
 

平成３１年４月 

関西ヤマハＯＢ・ＯＧ会 会員各位 

 

令和元年度 関西ヤマハＯＢ・ＯＧ会 総会のご案内 

 

関西ヤマハＯＢ・ＯＧ会 会長 鈴木 猛 

 

 拝啓、向春の候、皆様におかれましては益々ご隆盛のことと存じお喜び申し上げます。まだ平成

３１年ではありますが、元号は平成から令和に替わることとなり、新しい時代がこれから始まろ

うとしております。今後もＯＢ会の活動に格別なご配慮を賜りますようお願い申し上げます。 

 さて、標題の件、今年度の春の総会を下記の通り実施致したくご案内致します。昨年度の活動報

告、今年度の事業計画や予算の審議をお願い致したく、お忙しいこととは存じますが万障お繰り合

わせの上、ご出席くださいますようお願い致します。 

敬具 

記 

 

○日時  令和元年５月１９日（日） １１：００～  

  午前１０：３０より受付開始 

 

○場所  シティプラザ大阪  ２階「燦」の間 

  大阪市中央区本町橋２－３１ ☎ ０６－６９４７－７８８８ 

 最寄り駅 地下鉄堺筋線「堺筋本町」又は地下鉄谷町線「谷町四丁目」 

  （別添地図をご覧下さい） 

 

○会費  ３０００円  （当日受付にてお支払下さい） 

      （大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 以外に居住の会員の方は無料です） 

 

○令和元年度総会 １１：００～ 

     ・会長挨拶       ・ご来賓挨拶 

     ・平成３０年度活動報告  ・平成３０年度会計報告／会計監査報告  

     ・令和元年度活動計画（事業計画、予算案）発表 

     ・会員情報報告      ・長寿者お祝い     ・役員改選 

     ・その他 

 

○懇親会  １２：３０～ 

 

 

 



 

○お願い 

①出欠のご返事は、同封の返信ハガキに必要事項を記入し、４月３０日までに返送くださいます 

 ようお願い致します。 

②サークルへのメンバー登録のお願い 

 ・各サークルのメンバー表（現時点でのもの）を同封しておりますので、ご自分の現所属サー 

  クルをご確認頂き、今年所属したいサークルにはすべてチェックマークを入れてくださいま 

  すようお願いします。 

  （メンバーになると、各サークルのリーダーから、活動毎に日程等の案内を頂けます） 

  ③新サークルのご案内 

 ・今年度は、５つの新サークルの立ち上げを考えております。新サークルへのメンバー登録を 

  ご希望の方は、通常のサークルメンバー登録と同時に登録をお願いします。 

  是非積極的なご参加をお待ちしております。（内容の詳細は同封の別紙をご覧下さい） 

④今年度の長寿祝いを受けられる方へのお願い 

  ・今年度の長寿祝いの方のお名前は一覧表にしてありますので、ご確認の上、誤りや漏れがあ 

   りましたら、その旨事務局にご連絡ください。 

  ・お祝いを受けられる方は一言コメントを返信はがきにご記入をお願いします。そのコメント 

     は会報に掲載させていただきます。 

⑤総会当日に、ご自分の作品展示を希望される方は、作品の内容（絵画、写真、手工芸品、等々） 

 その大きさ、点数、を返信ハガキにご記入下さい。 

 

○当日の事務局携帯電話 

   吉野 ０８０－３８３２－６７９０ 

   関原 ０９０－９９９７－０８６２ 

 

以上 



平成３０年度　サークルメンバー　一覧　

平成３０年の活動メンバーを掲載していますが、３０年度途中での増減につきましては、反映されて
いない場合がありますので、悪しからずご了承下さい。

軽音同好会 ﾘｰﾀﾞｰ：大林茂雄 ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：安永　皓 *印：賛助会員 １１名

