発行責任者

第

東京札幌会会長

号／２０１５年 月発行

◆ご挨拶◆

12

金曽裕一

ふるさとの仲間に出会う場

かね そ

東京札幌会会長 金曽裕一

年

札幌をこよなく愛する人たちが自然に

集う東京札幌会は︑１９７６年から

間活動を続けております︒当会は︑世代

の違いも︑過去・現在の肩書き等も取り

払 っ て︑ 懐 か し い ふ る さ と 札 幌 を 想 い︑

愛する札幌の未来を語り合う場です︒ふ

るさとの豊かな自然とあたたかな人情は

今も変わらず︑都会の雑踏に居ても︑ふ

るさと札幌の存在は私たちに誇りと力を

与 え て く れ て い ま す︒ 会 員 の 皆 様 に は︑

ぜひ当会の各種イベントにご参加いただ

き︑ ま た︑ お 近 く の 札 幌 を 愛 す る 方 を︑

ま ず は１ 月 の 新 春 の つ ど い に お 誘 い い た

だけますようお願いいたします︒ご一緒

にお楽しみいただきながら︑楽しい時間

を共有する新たな〝ふるさとの仲間〟を

増やそうではありませんか︒

東京札幌会のイベントなど活動の様子や︑ふるさと
札 幌 の 今 を︑ 常 時︑ 当 会 ホ ー ム ペ ー ジ で 紹 介 し て お
ります︒ぜひご覧ください︒
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46

「2016年 新春のつどい」のご案内

東京札幌会

（第 40 回総会・新年懇親会）

日時

同封の返信ハガキで

2016 年 1 月 24 日 ( 日 ) 午後 1 時 30 分～

「出欠のご連絡」を

※ 受付開始：午後 1 時〜

会場

1月8日 ( 金 ) まで

ホテルグランドパレス 2 階「チェリー」

にご投函願います。

※ 交通のご案内は下記の地図を参照下さい。

会費

8,000 円（同伴者 1 名様につき 9,000 円）

※ 当日受付で 年会費 3,000 円を合わせてお支払いいただけます。
※ 欠席の場合は、同封の郵便振込用紙にて、年会費 3,000 円をお支払い願います。

皆様着席でゆっくりお寛ぎいただけるホテルグランドパレス「チェリー」！

★笑う門には福来る！̶̶噺家・若木家元翁師匠の話芸と、
ギター漫談・ペロ中島さんの楽しい歌とおしゃべりで、お目出度さひとしお！

★「お楽しみ抽選会」で素敵な景品を！̶̶毎年ご好
評のうれしいプレゼントの数々を、ぜひお持ち帰り下さい！

★故郷・札幌の歌を皆で歌おう！̶̶懐かしい札幌を想
いながら、皆で声を合わせて楽しく歌いましょう！

【ホテルグランドパレスへのアクセス】

ホテル
グランドパレス
ドパレス

●東京
大神宮
地下鉄
〈飯田橋駅〉
出口A4●

出口５●

地下鉄九段下駅

西神田ランプ■

首都高速5号線

※地下鉄〈九段下駅〉
より徒歩1分
東西線(専用)7番出口／東西線・半蔵門線・都営新宿線3番出口
※JR総武線・地下鉄〈飯田橋駅〉
より徒歩7分
地下鉄有楽町線・南北線・都営大江戸線A4出口
※車：首都高速5号線〈西神田ランプ〉
より1分、
〈飯田橋ランプ〉
より5分

ＪＲ飯田橋駅

出口７●

出口３●

●靖国神社

飯田橋ランプ■

イラスト 工藤恒美

〈東京札幌会事務局〉
〒 100-0006
東京都千代田区有楽町
2 丁目 10 番 1 号
東京交通会館 3 階
札幌市東京事務所内
TEL.03-3216-5090
FAX.03-3216-5199

