業後どの様に活躍されているのかほとんど知
りませんでした。平成26年 11月 に開催された「母校倉J立 65周
年」の催しに参加させていただいた時、卒業生の方 が々演奏家。

教育者。企業家等、幅広い分野で活躍されているのを目の当たり
にし、国内屈指の音楽大学の附属高校だと改めて伝統と素晴ら

しさを感じました。皆さんは、これから伝統ある同窓会の一員にな

ります。音楽科・普通科を卒業し、それぞれ目標に向かって行かれ

ますが、附属高校の卒業生として堂々と次のステップに進んでく

ださい。皆さんが困つた時に助けてくれるのは同級生、そして先

生方です。卒業されたら、色々な機会を通じて学校に顔を出して

ください。

私立学校を取り巻く環境が厳しい中、平成28年度、国立音楽

大学は90周年を迎えます。その卒業生の中には多くの附属高校
の卒業生がおられ、大学を支えていただいています。附属高校は

これからも発展してまいりますので、ご支援を賜りますようお願い

いたします。

皆さんの益 の々ご活躍を期待します。

春の陽の光が、芽吹きの兆しをみせているものたちに、優しく

注がれる頃となりました。

同窓会の皆様には、お変わりなくお過ごしのことと存じます。

春はまた、新たな出発の時でもあります。母校・国立音楽大学

附属高等学校では3月 15日 に卒業式が行われ、フレッシュな若

者たちが希望も新たに、同窓会の一員としてデビューいたしまし

た。
「少子化」の語が、学校について語る多くの場で添えられるよ

うになって、何年が経つでしょうか?

音高も長い間、6クラス・約240名体制でしたが、様 な々経緯を

経て、2015年度には4クラス・約 130名 となりました。しかし次年

度は、音楽科3クラス体制復活を可能とする多くの有為な新入

生を迎えることが確定しています。

このような不透明で不安定な時代であればこそ、創立以来

ずっと自由を大切にしてきた"く にたち"の存在意義は増している

のではないでしょうか。

この度、皆様と母校が共に、こうした状況に立ち向かう一助と

なることを願い、同窓会員がご希望された場合、皆様が主宰され

る音楽教室を「国立音楽大学附属高等学校認定音楽教室」と

させていただくこととなりました。詳しくは別のコーナーで紹介さ

れていますが、"く にたち"を根幹とするものとして、共に歩んでゆ

きたいと念願しております。

なお、私は2016年 3月末をもって円満退職させていただくこと

となりました。1987年に縁あって声楽・合唱などを担当して以来、

同窓会の皆様方には一方ならぬお世話になり、本当にありがとう
ございました。来年度以降、星野安彦新校長と音中・音高が、更
に輝かしい存在となられることをひたすら祈念しております。

職業人としては学校を去る私ですが、ひとりの音楽家として、こ

れからも皆様や学校と共通の何かを持ち続けることができると考

え、楽しみにしています。

皆様、これからもよろしくお願いいたします。そしてまたお会い

できる日まで、どうかごきげんよう!



国立音楽大学附属 高等学校同窓会

.′ _ヽ了》_′ .ヽ今 ェヽ 今♂.ヽ 今♂ヽ 今Iヽ、今′k伽 .ヽゆ F..I.金F_ヽ.企′.ヽ_OJ_ヽ金瓜 《嵐F_ヽ.金証ヽ 10♂ .ヽ

愧

庭i鳳
=‐

‐

昨年11月母校にて総会とパーティーを開催いたし

ました。総会では同窓会員63名 が出席し、決算の承

認、予算案が了承されました (右記参照 )。 ミニコン

サートでは、音楽科3年屋嘉一志君 (Sax)、 大山友香

さん (Pf)に よる素晴らしい演奏を堪能し、パーティー

では同窓会案内往復ハガキのイラストデザインをして

くれた音楽科3年の伊藤早紀さんとともに先輩達との

交流を深めました。

昨年4月 より国立音楽大学理事長に就任された長

尾理事長 (同窓会最高顧間)、 荒木校長を含め多くの

先生方にご出席いただき、とても和やかで「音高らし

い」同窓会となりました。

次回同窓会は11月 20日 (日 )母校にて行う予定です。

退職された先生方にもご案内をお送りしますので、懐

かしい先生方との温かいひとときをお過ごしください。

支出の部
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０
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通信費陰報、総会案内)

