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第１７回 東京おおえ会総会式次第 

 

 

     司会   幹事長   庄司 征四郎 

１、開会の辞    幹事長   庄司 征四郎 

１、会長の挨拶   会長代行  堀 喜代治 

１、議事 

１、事業報告    事務局長  板垣 信義 

  及び「水郷大江夏祭り花火大会楽しむ会」のご案内  

１、会計報告    会計担当  阿部 忠雄  

１、監査報告    監査担当  五十嵐 雄二 

１、新役員の承認  新会長   鈴木 五郎 

１、来賓祝辞 

  大江町長          渡邉 兵吾 

  大江町議会議長       松田 良吉 

  大江町商工会会長      若月 孝 

  大江町観光物産協会副会長  佐藤 進 

１、大江町からお知らせ  

       産業振興公社専務 木村 誠 

１、懇親会 

乾杯 大江町産業振興課課長 松田 清隆 

１、閉会の辞  副会長     荻野 美代子 
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　　 板垣　信義

　   渡辺　定之

　　 渡辺芙佐子

東京おおえ会事務局

平成23年6月19日

　　　　　　　　　　　　 （単位　円）

平成22年11月7日 役員会 役員及びサポーター15名

中沢口　庄司農園より

　蓬莱閣

平成22年9月5日 役員会

至　平成２３年　３月３１日

事　　　　業　　　　報　　　　告

 平成22年6月20日 総　会
参加会員　　　91人
来賓　　　　　　13人 　蓬莱閣

日　　付 内　　容

上記の通り報告申し上げます。

会　合　場　所

役員5人  蓬莱格

出　席　人　数

　  平成22年5月
山菜の周旋

ウド16箱、ワラビ14箱
ーーーーーーーー

　　　　　　　　上記の通り監査しました。

　東京おおえ会　会長代行　 堀　喜代治　　

　　　　　　　　　　　 　会計　   阿部　忠雄

　　　　　　　　　　　　　〃　    最上　勝也

　　　　　　　　　会計監査　 五十嵐　雄二

　　　　　　　　　　 　〃　　　  渡辺　　定之

上記の通り報告申し上げます。

収入合計+前年度繰越金 1,148,495 1,148,495

50,470

支　出　合　計

５　会議費

390,400

455,000

１千円×９１人

４　ご祝儀　１３名

91,000

129,000

東京おおえ会　第１６回　収支決算報告書

３　通信費 44,700

519,975

２　通信費

収　　　　　　　入

自　平成２２年　４月　１日

２　総会費５千円×９１人

　　 井田　ヤヨヒ

支出合計+次年度繰越金

758,095

往復葉書代+印刷代

３　渉外費

４　運営雑費

次年度繰越金

平成23年3月27日 役員会 役員及びサポーター15名 　蓬莱閣

支　　　　　　出

１　前年度繰越金

120,000

22,950

473,495 １　総会費　（飲食代他）
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ＮＯ 役職 氏名 備考

1 顧問 阿部　恒男

2 相談役 松田　房二郎

3 〃 伊藤　昭二

4 〃 新宮　徳次郎

5 会長代行・相談役 堀　喜代治

6 会長 鈴木　五郎 新任

7 副会長 荻野　美代子

8 幹事長 庄司　征四郎 新任

9 副幹事長 伊藤　重男 新任

10 〃 佐竹　竹美 新任

11 幹事 富樫　行雄

12 〃 清水　正昭

13 〃 鈴木　正徳

14 〃 伊藤　勝郎 新任

15 会計 阿部　忠雄

16 〃 最上　勝也

17 会計監査 五十嵐　雄二

18 〃 渡辺　定之 新任

19 事務局長 板垣　信義

20 （副） 石山　賢

21 事務局 渡辺　美佐子

22 〃 井田　ヤヨヒ

23

24

25

26

27 ２０１１　６　１４　見直し

東京おおえ会　平成２３年度　新役員　案（２０１１年６月～）
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ＮＯ テーブルNO 出身地区 氏名 備考 ＮＯ テーブルNO 出身地区 氏名 備考