★楽しき競演！ 新春演芸ショー

★美味しい料理と飲み物をご堪能下さい！̶̶会場は

●日本
武道館

東京札幌会だより

（1）東京札幌会だより 第46号 2015（平成27）年12月発行

ペロ中島（ぺろなかじま）さん
噺家・寝床家小道楽として、父の
道楽とともに地元・川崎を中心に
活動。その一方、ギター漫談のペ
ロ中島として 20 年にわたって活
動してきた。小学６年生から弾き
こんできたギターは、フォーク、
歌謡曲、ロシア民謡、フォルクロ
ーレ、労働歌、愛唱歌、童謡、民
謡とレパートリーも広く、政治、
経済、芸能、スポーツなどの話題
をふんだんに織り込んで楽しく歌
い語る芸を追求中。

若木家元翁（わかぎやがんおう）さん
中学 2 年の終わりに人を笑わせる快感に目覚め、高校の落
語研究会を経て、國學院大學（もちろん落語研究会）に入り、
若木家元翁を襲名。同卒業後、話術を生かした営業職として
活躍しつつ、サラリーマン落語家（あるいは落語家サラリー
マン）として活動を続ける。2007 年「新春のつどい」に初
登場以来、今や東京札幌会のイベントになくてはならない存
在。高座歴四十数年を数え、ますます 舌 好調！

会場は前回同様、
「ホテルグランドパレス」
です。
・札幌から秋元克広市長も駆けつけてくださる予定です。
・企画・準備・進行などは東京札幌会役員一同がボランティアで
取り組みます。
・ぜひ、お仲間もお誘いいただき多数ご参加ください。
・一同、皆様を心よりお待ちしています！

