
AAC OB会員の皆さまにおかれましてはご健勝のこととお察し申し上げま
す。OB会は若手の参画が進み、現役のサポート活動等積極的に活動して頂
いております。 
引き続き、現役の活動サポートのご支援ならびに会費の納入をお願いする
次第です。

お願い

■ ホームページへの写真提供のお願い 
AACホームページに古い写真を掲載させて頂きます。事務局までご連絡ください。
AACホームページ：http://www.a-a-c.net/

■ 会費納入のお願い 
2019年度の会費(¥2,000 但し、麻布卒業後5年間の学生会
員は¥1,000)の納入をお願い致します。合宿参加など現役
サポート活動を積極的に行うためには資金的裏付けは必
要不可欠です。 過去 3 年間で未納分のある方は本年度分
と合わせ納入をお願い致します。
同封の払込用紙をご利用下さい 
銀行から送金の場合： 
銀行名：ゆうちょ銀行 
店番：〇一九  
口座；当座 0363867

今は街歩きが趣味です。マレーシアのペ
ナン島にあるジョージタウンは、イギリ
ス植民地時代に形成された歴史的地区
で、ユネスコ世界遺産に登録されていま
す。ジョージタウンでは、2012年からス
トリートアートのプロジェクトが開始さ
れ、街中の様々な建物の壁に、様々な
アーティストが日常風景や動物などをモ
チーフにした絵を描いています。時代を経
て変色したり、仕上げ材が剥がれたりし
ている壁の風合いをそのままいかした味
わいのある壁画が20作品くらい点在しています。その絵を見て回りながら散策を楽しむ
と同時に、絵とオブジェが一体化しているので、誰もがアートの一部になることができ
ます（写真は2017年秋に撮影）。

■ 中村仁 (S56/1981卒)

2018年度の現役の山行より 
左上から時計回りに夏合宿・槍頂上、同槍ケ岳、六月山行畦ヶ丸、夏合宿・常念頂上
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定期総会

会員便り

5月25日（土）麻布学園の地学講義室にて20名の会員の皆さまにご出席頂き、通
常総会を開催し、活動報告、会計報告、新会員、役員人事につき以下のとおり承認
されました。

■ 鈴木順二 (S46/1971卒)

もう近況報告の番ですか！ 10年経つのは
早いです。私の畑和助リサーチはボチボ
チですが、この間にAAC OB 会では役員
の世代交代が進んで順調に運営され、喜
ばしいかぎりです。 
虫屋のほうでは、２年前に長年憧れてい
た奴にようやく会えました。初夏にだけ
現れるクモマツマキチョウ（雲間褄黄
蝶）です。高山蝶に数えられるものの、
実際は北ア・南アの沢筋にいますので、
山に登らずに撮れました。こうして自然に

親しむのは相変わらず好きなのですが、近年はもっぱらゲレンデスキーというところま
で堕落いたしました。

収入の部 支出の部
会費収入 ¥140,800 通信連絡費（会報など） ¥63,743
総会会費 ¥16,000 総会支出 ¥9,777
忘年会会費 ¥60,000 忘年会支出 ¥42,764

山行交通費 ¥14,770
ホームページ運営費 ¥5,142
会議費 ¥11,100
慶弔費 ¥0
雑費 ¥9,180

合計 ¥216,800 合計 ¥156,476

平成30年度一般会計（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

収入の部 支出の部
山荘収入 ¥322,800 水道光熱費 ¥116,037
受取利息 ¥1 通信費 ¥2,626

支払保険料 ¥18,930
固定資産税等 ¥62,600
支払手数料 ¥648
修繕費（屋根塗装） ¥330,000
雑費 ¥3,000

合計 ¥322,801 合計 ¥533,841

平成30年度一般会計（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

当期収支 ￥60,324  / 前期剰余金 ￥ 603,774 / 当期末剰余金 ￥ 664,098

当期収支 ▲￥211,040  / 前期剰余金 ￥ 1,156,424 / 当期末剰余金 ￥ 945,384

■ サポート委員会
日常的に現役と連絡をとり
山行のサポートを行ってい
ますが、昨年は部員の個人
山行のルール作りなどの支
援を行いました。また、年
に2回保護者会に出席し保護
者とのコミュニケーション
も深めています。 

またS44卒の森氏のご助力
により、2019年3月2日・3
日に小諸の安藤百福記念自
然体験活動指導者養成セン
ターで、OB会サポート委員
安全指導講習会を開催しま
した。若手の学生ＯＢ５名
を含む7名が参加し、森氏の講義及び全員でのワークショップ
等で充実した講習会になりました。翌日は、参加者で黒斑山登
山をして懇親を深めました。（2019. 3.2～3.3）

黒斑山にて 
左から尾島、吉川、太田弘、渡辺耕、頼、武藤、渡邊真＋森

MARCH



役員人事
現役員の任期をあと1年残しておりましたが、全員退任し以下のとおりの新体制となり
ました。 
会長：太田高嗣(S43)、理事長：太田弘一(S47) 
理事：武藤光盛(S42 山荘委員長)、岩城達之助(S55 広報)、小澤徹(S59 事務局長)、南
谷達郎(H2 会計)、池永龍平(H7 山荘会計）、渡邊真之(H24 サポート委員長)、頼哲誼
(H26 サポート)、渡辺耕坪 (H27 事務局)、難波啓太(H28 サポート)、 吉田直樹(H28 
サポート)、小林将大(H30 サポート)、長谷川篤紀(H30 サポート) 
監事：森美文 (S44)、矢部善兵衛 (S44) 

武藤太田高

太田弘

小澤

渡辺耕吉田

2019年5月の定期総会にて

会員動向
■ 会員総数：211名 
■ 佐藤善之氏（S41) は 2019年1月に逝去されました。 
■ 新会員：平成31年卒 土井遼太郎、外ノ池拓

土井遼太郎 外ノ池拓

頼 池永矢部



活動報告

■ 八ヶ岳山荘40周年
山荘リフレッシュデーの代わりに
山荘40周年記念デーとして、山荘
の建設・維持管理にご尽力頂いた
ＯＢの方々にお集まり頂き、祝賀
の集いを開催しました。13名の会
員が参加し大盛況でした。（2018. 
9.1～9.2）

■ 親睦山行
昨年度順延したOB・現役・保護
者の親睦山行を、去る5月12日
に奥武蔵・物見山→日和田山に
て総勢31名の参加をいただき実
施しました。（2019. 5.12）

■ 忘年会
12月1日に恒例の忘年会が麻布学園
で行われました（2018. 12.1）
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