
今冬は予想外の寒さに首をすくめていましたが、寒さが終わると初春を通り過ぎ春本番を迎え

た様な感じがしております。桜も例年に比べて早い開花となりました。

本年も同窓会のご案内を差し上げる季節になりました。皆様におかれましてはお変わりなくお

過ごしのこととお慶び申し上げます。当番幹事・東27回卒業の皆さんが、楽しい一時を過ごして

頂けるように張り切って準備を進めております。例年の様に多くの方々にお目に掛かり親交を深

められますことを今から楽しみにしております。
唐津鶴城同窓会関東支部会長 蓮尾雅好

第３８回第３８回第３８回第３８回 総会・懇親会のご案内総会・懇親会のご案内総会・懇親会のご案内総会・懇親会のご案内

唐津中学校章

唐津鶴城同窓会唐津鶴城同窓会唐津鶴城同窓会唐津鶴城同窓会

関東支部関東支部関東支部関東支部

唐津第一高校
校章

唐津高校校章 唐津東高校
校章

中学高校共通の
シンボルマーク

■■■■ 開催概要開催概要開催概要開催概要

日 時 平成25年6月8日（土）11:45～～～～14:15（受付開始午前11時）

会 場 茗渓会館茗渓会館茗渓会館茗渓会館（めいけいかいかん）
東京都文京区大塚1-5-23 ☎ 03-3943-0321

会 費 7,000円 「新卒会員、学生はご招待」

同伴者、関東地区以外 6,000円 子ども無料

年会費 2,000円

申 込 ＊出席申込は５月２７日(月) 迄に振込をすると完了です。

＊振込みの確認には一週間要します。余裕をもって振込下さい。

＊出席申込、住所変更、その他の連絡はＦａｘ・Ｅメール（下記事務

局宛て）、鶴城同窓会関東支部ホームページ、各期幹事長経由でも

出来ます。｢卒業期、氏名(旧姓)、出身町名｣を記入して送信下さい。

＊直前に出席が可能となった時はＦａｘやメールで連絡ください。

会場のご案内会場のご案内会場のご案内会場のご案内

茗渓会館茗渓会館茗渓会館茗渓会館 ２階「茗渓の間」

･･･立食スタイル

地下鉄丸の内線「茗荷谷駅」

春日通り方面改札(大きい方の

改札)・1番出口を出て徒歩2分

●交番
●あさひ銀行

●
跡見学園

お茶の水●
女子大学

ココ

■■■■ 関東支部総会関東支部総会関東支部総会関東支部総会

総会議題

１．平成24年度決算について

２．その他

■■■■ 懇親会の見どころ懇親会の見どころ懇親会の見どころ懇親会の見どころ

当番幹事：東高27期

市丸雅規、一山佳史、井上 誠、大原一八、鬼木 勉、

加登紀一、小松千晃、坂本美子、高柳賢吾、田崎史生、

中原嘉伸、仁井勇治、萩原 睦、平尾和人、古賀雄樹、

古川聖登、本多幸恵、松本浩二、宮崎昌志、柳沢正人、

山本真理子、湯浅雅子、吉村美毅、渡邊 拓

今年のテーマは「唐津の今、私たちの今」

なつかしの唐津の物産なつかしの唐津の物産なつかしの唐津の物産なつかしの唐津の物産

子供のころ親しんだあの味、あのパッケージ

東京ではなかなか手に入らないあの逸品を、

故郷の味を再現する懐かしい調味料も。

商品には数に限りがあります。受付開始時から

販売しますので、早めの来場をお待ちしています。

＊事務局からのお知らせ＊

○ホームページを立ち上げました。｢唐津鶴城同窓会関東支部公式ホームページ｣

で検索できます。総会案内の閲覧や会員登録、住所変更、その他の連絡に

ご利用ください。。。。

○氏名の記入が無い振込があります。振込む前に再度確認をして下さい。

○出身町名に市内と記入されている事があります。現在は殆どが唐津市内です。

町名を記入下さい。

唐津鶴城同窓会関東支部

事務局：筒井厚子（東高9期）

Fax：：：：03-5805-8586

Email：：：：a-tsutsui@athena.ocn.ne.jp
来年は東高28期（昭和58年
卒業）が幹事です

Relation27

幅広い年代の方々が参加されるこの同窓会で、少しでも多くの方と会話

のきっかけをつくるために、趣味・仕事・自己PRなどをカードで表示

したいと考えております。差支えのない方は当日、カードにご記入いた

だきたいと思います。

みょうがだに

唐津の今の風景唐津の今の風景唐津の今の風景唐津の今の風景

東高校のあったあの場所は？ あのお店は今？

そんなギモンにお答えします。

あの頃を思い出しながら風景をお楽しみください。

曳山囃子曳山囃子曳山囃子曳山囃子

唐津といえば“おくんち”