東京札幌会だより 第46号 2015
（平成27）年12月発行（2）

恒 例 イ ベ ン ト﹁ 新 春 の つ ど い ﹂
︵ 総 会・
年度事業計画案・収支予算案﹂が承認さ

および監査報告﹂
︑第２号議案﹁平成

回総会をとどこおりなく終える

←粋な黒の衣装で登場し、手にした「こ
きりこ」を鳴らしながら民謡を披露す
る千弦家こまりさん。味わいのある三
味線と歌で会場は和に彩られた空間に。

緒に歌う一幕も︒続いて当会会員の噺家︑

おなじみの若木家元翁師匠が登場し︑テ

ンポよく繰り出される軽快な小咄で会場

をわかせました︒

の多種多様な景品を手にした方々の笑顔

お楽しみ抽選会では︑協賛各社ご提供

から来賓ご挨拶をいただき︑ふじわら広

があふれ︑宴もたけなわとなった頃︑全

と﹂を合唱︒北海道ふるさと会連合会・森

昭札幌市議会副議長による乾杯のご発声

美味しさで名高いホテルグランドパレ

隆信会長の中締めでお開きとなりました︒

員で懐かしい故郷を想いながら﹁ふるさ

スの料理と好みの飲み物とともに︑しば

数のご参加をお待ちしています︒

２０１６年の﹁新春のつどい﹂にも多

ち づる や

そして開幕した新春演芸ショーでは︑

ぞれ紹介されました︒

の国会議員︑協賛各社︑新入会員がそれ

しの和やかな歓談を楽しんだ後︑ご出席

で新春の宴が始まりました︒

日︵日︶／ホテルグランドパレス

〜新春のつどい ︵総会・新年懇談会︶
〜

２０１５年イベント報告①
１月

案﹁平成 年度事業報告・収支決算報告

新年懇親会︶が開催されました︒会場の
れた後︑第３号議案﹁新役員の選任﹂へ

日︵日︶
︑東京札幌会の年初の

千代田区・ホテルグランドパレス３階﹁白
と進行︒大越農子幹事の退任報告ととも

１月

樺﹂には会員とご同伴者︑ご来賓の方々

に︑新たに宮永明子さんの幹事就任が承

←ふじわら広昭札幌市議会副議長に乾杯のご発声をお願いし、
新春の懇親会が開幕しました。

認されました︒
第

と︑引き続き懇親会へと転換︒金曽裕一

↑この１年間に新たに入会した会員が紹介され、新春のつどいにご参加
くださった７名が壇上で自己紹介とご挨拶を。

三味線を手に︑俗曲・千弦家こまりさん

↑全員で声を合わせて「ふるさと」を合唱し、フィナーレを飾りました。

39

会長の挨拶の後︑井上唯文札幌市副市長

が登場︒会場に伸びやかな歌声を響かせ︑
この日のためにアレンジした﹁花笠音頭

←札幌を愛し、い
つもご夫婦で新
春のつどいにご
参加くださって
いる横内公浩さ
んと真理さん。
今回のお楽しみ
抽選会では各々
に景品を手に
し て、 ま す ま
す円満！

︵東京札幌会バージョン︶
﹂を皆さんと一

→若木家元翁さんはアマチュアなが
ら高座歴四十数年の大ベテラン。
師匠と呼ぶにふさわしい磨かれ
た話芸で会場を盛り上げます。

26

など約百名が集まりました︒
30

25
27

25

総会は午後１時 分に開会︒第１号議
←札幌からお越しくださった井上唯文札幌市副市長の来賓ご挨拶。
↓総会では、宮永明子さん（右から２人目）を新たな幹事に選出。

（3）東京札幌会だより 第46号 2015（平成27）年12月発行

代

越しいただき︑１２０名を超える参加者

暑気払いビール会がスタートしました︒

階ワンフロアを東京札幌会貸し切りで︑

いました︒直前までスケジュールをご調

せられたメッセージを読み上げてくださ

札幌市長に就任した秋元克広市長から寄

着任した金谷 学所長が︑５ 月に第

を集めましたが︑今年も参加者は１００

冒頭︑金曽会長は﹁皆さん︑今からここ

整いただきましたが︑今回は参加がかな

当日正午︑ビヤステーション恵比寿２

名以上︒連日の猛暑のさなか︑美味しい

はサッポロビール園だと思って︑美味し

わなかった秋元市長には︑今後︑ぜひと

昨年は上田文雄札幌市長︵当時︶にお

〜今年も恵比寿で﹁暑気払いビール会﹂を開催篇〜

２０１５年イベント報告②

★７月 日︵土︶正午〜

ビールでノドをうるおし︑札幌にゆかり

いサッポロビールを存分に味わい︑大い

↓道産子、札幌っ子なら、ビールは
やっぱり “サッポロの生（ナマ）” !!

↑東京札幌会の事務局を置かせていただいている札
幌市東京事務所の皆さんが札幌の近況をご報告。
↓今年も参加してくださった「ブラボー サッポロ」
の作者・山木康世さんを囲んで。