振込手数料

事務用品費

会議費

総会費 60,000

総会費補助

慶弔費

20,000

100,000

印昴」費 (会報、総会案内笥

主催行事 費

400,000

100,000

謝 ネL 10,000

100,000

170,000

493,760

9,500,000

管理費

記念品代

奨学金貸 し付け

奨学基金

雑  費 29470
支出 13689760

入の部

科    目 予  算 7●  算

繰越金

会 費

預金利息

総会会費

9,821,615

2,860,000

2,000

60,000

9,821,615

2,860,000

2071

0

主催者行事費

65周 年記念行事費

寄 付

協力金

奨学金返金

0 0

4,291,6102,000,000

0 47,000

0 795,540

0 0

合    副 14,743,615 17 17836

収入の部

支出の部

科    目 予  算 決  算

事務費 1240.000 1,222,022

0交通費

通信費 l1780000 1,425,059

216振込手数料

事務用品費 10000 2303
会議費 79,138

48,600慶弔費 100.000

F晰 J費 (会報 総会知 等)

総会 費

414,720

60000 0

総会費補助 20000 0

謝 ネL 10000 0

90,975

171,911

0

0

管理費 70000
記念品代 170000

雑  費 199855

主催行事費

65周 年記念行事費

寄 付

1200000 ６６

一堅
0

奨学金貸出 493760 0

奨学金基金 9500000 0

今年度支出合計① 14,743,615 7,050,606

10767230次年度繰越金額②

支出合計 (① +② ) 17817836

|

昨年9月に母校芸術祭において、同窓会バザーを出店いたしました。

卒業生の皆様から多数のドレス、日用品などをお送りいただき盛況のうちに

終えることができました。売上げの145,540円 は収入として同窓会本会計に組

み込ませていただきます。

卒業生の減少にともない会費収入が厳しくなっている現状の中で、大変あり

がたいことと皆様に感謝申し上げます。

◆音楽をからだで表現◆ 講師 尾山桂子先生

◆楽しい合唱◆ 講 師 藤原 規生先生

昨年8月に毎年恒例のミュージックフェスタを行いまし

た。音中受験生を対象とした「楽器作り体験」とコラボ。

受講生が作成した手作リギターも使つて、合唱講師の藤

原先生の指導のもと、賑やかな歌声が母校に響きました。

また、初の試みとして「音楽をからだで表現」と題して子

供達と一緒にリトミックの尾山先生と遊びました。

コンサートでは小宮先生の素敵なピアノ、枝並先生の

素晴らしい歌声に皆さん真剣に聴き入つていました。
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同窓会主催による第 3甲ソF・ アンサンブルコンサー|卜 が下記のとおり開催されます !

葦漏冨績層言:言曇冒膏分ば,死恐基暮見送ξ患曇冨彙警事λ:、 多数のご参加をお待ちしております。
尚、募集妻損はJ角,自 |よ り配布する予定です。1同窓会事務局までご連絡の上、お取り寄せください。

||||~‐ ■ ■ |  ‐    | |  : : :
| ‐

‐
  ||         |   |   |     |‐   |    |    ‐

11ア ンサンブルコンサート)

|    :

たヽします。ホームページ等でお知らせいたします)

■|      ‐   ‐

勒16年 1'月 22自 (木)予定|■> ・2017年 5月

・第 2次審査合格者

♪第1次審査♪鶴 類審査)

● 申込期間 |112016年 :角 iる 日 (月難

=1月

4コ (月 i(必着)

こ志茉落黙墓基慧

♪畠;次審査♪(ォ =デ

'シ

L二
●日 彎1201■″月22日 休)1定
●会  場  国立音楽大学附属高等学校内

●対  象  第1次審査に合格された方

|  :

享搭E「舞1茨審査及び療奏会であ伴奏暑・共環者などは特別会員でも可。

一∫
∫
主
二
一一

予定

2席薔11曇暮T」 X曇基」OF雲幕ちまニ
来第 2次審査合格著は一枚2,50山のチケットを25～ 05枚程度ご負担いただきます。

詳しくは要項をご覧下さし、

||lt.IE]「饒I:』贋筵鶯胚暮IIII::魃趾 l担となり誡´
☆詳しくはホ■ムベ■|ジをご覧ください。
)募集要項は2016年 5月 9日 より配布予定です。 詳細は事務局までお問い合わせください。
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同窓会では同窓生に師事されている生徒さんを対象に、