あのお囃子を会場で披露します。

腕に覚えのある方の飛び入りも大歓迎。

校歌・応援歌校歌・応援歌校歌・応援歌校歌・応援歌

今でも覚えていますか？

校歌・応援歌を皆さんで一緒に

歌いましょう。

出席者全員に

お土産を用意しています

   総会費 1,916,182   年会費収入 652,000

   幹事会・会場費 144,950   総会費収入 1,244,000

   印刷通信費 278,490 　広告料収入 340,000

　 渉外費 50,000 　寄付・祝金収入 82,000

   事務費 54,680 　雑収入 251,300

   記念行事基金繰入 1,000,000   受取利息 521

   支出合計 3,444,302   収入合計 2,569,821

   次期繰越金 1,356,522   前期繰越金 2,231,003

  合       計 4,800,824   合      計 4,800,824

  同窓会寄付金 1,000,000   一般会計繰入金 1,000,000

  次期繰越金 2,000,000   前期繰越金 2,000,000

  合      計 3,000,000   合      計 3,000,000

　現　　　金 5,120 　正味財産の部

  郵便貯金 502,632    　記念行事基金会計

  普通預金 308,316       　次期繰越金 2,000,000

  郵便振込口座 1,067,708    　一般会計  

  定期預金 2,272,746         基本金 1,000,000

　実行幹事仮払金 200,000         次期繰越金 1,356,522

  正味財産合計 4,356,522

  資  産  合  計 4,356,522    負債正味財産合計 4,356,522

以上のとおり報告致します

平成25年6月8日
会      長        蓮   尾   雅   好 ㊞

上記計算書類を監査結果した適正に表示されているものと認めます。

会計監査           飯   田   秀   人 ㊞

会計監査          村 　山　 博   一 ㊞

  資  産  の  部   負債正味財産の部

平　成　2　4　年　度　決　算　報　告　書　 (案）平　成　2　4　年　度　決　算　報　告　書　 (案）平　成　2　4　年　度　決　算　報　告　書　 (案）平　成　2　4　年　度　決　算　報　告　書　 (案）

唐津鶴城同窓会関東支部

一般会計収支計算書

自平成24年1月１日至平成24年12月31日

  支  出  の  部   収  入  の  部

  支  出  の  部   収  入  の  部

自平成24年1月１日至平成２4年12月31日

記念行事基金会計収支報告書

総合貸借対照表          

平成２4年12月３１日現在
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萬坊は食品に新たな提案を
呼子から発信していく
会社であることを目指しています。

株式会社 萬坊

相談役 太田善久（東高6期）
〒847-0304 佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦1944-1
Ｔｅｌ 0955-82-4888 ｆａｘ 0955-82-4434
http://www.manbou.co.jp/

安心安心安心安心 安全安全安全安全 健康健康健康健康

福岡安全センター株式会社福岡安全センター株式会社福岡安全センター株式会社福岡安全センター株式会社
○一人暮らし高齢者のための「緊急通報サービス」

○福岡市夜間対応型訪問介護サービス

○介護予防のための「にこにこステップ運動教室」

○スロージョギング®の普及啓蒙

○デイサービス「にこにこセンター城南」

代表取締役 内山守太内山守太内山守太内山守太 （東高7期）

810-0001 福岡市中央区天神 3-11-1
Tel. 092-711-7795 Fax. 092-711-7258

http://www.sagamatsura.com/http://www.sagamatsura.com/http://www.sagamatsura.com/http://www.sagamatsura.com/