↑夏は浴衣姿の若木家
元翁師匠。クールな
小咄でホットな笑い
を届けてくれました。

日︵土︶
︑東京札幌会の真夏の

恒例イベント﹁暑気払いビール会﹂が︑
の仲間との懇親のひとときを期待する皆

もお越しいただけるよう︑会員一同心か

詞・上田文雄／曲・山木康世

７月
昨年に引き続き︑恵比寿ガーデンプレイ

に楽しんでください﹂と挨拶︒

「ブラボー サッポロ」

25
ビールの泡が消えないうちに、
皆で歌える 札幌の乾杯ソング

ご参加ください！

ぜひ次回の暑気払いビール会にも多数

に﹁サッポロビール園﹂のようです︒

ふれる恵比寿のビヤレストランは︑まさ

ぱいに︒札幌を愛する人たちの想いがあ

会に沸き︑会場は明るい恵比寿顔でいっ

咄に笑い︑景品が当たるミニ・クイズ大

もに満たされた頃︑若木家元翁さんの小

後︒大いに飲み︑食べ︑語らい︑心身と

題で懇親を深めた真夏のビール日和の午

ブラック﹀などの好みのドリンク飲み放

サッポロ生︑エビス生︑エビス︿ザ・

立ての生ビールを流し込みました︒

上げ︑高らかに乾杯︒渇いたノドに出来

元気に﹁ブラボー サッポロ！﹂と歌い

ントになってしまった一幕も⁝︶の後︑

ハーサル︵を本番と勘違いして︑フェイ

ずは会場に流れるＣＤの音楽を聴いてリ

年もやっぱり﹁ブラボー サッポロ﹂
︒ま

そして︑待ちかねた乾杯の合図は︑今

らお待ちしています︒

さんがサッポロビールの本社所在地︑恵

↑←金曽会長の﹁皆さん︑今からここは
サッポロビール園です！﹂の言葉のよ
うに︑出来立てのサッポロビールを飲
むほどに︑酔うほどに︑札幌の夏の情
景を思い出しつつ︑会話も弾みます︒

ビールの街 札幌 北の都
ビールの街 札幌 北の都
カンパーイ！ カンパーイ！
ブラボー サッポロ!！

続いて︑この春︑札幌市東京事務所に

スのレストラン﹁ビヤステーション恵比

10

比寿に集いました︒

場所 ﹁ビヤステーション恵比寿﹂

25

寿﹂で開催されました︒

↓→今年も札幌の乾杯ソング「ブラボー
サッポロ」を高らかに歌い上げ、乾杯！

東京札幌会だより 第46号 2015
（平成27）年12月発行（4）

当日はドームの入口ゲートに４時半頃

タンドなので︑１塁側のファイターズの

上がりました︒そして︑試合の合間のオ

今回初参加の皆様との懇親も大いに盛り

しい料理でまずは腹ごしらえです︒また︑

オープンするディナービュッフェの美味

首位の福岡ソフトバンクホークスをこの

が︑この時点で日ハムはパリーグ２位︒

対戦相手は千葉ロッテマリーンズです

観戦の好きな方︑東京ドームを楽しみた

ファイターズファンはもとより︑野球

に集合︒入場して席を確保し︑５時から

ベンチの様子が良く見えます︒

〜今年も熱く応援︑快勝しましたファイターズ篇〜

２０１５年イベント報告③

★９月１日︵火︶
対千葉ロッテマリーンズ

試合が始まってからも︑食事や飲み物を

まま独走させてなるものかと︑応援にも

い方︑懇親会の好きな方など︑どなたも

ーロラビジョンには﹁東京札幌会﹂団体

今年も東京札幌会の恒例イベントの一
スタンドの自席に持って行き︑いただき

力が入ります︒先発のメンドーサは︑３

場所 ﹁東京ドーム﹂

つ︑北海道日本ハムファイターズの応援
ながら観戦することもできます︒

得なビュッフェ付きプランは毎回好評

私は昨年に引き続き参加しましたが︑お

真︶があり︑国家斉唱︑始球式で︑いよ

のイベントやチアガールの応援︵左の写

６時の試合開始前にはファンサービス

対９のＸゲームで大勝︵当会観戦時の対

ら毎回３得点を重ねて計９点を入れ︑１

回に１点を先取されましたが︑４回裏か

お待ちしています︒︵幹事・山中茂樹︶

大歓迎です︒次回も多くの皆様の参加を

観戦御礼の表示もありました︒

ツアーが東京ドームで開催されました︒

で︑今回も 名を超える参加者がありま

戦成績は５勝３敗に︶！
東京札幌会からのワインなど飲み物の

FAX:

047-446-7784

http://www.ﬁghters.co.jp/

11日

5 月 10日

vs 東北楽天ゴールデンイーグルス

9 月 1日

¥ 85,000
¥ 59,000
¥ 42,000
¥ 34,000

3日

4 月 2日

差し入れもあり︑おなじみのメンバーや

株式会社 北海道日本ハムファイターズ 首都圏事業部

047-446-7754

TEL :