1 A 沢口 鈴木　五郎 会長 51 F １区 若月　捷彦
2 A 新原町 荻野　美代子 副会長 52 F ２町内 荒井　春子
3 A 富沢 堀　喜代治 会長代行・相談役 53 F ２町内 菊池　勝子
4 A 百目木 阿部　恒男 顧問 54 F ３町内 川合　順子
5 A 大江町　町長 渡辺　兵吾 来賓 55 F ９区 武永　リツ子
6 A 大江町　議会議長 松田　良吉 来賓 56 F 小見 伊藤　哲雄
7 A 大江町観光物産協会副会長 佐藤　進 来賓 57 F 小見 伊藤　百合子
8 A 大江町商工会会長 若月　孝 来賓 58 F 原町 小関　嶺夫
9 A 大江町産業振興課長 松田　清隆 来賓 59 F 原町 板垣　信義 事務局長
10 A ㈱大江町産業振興公社専務取締役 木村　誠 来賓 60 F １町内 石山　賢 副事務局長
11 B 荻野 鈴木　正徳 幹事 61 G 徳澤 大沼　政男
12 B 大平 鈴木　光子 新規 62 G 中沢口 庄司　勲
13 B 荻野 最上　勝也 会計 63 G 貫見 佐竹　律子
14 B 顔好 大沼　みつ子 64 G 柳川 花岡　和男
15 B 顔好 嶋田　朝子 65 G 道かい 菅原　一 新規
16 B 顔好 末浪　かじ子 66 G 沢口 鈴木　隆
17 B 顔好 渡辺　きくの 67 G 田の沢 新宮　徳次郎 相談役
18 B 軽井沢 林　彦一郎 68 G 中沢口 庄司　征四郎 幹事長
19 B 葛沢 阿部　忠雄 会計 69 G 本郷 佐竹　竹美 副幹事長
20 B 下北山 木村　常喜 70 G 本郷 林　かち子
21 C 小漆川 平松　桂子 71 H 小見 伊藤　重男 副幹事長
22 C 小漆川 加藤　光子 72 H 左沢 兼子　芳雄
23 C 諏訪原 安孫子　寿郎 73 H 原町 若井　さつ子 新規
24 C 滝ノ沢 塩沢　きよえ 74 H 市の沢 清野　直蔵
25 C 滝ノ沢 佐藤　さん 塩沢さん紹介 75 H 川口 千田　佳織里
26 C 滝ノ沢 林　さん 塩沢さん紹介 76 H 小見 伊藤　とめ子
27 C 月布 渋谷　四三男 77 H 小見 土田　操
28 C 橋上 飯田　ヒデ子 新規 78 H 新原町 関根　かほる
29 C 本郷 市川　あさ子 新規 79 H 天神前 後藤　礼子
30 C 本郷 松本　陽子 新規 80 H 原町 若井　トミ子
31 D 所部 松田　茂 81 I 原町 堀口　哲雄
32 D 望山 村岡　恵子 82 I 原町 安彦　邦彦
33 D 望山 林　秀康 83 I 市の沢 加藤　たまえ 新規
34 D 本郷 伊藤　勝郎 84 I 川口 荒井　菊子 新規
35 D 小漆川 安　芳子 85 I 深沢 菊池　昭男
36 D 原町 太田　義明 86 I ７区 渡辺　芙佐子 事務局
37 D ７区 渡辺　定之 会計監査 87 I 川口 井田　ヤヨヒ 事務局
38 D ２町内 和田　満智子 88 I 左沢 堀　俊一
39 D ４区 八木沼　千代子 89 I 新宮　利昭
40 D 左沢 柏倉　誠次 90 I 白岩 鈴木　ヤエ
41 E 塚野　俊雄
42 E 御免町 大町　哲朗 新規
43 E ８区 清水　正昭 幹事
44 E １町内 五十嵐　雄二 会計監査
45 E 左沢 佐藤　三枝子
46 E 左沢 中川　清子
47 E 左沢 森　悟郎
48 E ２町内 公平　久子
49 E ９区 阿部　美佐子
50 E ９区 井上　秀子

２０１１　６　東京おおえ会（１７回）　参加者名簿               ２０１１　６　１７　まとめ
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水水郷郷大大江江夏夏ままつつりり花花火火大大会会をを楽楽ししむむ会会ののごご案案内内  
 

 

１ 目的   東京おおえ会の会員とふるさと大江町民との交流を 

       はかり、県内で最も古い大江の花火大会を楽しむ 

２ 主催   東京おおえ会 ・ 大江町産業振興公社 

３ 日時   平成23年8月15日（月） ～ 16日（火）   

        午前７時00分上野公園口 大型バスにて出発 

４ 宿泊   大江町柳川温泉   TEL 0237-64-2151 

５ 会費   東京の参加者    24,000円 （25名参加で 1泊4食付） 

       大江町の参加者    5,000円（懇親会のみの参加：日帰り） 

                   7,000円(懇親会と宿泊の参加１泊2食付) 

６ 参加者    先着 25名 （東京よりの参加者） (最小催行人員 20名) 

先着 10名 （大江町民） 

７ 日程 

《15日》上野公園口 ―川口JCT―― 吾妻PA ―山形蔵王IC―― 蔵王温泉・お釜 ――― 

                      蔵王（昼食）お釜見学 

        7：00出発     現地案内人乗車         12：30～14：00 

―― テルメ柏陵健康温泉館 ――― 錦庵――― 花火大会を楽しむ ―――― 柳川温

泉 

      温泉に入浴          懇親会       大江町       

     15:30～16:30       16:50～18:50  19：00～20：30    21：30頃到着 

 

《16日》 柳川温泉 ――― 神代カヤ ――― 楯山公園 ――― 交流ステーション  

        朝食 （シャトルバス）  散策     日本一公園の眺めを     

      8：00出発   8：30～9：10   9：20～9：50   10：10～10：30 

―― ぶどう狩り(     )――― 歴史民俗資料館 ――― 東京 ―――― 上野公園

口 

   ぶどうもぎ体験           青苧を用いた昼食 

 10：45～11：30        11：45 ～ 13：00       19：30頃到着 

 

８ 参加の申込み 

 ・参加者は別紙振込用紙にて近くの郵便局より会費を振込みの上申込み下さい。 

 ・なお、振込手数料は参加者のご負担とさせていただきます。 
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お知らせ 
 
○ 東京おおえ会ホームページについて 
 
 総会議案書や総会写真を掲示しております。 
 少し前の総会の様子をご覧になりたい方、 
 また、総会に出席されなかった方などにご利用をお願いします。 
 

ホームページのアドレスは http://ooek.jp/ 
 
○ 大江町「観光ライブカメラ」について 
 
 大江町のホームページに現在の左沢の様子や大山自然公園の様子が 
 カメラを操作して見ることが出来るようになりました。 
 

 ホームページのアドレスは http://www.town.oe.yamagata.jp/ 
 

 

 