新年会新年会新年会新年会････忘年会忘年会忘年会忘年会････同窓会同窓会同窓会同窓会etcetcetcetc............大小各種宴会席大小各種宴会席大小各種宴会席大小各種宴会席のごのごのごのご相談相談相談相談にににに応応応応じますじますじますじます。。。。

おおおお気軽気軽気軽気軽におにおにおにお問合問合問合問合せくださいせくださいせくださいせください。。。。

季節料理季節料理季節料理季節料理 九州九州九州九州まつらまつらまつらまつら 富田淑子富田淑子富田淑子富田淑子
（西高2期）

102-0083 東京都千代田区麹町2-3 B1
TEL･FAX：03-3263-0915

営業時間 11：30～13：30 / 17：00～24：00 （日曜定休）
半蔵門駅 B2番出口徒歩3分 / 麹町駅 1番出口徒歩3分

代表取締役：佐々木弘昭（東高４期）

取締役 ：岡崎正裕（東高４期）

取締役 ：田中喜彦（東高５期）

取締役 ：常安千春（東高５期）

顧問税理士：井上美鈴（東高１５期）

120-0003 東京都足立区東和2-27-11

TEL：03-3605-3589

工業用機器、健康・医療機器の輸出入

各種コンサルタント、マーケティング業務

建築資材の販売、各種斡旋仲介業務、他

フォースター株式会社フォースター株式会社フォースター株式会社フォースター株式会社★★★★
FOUR STAR

□ 飯田法律事務所 □

弁護士 飯田秀人 （東高５期）

105-0003

東京都港区西新橋1-21-8

弁護士ビル603号

TEL：03-3591-5411（代）

FAX：03-3591-5414

ＮＮＮＮ
株式会社株式会社株式会社株式会社

ニッカイニッカイニッカイニッカイ

代表取締役

坂本俊介
(東高12期)

建築・設備全般・設計施工
建設業神奈川県知事許可(特)第43081号

238-0011

神奈川県横須賀市米が浜通2-4-5

TEL 046-824-1419

FAX 046-824-8958

携帯 090-1404-8097

公認会計士・税理士

小松英明小松英明小松英明小松英明（東高9期）

小松公認会計士事務所小松公認会計士事務所小松公認会計士事務所小松公認会計士事務所

101-0061 

東京都千代田区三崎町2-4-1 TUG-1ビル11F

TEL 03-3263-0179

FAX 03-3221-6965

■本社
〒847-0062
佐賀県唐津市船宮町2318番地
TEL：0955-73-2151
FAX：0955-74-1160
■ホームページ
http://www.miyajima-soy.co.jp/

■オンラインショップ
http://miyajima-soy.shop-pro.jp/

Best  Partner  For  YouBest  Partner  For  YouBest  Partner  For  YouBest  Partner  For  You

美鈴税務会計事務所美鈴税務会計事務所美鈴税務会計事務所美鈴税務会計事務所

税理士税理士税理士税理士井井井井 上上上上 美美美美 鈴鈴鈴鈴 （（（（東高東高東高東高15151515期期期期））））

251-0052 藤沢市藤沢4-14-9
TEL：0466-25-9736
FAX：0466-97-0947
Email：misuzu.tax@gmail.com