お問い合わせ

vs オリックス・バファローズ

8 月 30日 31日

※表示価格は１席の税抜価格です。

vs 福岡ソフトバンクホークス

ダイナミックシート
エキサイトシート
バックネットシート
ベースサイドシート

私が山中
です。
↑→毎回、先着 50 名の
定員がたちまち埋まっ
てしまう人気の企画。
ディナービュッフェ食
べ放題、ソフトドリン
ク飲み放題に加えて、
東京札幌会から紙パッ
ク入り（の飲料のみ持
ち込み可）のワインや
焼酎の差し入れもあ
り、ゆっくりお楽しみ
いただけます。

〒273-0118 千葉県鎌ヶ谷市中沢459番地

いよ試合がスタート︒今年は３塁側のス

した︒

50

←↑ビュッフェ会場
からスタンドの席
に飲食物を持ち込
み、試合観戦する
ことも。試合の合
間にオーロラビジ
ョンに映し出され
た「東京札幌会様」
の表示に注目！

※詳しくは球団
ホームページをご覧下さい。

2016
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活動するプロのソプラノ歌手であり︑当

リアで研鑚を積み︑現在は日本を拠点に

ど 名を超える参加者がありました︒

さわやかな秋晴れの下︑会員と同伴者な

レ＆カンターレ︶を楽しむ会〜﹂を開催︒

大人の隠れ家にふさわしいスタイリッ

会幹事を務める福崎芳枝さんのお力添え

をいただき︑
〝イタリアの食と文化を味

シュな空間で︑まずはイタリアンのラン

40

日本の四季をメドレーで歌ったパート

１︑しばしの休憩をはさみ︑イタリアや

世界のオペラ︑ミュージカルなどの名曲

を歌い上げたパート２の二部構成で︑本

場イタリア仕込みのソプラノを披露︒福

崎さんの素晴らしい歌声に魅了され︑ま

さに豊かな味わいを堪能する贅沢な時間

となりました︒これからも東京札幌会の

新企画にご期待ください！

〜新企画第二弾﹁なんとなく⁝イタリアン ﹂は大好評篇〜

場所 ﹁Ａｏｙ ｕｚｕ 恵比寿﹂
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２０１５年イベント報告④

★ 月 日︵土︶正午〜

昨年秋︑東京札幌会の新企画﹁スペイ
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わい楽しむ会〟を企画しました︒

24

ンの味覚と文化を楽しむ会﹂では︑ 名

のコース料理と 種類以上のフリードリ

10

チタイムから︒カジュアルなビュッフェ

前のイタリアンダイニング﹁Ａｏｙ ｕｚ

ンクをゆったりと楽しんだ後︑福崎さん

そして 月 日︵土︶正午︑恵比寿駅

場スペイン料理をお楽しみいただきまし

ｕ ︵アオユズ︶
﹂で︑
﹁なんとなく⁝イタ

Yoshie Fukuzaki

北海道札幌市出身。
札幌月寒高校卒業。
武蔵野音楽大学大学院修了。
1990 年から 2000 年までイタリア、2000 年から 2005 年までアメリカを中心に活動。
1994 年オデッサ王立歌劇場『椿姫』の主役ヴィオレッタでオペラデビュー。
1995 年≪ Giovani Lirica 賞≫を受賞。
2005 年にはカーネギー・ホールでリサイタルを行い好評を博す。ラクイラ歌劇場、バ
ルベリー二宮殿、サントリーホール、王子ホール、パーシモンホールなどで数多くのリ
サイタル、コンサート、オペラに出演のほか、宗教曲のソリストも務める。また、人形師・
辻村寿三郎氏と共演するなど新しい試みにも意欲的に挑戦し、活動の場を広げている。
2005 年より活動の拠点を日本に移し、コンサート活動の他、後進の育成や幼児・高齢
者の指導にも力を注いでいる。2014 年 8 月「Cantante Lirica（カンタンテ・リリカ）
株式会社」設立（代表取締役）。
サ ー ラ フォルトゥーナ
「Cantante Lirica 友の会」「福崎芳枝 後援会 SALA FORTUNA」
「SALA FORTUNA（音楽教室）」
【お問い合わせ】
TEL.03-6861-3833 ／ FAX.03-6807-1893 ／ E-mail：info@sopranoyoshie.com
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を超える参加者に本格派フラメンコと本

た︒引き続き今年も何か秋のイベントを

のステージが始まりました︒

福崎芳枝

!!