コンサート鑑賞サークル ﾘｰﾀﾞｰ：山之内　弘 １９名

シニアアンサンブル・インキュベーター ﾘｰﾀﾞｰ：高戸隆一郎 ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：児玉　京子 　６名

ボイストレーニング＆コーラス ﾘｰﾀﾞｰ：瀬川　進吾 音楽ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ：髙鍋　学 １５名

写真同好会 ﾘｰﾀﾞｰ：上木　義和 　８名

健康麻雀サークル ﾘｰﾀﾞｰ：石橋　誠 ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：鈴木　猛　関原　豊 ２０名

ゴルフ同好会 ﾘｰﾀﾞｰ：高田　勝行 ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：石橋　誠 １７名

登山サークル ﾘｰﾀﾞｰ：吉野  郁二 ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：山田　学 ２２名

園芸サークル ﾘｰﾀﾞｰ：平田　信彦 ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：池田　基雄 　９名

グルメの会 ﾘｰﾀﾞｰ：正井  重昭 １６名

歴史ウォーク ﾘｰﾀﾞｰ：松近　達雄 ２５名

上方落語を楽しむ会 ﾘｰﾀﾞｰ：松近　達雄 １７名

美術を楽しむ会 ﾘｰﾀﾞｰ：池田　基雄 ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：小谷　雄一 １７名