〒350-1307 
埼玉県狭山市祇園７－３１
マンション・スイ１０３

((((有有有有))))コスモデザインコスモデザインコスモデザインコスモデザイン

冨桝冨桝冨桝冨桝 賢賢賢賢（東高（東高（東高（東高19191919期）期）期）期）

TEL 04-2959-0150

Fax  04-2959-0180

小松酒造

中央通り中央通り中央通り中央通り

外堀通り外堀通り外堀通り外堀通り

並木通り並木通り並木通り並木通り

銀座銀座銀座銀座
八丁目八丁目八丁目八丁目

銀座銀座銀座銀座
七丁目七丁目七丁目七丁目

●博品館 資生堂ﾊﾟｰﾗｰ●

●国際ホテル

●ホテル
COM’S銀座

●リクルート

●久兵衛

ココ：地下2階
ﾊﾞｰ･アドリアアドリアアドリアアドリア

◎◎◎◎

〒104-0061
東京都中央区銀座8-7-7

中央林ビルB2(1階は江戸銀）
TEL:03-3571-6750

営業時間：19:00～ 休み：日曜日･祝日

代表取締役兼杜氏 小松 大祐

代表取締役社長 岩村裕一（東高27期）

バーバーバーバー アドリアアドリアアドリアアドリア
鬼木 勉（東高27期）

215-0005 神奈川県川崎市麻生区千代ヶ丘 2-4-14

Tel. 044-966-1093 Fax. 044-952-3201
http://kyukeisha.turukusa.com/

公益財団法人

久敬社

理事長 溝上陽一郎 （唐高５期）

塾 監 加登 紀一 （東高27期）

「久敬社塾「久敬社塾「久敬社塾「久敬社塾((((きゅうけいしゃじゅくきゅうけいしゃじゅくきゅうけいしゃじゅくきゅうけいしゃじゅく))))」は、関東の大学に進学する、郷里出身の男子学生のための」は、関東の大学に進学する、郷里出身の男子学生のための」は、関東の大学に進学する、郷里出身の男子学生のための」は、関東の大学に進学する、郷里出身の男子学生のための

学生寮です。関東にも多くの卒業生がいます。学生寮です。関東にも多くの卒業生がいます。学生寮です。関東にも多くの卒業生がいます。学生寮です。関東にも多くの卒業生がいます。
久敬社からのおしらせ（毎年行事）久敬社からのおしらせ（毎年行事）久敬社からのおしらせ（毎年行事）久敬社からのおしらせ（毎年行事）

★ 「千代ヶ丘祭」 10月中旬
東京でちいさな曳山の“おくんち”。
学生が作った“赤獅子”を、町内の子どもたち数百人が
曳きまわりまず。

★ 「同郷人懇親会」 10月下旬
通称：東京唐津くんち
久敬社に唐津出身者が集まり、懇親を深め故郷を偲びます。

※日程など詳細については加登塾監にお問合せください。

（創立：明治（創立：明治（創立：明治（創立：明治11111111年）年）年）年）

847-0821 佐賀県唐津市町田659-6 TEL. 0955-74-8155

復活の美酒復活の美酒復活の美酒復活の美酒 七代目七代目七代目七代目 小松大祐が小松大祐が小松大祐が小松大祐が

こころをこめて造った手造りのお酒こころをこめて造った手造りのお酒こころをこめて造った手造りのお酒こころをこめて造った手造りのお酒

849-3211 佐賀県唐津市相知町千束1489
Tel. 0955-62-2408 Fax. 0955-62-3031
http://www.manrei.jp/

小松酒造株式会社小松酒造株式会社小松酒造株式会社小松酒造株式会社

戸建住宅戸建住宅戸建住宅戸建住宅((((ｷｯﾁﾝ･ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚｷｯﾁﾝ･ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚｷｯﾁﾝ･ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚｷｯﾁﾝ･ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ))))

展示場･ﾘﾌｫｰﾑ･ｵｰﾙ電化展示場･ﾘﾌｫｰﾑ･ｵｰﾙ電化展示場･ﾘﾌｫｰﾑ･ｵｰﾙ電化展示場･ﾘﾌｫｰﾑ･ｵｰﾙ電化

小松千晃（東高27期）

水 道の設計やってます。

金 属構造物の設計やります。

地 下埋設物の調査設計やってます。

火 災に備える消火設備の設計やります。

木 造構造物(建築以外)の設計やってます。

土 質調査・解析業務やります。

天 この先は無理です。

冥
19191919期の皆さん期の皆さん期の皆さん期の皆さん、、、、
集まりましょう集まりましょう集まりましょう集まりましょう！！！！

宮島醤油株式会社宮島醤油株式会社宮島醤油株式会社宮島醤油株式会社

佐賀佐賀佐賀佐賀のののの豊豊豊豊かなかなか なか な恵恵恵恵み を ごみ を ごみ を ごみ を ご 家庭家庭家庭家庭 にににに

【佐賀のしょうゆ】 【佐賀牛カレー】

相談役 宮島傳兵衞 （唐中39期）

取締役相談役 宮島傳二郎 （唐中47期）

取締役監査役 宮島徳三郎 （唐東 4期）

代表取締役社長 宮島清一 （唐東13期）

代表取締役副社長 宮島礼二郎 （唐東19期）