〜 豊 か な 味 わ い︵ マ ン ジ ャ ー

↑この日、45 回目の結婚記念日を迎えた秦 美代さん（東京札
幌会幹事）と誠三さんご夫妻、10 月が誕生月の会員の方々を
祝って、福崎さんからの「乾杯の歌」のプレゼントとサプラ
イズのメッセージプレートに大感激。忘れられない１日に。

リアン

→ Part １の最後を締め
くくったのは、「ふる
さ と 」 の 合 唱。 福 崎
さんの美声に聞きほれ
て、すっかりリラック
スしたノドを開き、大
きな声で気持ち良く、
会場の皆で心を込めて
歌い上げました。

実施したいと考え︑テーマを検討︒イタ

←↑ Part １は「日本の四季（メドレー）」。
関口美彩江さんのピアノ伴奏で、早春
賦〜電話〜さくら さくら〜朧月夜〜
みかんの花咲く丘〜夏の思い出〜くち
なし〜赤とんぼ〜里の秋〜白月〜紅葉
〜冬景色を情緒豊かに歌い上げまし
た。休憩をはさみ、Part ２「イタリア
の歌〜素敵な歌の世界」では、オペラ
やミュージカルの名曲の数々を披露。
艶やかでドラマチックな歌声が会場に
響き渡り、感動の拍手と喝采が。

10

!!
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（7）東京札幌会だより 第46号 2015（平成27）年12月発行

札幌市東京事務所より
札幌市東京事務所 所長

金谷 学

東京札幌会の皆様、こんにちは。いつも、ふるさと札幌を東京
の地から力強く応援いただき、心より感謝申し上げます。
私は函館生まれの函館育ち。大学入学を機に札幌に出てまいり
まして、その後、大学卒業と同時に札幌市役所に入庁し 30 年を
少し超えたところです。生まれて初めて大好きな北海道を離れ、
東京都民となりまして早や８か月。単身赴任生活にも慣れてまい
りまして、内地（!?）のペースが、自分なりにうっすらと分かっ
てきたような気もしております。
その間、７月の「暑気払いビール会」、９月に東京ドームで開
催されました「北海道日本ハムファイターズ応援ツアー」、そして、
10 月に企画されました「なんとなく…イタリアン !! 〜イタリア
の食と文化を味わい楽しむ会〜」に参加させていただき、おいし
いビールやお酒、ワインなどを飲みながら、親しくお話をさせて

↑札幌市東京事務所職員一同。前列左から、板垣綾香さん、吉田 満副
所長、金谷 学所長、坂井智則シティセールス担当課長、菊田昭子さん。
後列左から、白川義宜さん、足立和陽さん、櫛山浩之さん、工藤一
也さん、横粂昌典さん、四方 学さん、神原智子さん、大屋伸一さん。
【札幌市東京事務所のホームページ】
http://www.city.sapporo.jp/somu/tokyo/index.html