「ピアノおさらい会Jを企画いたしました。

生徒さんをお持ちの同窓生の方で、コンクールや発表会の前に

人前で弾かせる機会が欲しい、音高のスタジオで演奏してみたい、

演奏に対して音高教員のアドバイスが欲しいという方は、

是非この機会をご利用下さい。

○ 日 時  7月 31日 (日 ) 100寺～ 18時

音高内 3号館 3階 Aスタジオ

(ス タインウェイフルコンサー トグラン ド使用)

演奏時間により異なります

・ピアノソロ・連弾
5分まで  4,000円
10分 まで  6,000円
15分 まで  8,000円

。2台ピアノ 10分 まで 1組 10,000円

※音幼・音小・音中・音高に通われている生徒さんは各 1,000円害」引いたします。

○ 対 象 ① 同窓生の師弟
② 国立音楽大学附属幼稚園・小学校。中学高等学校に在籍する生徒

・申込書は郵送にて受け付けます。ご指導されている同窓生の方より、今回会報とともに同封した所定の用紙にて

お申し込みください。 (申込用紙はホームページよリダウンロー ドも出来ます)

・予定の時間数に達し次第、申し込みを締め切らせていただきます。
。同窓生自身のご参力0も可能です。
・おさらい会は同窓生およびその関係者へ公開で行います。
・参力0者には音高ピアノ教員による講評をお渡しします。

ご不明な点がございましたら、同窓会事務局までお問い合わせください。

○ 場 所

○ 会 費

ピアノおさらい会 申込書 ② 参加者用

音高スタジオで
演奏してみませんか♪

← 同封の申込書です。

①の申込書は、同窓生ご自身が

お書きください。

②の申込書は、必要枚数をコピー

して、参bll者 の情報をお書きく

ださい。

②の申込書は参加者 1人につき

1枚必要 (2台 ピアノの場合の

み 1組につき 1枚必要)です。

麒颯鰊隆鍼鰺晰

燒鶉鼈鞣熙燒饒畿咎◎

ピアノおさらい会

(

繹
他

5分 4000円
12台 ピアノ

:::器 ::(Ю協円)
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績1優1秀者表彰

同窓会では、附属高等学校 3年生で卒業時成績優秀者に対 して、

教職員の推薦が有った場合、表彰を行っております。

2015年度版学校案内リーフレットの見開きページを飾つてく

れていた森 遥香さん(3年P)と近藤 梓さん(3年Fl)が、国立音

大の特別給費奨学生入試に見事合格しました。

この制度は原則4年間の学費全額免

除、2倍のレッスン時間、公開レッスン受

講などの特典を与えられるもので、定員
は声楽・ピアノ・弦管打楽器を含めて僅
かに5名 。本校からは、この制度が新設
された2014年度に小倉茉緒さん(現国
立音大ピアノ専修2年 )が合格されたの

:平成26年度

1音楽科 開 音 子々さん

:普通科 大井田紗希さん
(2015音66)

(2015普50)

に続いての快挙となりました。

在校中「招待演奏会」「台湾交流音楽会」等学校主催の演

奏会に多数出演したほか、多くのコンクールで上位入賞するなど

演奏面で大活躍し、学業でも常にトップクラスのだつたお2人には、

音高から進学する75名 (2月 15日現在)とともに、今後も音大生を

|||■|=薬新暮覇善葉条書基|||||
j惚臨識f響舗

‐受験コーTス・さくらコTネのご用意があ―ります。.
11111111111111111111:`|||,|111■ 111■ |||:||● ||:t■ |||:||||||■ ||■ |● |||:||||:11111''||:111::::'11::|‐