山下　親男 吉井　幹也恒田　美晴 寺田　良清 平田　信彦 別所　徹 正井  重昭 宮本　充

吉田　進 吉野  郁二

伊藤　信也 石橋　誠 榎原　智 大西　正起 小山　隆春 鍵田　玲子 鈴木　猛 高戸隆一郎

松本　孝 村岡　友子 山下　親男 山田　学 譲尾　昌之 吉川　逸平

澤村　泰子 関原　豊

舘野　喜美 谷口　仁郎 寺坂　佳子 寺田　良清 中島　得三 平田　信彦 平田　浩子 前川　芳子

家城　義男 井上　義之 今川　義彦 大西　正起 児玉　京子 小安紀久子

平田　信彦

堀　光生 松田　孝治 松近　達雄 松本　孝 村田　廣司 吉川　逸平 吉田　進

原田　和枝 平田　浩子 村岡　友子

榎原　智 小山　隆春 坂本　好彦 鈴木　猛 辻田　猛 寺田　良清 永吉　隆

村岡　友子 門奈　達司 譲尾　昌之 吉川　逸平

鍵田　玲子 児玉　京子 澤村　泰子 高野　昌美

児玉　京子 小安紀久子

佐々木裕司 澤村　泰子 杉村千恵子 高木　信一 髙鍋　学 鶴田　守人 難波江泰子 前川　芳子

足立　昭史 池田　基雄 井上　義之 今川　義彦 榎原　智 鍵田　玲子

舘野　喜美 土屋　正方 堂野前稔泰

中嶋　章雄 別所　徹 水谷　正義 村田　廣司 山田　陽一 吉井　幹也 村杉　宏伸

吉峯陽一郎

今村　信一 榎原　智 金丸　克己 杉山　文雄 鈴木　猛

別所　徹

前岡　伸 松本　孝 水谷　正義 村杉　宏伸 門奈　達司 吉田　颯郎 吉田　三郎 吉田　進

山田　節

家城　義男 稲本　忠志 倉沢　武雄 近藤　一利 坂本　好彦 土師　修 原　道春

坂田　康正 高野　昌美 鶴田　守人 原田　和枝 眞家　正利 森本　健治

高戸隆一郎 辻田　猛

恒田　美晴 内藤　満子 原田　和枝 平田　浩子 吉峯陽一郎

家城　義男 鍵田　玲子 加藤　信正 倉沢　武雄 澤村　泰子 鈴木　猛

真津千代子 吉峯陽一郎

高野　昌美 出口進一郎 内藤　満子 真津千代子

高野　昌美

辻田　猛 恒田　美晴 鶴田　守人 永吉　隆 土師　猛 原田　和枝 兵頭　育二 平田　信彦

堀　譲二 ＊小川　彩子

＊大林由布子

鍵田　玲子 國頭　正明 児玉　京子 澤村　泰子 鈴木　猛 瀬川　進吾 高戸隆一郎

石橋　誠 梶田　福生 髙鍋　学 津野　啓三 樋口　正晴 古橋　充吉



新規サークルのご案内

今年度、下記の５サークルを立ち上げたいと思いますので、奮ってご参加をお願いします。
尚、新サークルのメンバー希望者が５名未満の場合は立ち上げを見送る場合もございますので、
予めご承知おき下さい。

１．ボーリング同好会 連絡受付担当　：　別所　徹

誰でも、昔一度はやったことのあるボーリングゲーム。もう一度やってみませんか？
スコアアップを目指せば、運動不足の解消にもなります。ハンディ戦の試合も企画します。
アフターボーリングの会員相互の親睦も楽しみにして下さい。

２．社会見学サークル 連絡受付担当　：　水谷　正義

良い子の社会見学ならぬ、良いおじさん、良いおばさんの社会見学をしてみませんか？
関西にある工場見学が今、とても面白いそうですし、工場見学以外にも、鉄道博物館、裁判所、
人と防災未来センター、終活セミナー、競馬場、等々見学先として面白そうなところが沢山
あります。普段あまり目にしないところを見学して知的好奇心を満たしましょう

３．スイーツ同好会 連絡受付担当　：　岩本　朋子

甘いもの大スキの皆さん！！お待たせしました。一緒に美味しいスイーツを楽しみませんか？
スイーツバイキングに挑戦するのもよし、テーマを決めたり、地域を決めたスイーツ三昧もよし。
会員相互のスイーツ情報を交換し合うのも面白いと思います。
たまには思い切りスイーツを楽しんでも大丈夫。ダイエットは別に頑張ってね！

４．カラオケ同好会 連絡受付担当　：　小山　隆春

休会していたカラオケ同好会の復活です。女性会員の皆様にもおすすめ！！
歌を歌えば健康維持に大いに効果があります。（血流改善、自律神経の調整、ｽﾄﾚｽ解消等）
新曲にチャレンジ、今はやりの曲にもチャレンジしましょう。
歌った後には食事やおしゃべりすることもあります。賑やかに！

５．やさしい俳句作りの会 連絡受付担当　：　倉沢　武雄

日本の伝統文芸「俳句」。草花や自然の風景や情景、自分の思いを表現してみませんか？
俳句つくりの経験のない方でも大丈夫。永年の指導実績のあるｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの先生を依頼予定です。
俳句だけでなく、川柳の創作も検討していきます。優秀作は会報に掲載してもらえるかも・・・

今年度の長寿お祝いの方
（敬称略）

米寿　（８８歳　１９３１年生） 出口　進一郎

傘寿　（８０歳　１９３９年生） 寺坂　佳子 財部　敏隆 森田　俊朗 吉田　颯郎
平田　浩子 久保　良次

古稀　（７０歳　１９４９年生） 河村　百丈 金丸　克己 山下　親男 寺東　茂
山本　雄三 吉田　達夫 関原　豊 宮西　正則
福田　義秋 寺田　良清 星野　隆

皆様、おめでとうございます。
恐れ入りますが、簡単で結構ですので一言コメントを出欠ハガキのコメント欄にご記入をお願いします。
ハガキのコメント欄ではスペースが足りない方は、ＨＰからコメントをお寄せ下さい。

吉峯陽一郎原田　和枝 平田　信彦 平田　浩子 森本　健治 讓尾　昌之 吉川　逸平

児玉　京子 鍵田　玲子 澤村　泰子 高戸隆一郎 高野　昌美 出口　進一郎 内藤　満子 土師　猛



次回の「会報」に掲載させていただきます。