最後になりましたが、私とともに、今年度から東京事務所にま
いりました職員から一言ずつご挨拶させていただきます。

いただきました（中でも、“イタリアの会” では、会員である福
崎さまの素敵なソプラノに聴きほれました。小生、高校から合唱

【足立係長】企業誘致をはじめ、ビジネス支援を担当しております。

を続けておりまして、音楽には興味がございますので、特に…）。

私は生まれも育ちも札幌のため、北海道の中での札幌しか感じた

イベントに参加するたびに、役員の皆様の献身的な活動に触れ、

ことがありませんでした。しかし、こちらに来ると、札幌市は「一

会員の皆様の札幌を思う熱い気持ちや連帯感に包まれ、札幌で繋

つの地方都市」であり、全国の自治体が競合相手になります。企

がる “縁” の素晴らしさを感じているところであります。皆様、

業の皆様に大好きな北海道、札幌市をＰＲし、多くの企業が札幌

ありがとうございます。

に来ていただけるよう頑張ってまいりますので、どうぞよろしく

今年は 12 年ぶりに札幌市長が交代。５月２日、第 10 代目と

お願いいたします。

なる秋元克広札幌市長が誕生いたしました。今後４年間、札幌市

【横粂係長】今年４月に着任し、初めての東京暮らしで戸惑うこ

政の舵取りをされることになりますが、秋元市長は夕張出身の道

とも多かったのですが、あっという間に８か月が過ぎました。私

産子で、札幌市役所で副市長を務められた方です。北海道、そし

は高校生まで愛知県で暮らしていたため、暑さには十分に慣れて

て、札幌を思う気持ちは、皆様と変わりません。忙しい公務の間

いるつもりでしたが…、久しぶりの本州の夏の蒸し暑さにノック

を縫い、なんとか、１月の「新春のつどい」に出席していただけ

アウトされそうになったり、幾度か現れたゴキ（ブリ）に怖じ気

るものと思っております。

づくこともあったりしましたが、徐々に生活にも慣れてきた今日

札幌市は、「北海道の発展なくして、札幌の発展はない」とい

この頃です。仕事の方ではまだまだ不慣れな面を拭えませんが、

うスローガンを掲げ、北海道庁や他の道内市町村の皆様と連携を

これからも一所懸命「さっぽろ」のＰＲに努めていきたいと思い

進めております。東京事務所でも、１月 23 日（土）
・24 日（日）

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

には、当事務所のある東京交通会館前の有楽町広場で、札幌広域

【四方職員】私は、生まれは京都、中学から高校までは函館、大

圏の情報を首都圏から発信するというイベントを企画中です。ま

学は東京、就職は札幌という魅力度ランキング上位の街で暮らし

だイベント名も正式には決まっていないのですが、ぜひ、東京札

てまいりました。東京事務所では市税の徴収業務を担当しており、

幌会の皆様にも足をお運びいただき、応援していただきたいと願

今後も札幌市の税収確保のため、粉骨砕身励みます。７月には「暑

っております。

気払いビール会」にも参加させていただき、楽しくビールをいた

また、いよいよ３月 26 日（土）、待ちに待った北海道新幹線

だきました。いろいろなことをされている方がいらっしゃって、

が新函館北斗駅まで開業。その 15 年後には札幌までの延伸が予

一緒にお話をさせていただきましたが、とても刺激的でした。東

定されております。さらに再来年の冬には、「2017 冬季アジア

京札幌会には楽しいイベントがたくさんありますが、これからも、

札幌大会」の開催も控えており、その先に、２回目の開催となる

できるだけ参加したいと思っております。私は札幌にはまだ３年

「冬季オリンピック札幌大会」の誘致を目指しております。

しか住んでおりませんが、とても住み心地がよく、今後住み続け

このように、間違いなく、これからの 10 〜 15 年ほどで、札幌

ていく街としてはとても良い場所であると感じております。この

の街が大きく変わっていく転換期を迎えていると思います。今後

街がさらに素晴らしい街になるための一端を担えるよう努力いた

とも、東京札幌会の皆様の熱い応援をよろしくお願いいたします。