第63回くにたち音楽会に5回生の田

島好一名誉教授が特別出演され、後輩

達に音楽のすばらしさを伝えて下さいま

した。

リードして行ってほしい

と願っています。

■■ 籠 造料
ここ数年新入生の数は増加傾向にありますが、今年度新しい

普通科になって初めて60名 を超える1年生を迎えました。現在3

学年合わせて161名 の生徒がおり、今まで以上に活気のある雰

囲気が感じられるようになってきました。普通科では、一人ひとり

を大切にする良質の少人数教育を目指し、音楽的な環境の中で

豊かな人間性を育み、細やかな学習指導による学力の向上に努

力しています。生徒は、日々の授業に熱心に取り組み、部活動や

芸術祭、生徒会行事であるスポーツ大会や音楽祭などにも積極

的に参加し、充実した高校生活を送っているようです。今年度も

そろそろ終わりになりますが、各学年について報告したいと思い

ます。

1年生は現在男子 14名 、女子47名

(1名 米国に留学中)の 61名 が元気に

過ごしています。入学当初は毎日7時間

授業で土曜講習もあり、体力的にも精

神的にもハードな毎日に負けそうになる

生徒もいましたが、今ではクラスだけでなく学年としても仲良く楽
しい日々 を送っています。とてもパワーを持つたバランスの良い学

年なので、これから普通科をもっとよくしてくれるものと期待して

います。2年生は、高校生活最大の行事である沖縄への修学旅

行を3月 に控えています。今はその準備として、沖縄の歴史や文

化を学ぶ事前学習に取り組んでいるところです。来年度は進路

を決定する学年となるので、各自が目標をしっかりと定め、それに

向かって学習に励むことを期待していま

す。3年生は、1・ 2年に引き続き何事にも

前向きで活力ある取り組みが見られまし

た。個性豊かな生徒たちですが、クラス

単位、学年単位でまとまった時の団結

力・燃焼力には目を見張るものがありま

す。大変パワーのある学年でした。現在は卒業を間近に控え、そ

れぞれが思い描く将来に向かつて大きな一歩を踏み出すその時

を迎えようとしています。

来年度も数回の学校説明会や個別相談を行いますが、普通

科に関する問い合わせや進学の相談がありましたら、気軽にご

連絡していただければと思います。

★主な合格大学 (2月 20日現在 )

都留文科、上智、中央、成険、成城、駒沢、東海、東京経済、東京
工科、津田塾、日本女子、東京家政、実践女子、東洋英和女学院、

明星、亜細亜、帝京平成、日自、国立音楽

音■■●■|ス
海外交流 (番潜。リトアニア・韓国)

昨年4月 30日 (木)に香港のファン

ダン ルーテル中学校の生徒が来校
し、中学ブラスバンド部と交流演奏書体み 倉唱数室

3月 26日 (土)に、新小学4～ 6年生対象の「春休み合唱教室」 会を行いました。また、11月 18日

を行います。「音中生たちといっしょに楽しく歌いましょう!」 という (水 )にはリトアニアのヴァルペリス合
企画です。ホームページからも申込ができます。ご参加をお待ち  唱団との交流演奏会を音大の小ホールで行い、12月 17日 (本 )

しております。 には中学合唱部が「日韓国交正常化50周年記念音楽会」に参

夏体み 楽器作り体験敷宣

昨年8月 8日 (土)に小学4～ 6年生対象の「夏休み 楽器作り体

加し、ソウル市少年少女合唱団と交流しました

KUNIの国講座

蘊 験教室」を行いました。その後に行われた 平成25年度より音中入試対応の
「音中コース」を行っております。

音中への受験をお考えの方には、
同窓会の「サマーコンサート」では、参加

した小学生たちがその日に作つた「輪ゴム

ギター」で出演者とセッションを行いまし ぜひご入会をおすすめしております。 |
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音高時代に「第九」を歌ったのが縁で、その演