しますので、今後ともよろしくお願いいたします。

東京札幌会だより 第46号 2015
（平成27）年12月発行（8）

皆様、東京札幌会を、どうぞよろしく！
〜東京札幌会役員一同〜

※ 任期は 2016 年 1 月 31 日まで

会 長
副会長
幹事長
幹 事

金曽裕一 （かねそ・ゆういち）
松代洋子 （まつしろ・ようこ）
秦 豊昭 （はた・とよあき）
池谷 武 （いけや・たけし）
※ 五十音順 岩浪久美 （いわなみ・くみ）
河部克博 （かわべ・かつひろ）
工藤章宣 （くどう・あきのり）
古村恭子 （こむら・きょうこ）
高橋和敏 （たかはし・かずとし）
道見由貴 （どうみ・ゆき）
秦 美代 （はた・みよ）
日出谷百合子（ひでや・ゆりこ）
福崎芳枝 （ふくざき・よしえ）
牧野信良 （まきの・のぶよし）
三原有二 （みはら・ゆうじ）
宮永明子 （みやなが・あきこ）
山中茂樹 （やまなか・しげき）
横舘英雄 （よこだて・ひでお）
監 事 小林澄子 （こばやし・すみこ）
佐々木昭雄（ささき・あきお）
顧 問 渡辺 拓 （わたなべ・ひらく）

東京札幌会★ 2016 年の主なイベント予定〜恒例イベントを中心に〜
★ 1 月 24 日 ( 日 ) 午後 1 時 30 分～ ※ 本誌 1 頁参照
2016 年「新春のつどい」（第 40 回総会・新年懇親会）ホテルグランドパレス
★ 7 月下旬頃 「暑気払いビール会」
★ 8 月 30 日～ 9 月１日頃 「東京ドーム “ファイターズ” 応援ツアー」
★ 10 月～ 11 月頃
★ 12月上旬頃

秋のイベント（味覚と文化を楽しむ会など）

会報「東京札幌会だより」第 47 号発行

※ 新規企画等は詳細が決まり次第、お知らせする予定です。

【ホームページもご活用ください！】 http://tokyosapporokai.sharepoint.com/

同封の振込用紙で 2016 年度年会費（3,000 円）の納入を
よろしくお願い申し上げます。
※ 本誌 1 頁にご案内のように、2016 年「新春のつどい」にご参加の方は、当日、受付で「新春の
つどい」参加費（8,000 円）とともに年会費を納入いただけます。なお、
「新春のつどい」不参
加の方は、できるだけ速やかに年会費をお振り込みいただけますようお願いいたします。

会計報告（2015 年度収支予算案）
単位：円

収入
支出

︱

編集後記に代えて

年を迎え︑平成も四半世紀以上過ぎた

変化の時代に変わらぬものは⁝

︱

戦後

今︑景観もさまざまな情勢も︑目まぐるしい

変化を続けています︒速い流れの中でいつし

か忘れ去ってしまうことが得意な日本人の気

質︒でも︑流されず︑忘れずにいなければな

らないことがあるはずです︒自分の原点や故

郷を大切にすることも︑その一つかもしれま

せん︒東京札幌会というふるさと会の存在が︑

変わらぬものを見つめるきっかけになること

を願っています︒

最後になりましたが︑広告掲載にご協賛いた

︵道見由貴／広報担当幹事︶

だいた皆様に心よりお礼申し上げます︒
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項 目
前年度繰越金
年会費
総会会費
イベント参加費
広告収入
雑収入
収入計
総会費
イベント費
会報発行費
他ふるさと会費
会議費
通信費
事務費
予備費
支出計
次年度繰越金
合 計

2015 年度予算
441,612
540,000
720,000
1,000,000
50,000
100,000
2,851,612
850,000
901,612
170,000
100,000
90,000
90,000
120,000
30,000
2,351,612
500,000
2,851,612

2014 年度決算
539,154
513,000
622,000
1,018,300
30,000
169,821
2,892,275
792,526
1,018,531
174,000
147,282
90,680
96,361
131,283
0
2,450,663
441,612
2,892,275

※2015 年１月 25 日（日）第 39 回総会にて承認済