奏の収集にはまっています。現在500余種の資

料になりましたが、クロイツァー、尾高久忠、マ

ルティノンで歌ったのが忘れられず、もしどな

たかその音源をお持ちの方が居られましたら、お知らせ頂けませんか。

ベートーヴェン生誕250年を記念してまとめてみたいのです。1952音 3

降旗賞0422-32-3591 よろしく。 降旗 寅(1952音 31

御世話様でございます。2002年、私は脳ヘルペス(左脳)にかかり、お陰

様で奇跡的に一命は取り留めましたものの、一人での外出は儘なりま

せん。娘も又、音高出身者ではございますが、小学 1年の息子を抱えて

おりますもので、総会は欠席させて頂きます。つくづく健康の有り難さ

が身に染みる者として皆様どうかお元気でお過ごしくださいますよう祈

り上げます。 北原 和子(1967音 lo

高校を卒業して早、半世紀150年 )経ちビックリしております。今でも当

時の仲間達と親しくしており高校生活を楽しく振り返っています。本当

に楽しい高校時代でした。これからも思い出と共に元気でいこうと思っ

ております。皆様もお身体に気をつけてお過ごし下さい。

植村 洋子(1967普 21

ヤマハ講師をやめて早くも2年。暇になるより色々忙しくなり嬉しい限り

です。来年に向けて改めてリトミックの勉強をしたいと思います。皆様

の健康お祈り申し上げます。 小林 晴子(1972普 71

社会人として大切な仕事への取り組み方を実は私は音高で学んでい

たのです !その事に気付くまで20年の月日が経ってしまいました(笑 )

後輩達に伝えたいです。 鈴江 由美(1975音 26)

あまりお役には立てませんが普10回生の理事をさせて頂いております。

: 何かありましたらお声かけ下さい。お会いできるのを楽しみにしており

ます。私自身は音楽療法士とピアノ講師を細々ですが大事に続けてい

きたいと思っています ! 戸田玲子(1975普 10

特別支援学校で教員をしています。毎日、生徒さんといっしょに運動し

たり、歌ったり(笑 )・
・・。肉体的に疲れますが、楽しい日々です !楽 しい

会となりますように・̈ 竹内 明香(1986普 21)

息子(高⊃がアメリカ、テキサス州に留学し、再び音楽院に(私本人が)ズ

リ直し研究生活を満喫しております!! 音楽教室、英語教室、大学講

師、ピアニスト業も楽しんで取り組んでおります♪

大武美千代(1989音 40

音中高で学んだことが、今の仕事で生かされています。演奏するのが楽

しく指導するのも楽しく、いつまでも音楽を楽しんでいきたいと思いま

す。 霜鳥 愛(1995音40

埼玉県の公立小学校の教師となり、早十数年となりました。おかげ様で、

小さな子たちと音楽を大切にしながら学級経営をしています。これも音

高時代に音楽の力を育てていただいたおかげです。感謝しています。あ

りがとうございました。 土信田幸江(1998普 3動

今年1月 に第一子(女の子)が生まれ、母となりました !小学校で音楽の

教員をしピアノを弾いたリリコーダーを吹いたりしながら娘にも音楽

の楽しさを伝えていきたいと思います !がんばりま―す♪

長谷川 紘子9004音5動

大学生活辛いです。数学系の難易度の異様ともいうべき上昇を目の当

たりにしています。ですが、何とか頑張っております。

七海 洋将12014普 491

この他にも紹介しされない沢山の短信を毎度お寄せいただいており

ます。いつもありがとうございます。 (同窓会事務局)

信
J

現在、同窓会報はホームページ上でも閲覧出来るようになっ

ております。

本同窓会の運営資金も減少傾向にあり、また社会的にもエコ

運動が叫ばれるなかにおいて、紙媒体での郵送を今後削減した

いと考えております。

つきましては、前回に引き続き総会案内ハガキにて、同窓会報

郵送の希望についての調査をさせていただきます。発送は9月 頃

の予定となりますが、総会の出欠と併せてご回答くださいますよ

うお願いいたします。

なお、総会案内および5年ごとに行つている周年行事の特別号

につきましては、今後も全会員に向けて発送いたしますのでご了

承ください。

昨年皆様に呼びかけさせていただいた協力金が次のように集まりましたこと、

厚く御礼申し上げます。 金額:491,000円  (平成28年2月末日現在 )

本年も引き続きお願い出来ましたら幸いです。(総会案内ハガキにてご案内し

た通り、昨年の振込先口座は閉設しており、国座番号が変わつておりますのでご

注意ください。)

本同窓会は卒業時の同窓会終身会費で運営してまいりましたが、昨今の卒業

生減少に伴い運営が難しい状況が続いております。また少子化の影響もあり、

今後、減少傾向が続くことが予測されます。今後の同窓会活動を維持していくた

めに、この度、会員の皆様からの協力金をお願いすることになりました。できるだ

け多くの同窓生にご賛同をいただければ幸いです。

今回お送りした会報に同封されている払込用紙 (郵便局専用 )によリーロ

1,000円から随時受け付けております。お振込の際はお名前と卒業回生数 (例

1975音26 音高 太郎)を記載してください。また、右記の銀行日座からでも振

込可能です。ATMにてお振込の際はお名前の前に「キ)」 および卒業回生数

(例 キ1975オン26オンコウタロウ)を入力してください。

郵便振替回座

加入者名 国立音楽大学附属高等学校同窓会
回座 記号00130-3  日座番号 324176

三 井 住 友 銀 行 国立支店 普通 5011992

三菱東京UFJ銀行 国立支店 普通 1569272

払 込 取 扱 票

協力全 ttて
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【以下の演奏会を後援いたしました】

★PLANET TERRA YOUTH ORCHESTRA第 1回演奏会

(寺嶋 赳。伊藤 太郎。澤崎 杖也)★山口 裕子 ピアノリサイタ

ル2015 ☆山中 悠裕・山中 麻愛 ピアノリサイタル・デュオ

★星空のコンサートvol.3(伊藤 太郎)★横山 さやか ピアノリ

サイタル vol.3 ★小原 孝ピアノリサイタル～CDデビュー25周

年記念演奏会～ ★三戸 誠 ヴイオラリサイタル vol.10 ★深

沙の社に木霊する風韻と水音(金子 弘美)★コーラス・インフィ

ニ☆公演～Pleiades～ vol.3 ★瀬川 裕美子 ピアノリサイタル

vol.4★ソロイスツ・コンサートシリーズ 37(菊池 大成・遠藤 志

葉。鹿内芳仁。
4ヽ宮 康裕。坂野 伊都子・神林 紘一)★リサイタ

ルシリーズTOKY041守田 絢子ピアノ。リサイタル ★若崎 宏

ピアノリサイタル(ベート=ヴェンピアノソナタ全曲演奏会vol.6)

☆星野 沙織 CDリリース記念コンサートPiazzolla for Violin

&Guitar ★森の音楽会シリーズ vol.3「小玉 もな&和田 紘

平ジョイントコンサート」 ★「星合の空」コンサート(羽 田 喜久代・

プロムジカくにたち)★男弾団(安藤 丘。二瓶 充。
4ヽ宮 康裕・菊

池 大成)★加藤 未奈。木村 早紀 ピアノジョイントコンサート

vol.3 ★バリトンリサイタル ～歌曲の調べ～
1/1｀形 千恵。他)

★舞台監督からレセプショニストまで音高生が運営するクラシッ

クコンサート(音高生)☆～La Pesca Concert Series Vol.2
～ ソプラノ&ピアノコンサート(斉藤 智恵美・櫻田 はるか。竹内

綾)★草 冬香 ピアノリサイタル ☆下払 桐子 フルートリサイ

タル(岡本 矢日也)★堀江 明子 ピアノリサイタル ★Tio dos

Tias 2本のフルートとピアノのためのコンサート第5回 (日賀野

玲子・渡辺 香)★リサイタルシリーズTOKY0 45井村 理子

ピアノリサイタル ★ソロイスツ・コンサートシリーズ 38(五十嵐

稔・4ヽ宮 康裕・米持 隆之・枝並 雅子・渡辺 秋香)★岡本 知

也・森岡有裕子 デュオコンサート ★TRIADIC EUTERPE(3
人の音女神)(橋本 美香・瀧上 美保・五十嵐 恵子)★第 11回

招待演奏会(国立音楽大学附属高等学校)★ウポポ・ウタリ♯

10～音のコンシェルジュ～(伊藤 由佳子。大竹 倉J作・奥田美穂・

尾崎 久美子・鴨下 ゆかり。大宝院 薫・竹村 真季。内藤 友紀子・

福島 優子・三木 れい子・吉田 絵美子)★おしやべり室内楽

vol.30(新居 和子)★枝並 雅子&黒田 なるみinリサイタル

(渡辺 秋香)☆コーラス・インフイニ☆クリスマス チャリティーコ

ンサート2015 ★安藤 丘・弘中 幸子ピアノデュオリサイタル

☆コーラス・インフィニ☆ソロ。アンサンブルコンサート Aiolos
vol.2 ★リサイタルシリーズ TOKY049清水 勇磨バリトンリ

サイタル(藤川 志保)★PianO」Oint COnce■ ～薔が花開くと

き～
(4ヽ林 麗)★Letter iom M第 一集(白井 美帆・齊藤 歩)

★五味 ひとみ。新明 知美 ～Piano Ensemble～  ★菊地 麻

利絵×林 理紗ジョイントリサイタル～サックスとフルートの奏でる

バロックから現代～

【今後、後援予定の演奏会】詳細はホームページをご覧くだま 。ヽ

☆第22回アンサンブルトライアウトコンサート【3月 22日 (火)第 1

音614:30第 2部 17:00国 立オリンピック記念青少年総合セジ

ターカルチャー棟大ホール】国立音楽大学附属高等学校オーケ

ストラ ☆フエルッチョ。ブゾーニ生誕 150周年記念レクチャー

コンサート【4月 2日 (土)17:00開演 sonorium】 【4月 8日 (金 )

19:00開演 ロームシアター京都】井村理子(2002音 53)畑野
小百合(2003音 54)他 ☆K―レユニオンクラシックコンサート
vol.2【4月 5日 (火)19:00開 演五反田文化センター】橋本美香・

五十嵐 恵子・瀬川 千穂・高崎 繭子・長竹 規江 以上(1987音

38)☆府中シティ・ミュージック・ソサエティ5周年記念公演 オ

ペラ椿姫 【4月 10日 (日)14:00開演府中の森芸術劇場 どリー

むホール】中村春美(1980普 15)秋山尚子(1986音37)他

☆Spring Concerti4月 24日 (日)14:30開演 杉並公会堂 4ヽ

ホール】内川 裕子(特別会員)上田彩子(1988音 39)野原 千
代(1988音 39)正清 広美(1988音 39)忍田 純子(1988音 39)

丸山朋子(1988音 39)☆2016スプリングコンサート【4月 24

日(日 )13:30開演月ヽ金井宮地楽器ホール4ヽホール】坂本いづ

る(1980音31)高 島 菜穂子 (1980音31)磯田 智子 (1982音

33)須川 明子(1983普 18)林みゆき(1981音 32)他☆ウィーン

からの小さな贈り物【5月 8日 (日)18:30開演ミューザリ|1崎市民交
流室】林理紗(2009音60)☆前田英樹(1982音 33)ピアノリ
サイタル【5月 14日 (土)14:00開演 所沢市文化センターミューズ

小ホール】 ☆深沙の杜に木霊する風韻と水音第四章【6月 5日

(日 )深大寺書院】金子 弘美(1977音 28)他 ☆ソロイスツ・コ

ンサートシリーズ39【 6月 3日 (金)19:00開演三鷹市芸術文化セ
ンター風のホール】若崎 宏(1978音 29)上條 浩史(2002音

53)佐藤恵美(1984音 35)進藤秒し子(特別会員)☆瀬川裕美
子ピアノリサイタルvol.5【 6月 11日 (土 )16:00開演 トッパンホー

ル】 ☆男弾団【8月 3日 (水)19:00開演 国分寺市立いずみホー

ル】安藤丘(1983音 34)二瓶充(1983音 34)小宮康裕(1985

音36)菊池 大成(特別会員)☆第6回協奏曲と合唱の調べ【10

月8日 (土)14:00開演日野市民会館】小宮康裕(1985音 36)

☆ソロイスツ・コンサートシリーズ 40回記念 ガラコンサート【12

月2日 (金)19:00開演三鷹市芸術文化センター風のホール】
☆五十嵐稔(1985音 36)ピアノリサイタル【12月 18日 (日 )14:00

開演浜離宮朝日ホール】

言全,贅電
轟叢務露輩翡籠夢奪鋼譜篭肇毒葉よ凛1言曇李fの助成は

住所変更などがございましたら、下記までご連絡くださいますよう

お願いいたします。

E―mail:onkou― d@ambenplala.o増 p

HP:ht"ッ7¬躙W・kunitachionkou.or3/‐

TELO FAX 042-572-8014(事 務局直通)

事務取扱時間は原則として月曜日・水曜日1lЮO～ 1700
(夏休み等、学校の長期休暇中を除く)


