
■支部長挨拶                                
 

会員の皆様いかがお過ごしでしょうか。 

4 年間支部長としてご尽力くださった牧野美知子さんの後を引き継ぎ、今年度より支

部長を務めることになりました。力不足、経験不足ではありますが、皆様のご協力を

得ながら精一杯務めてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 

去る 5 月 27 日・28 日桜蔭会定時総会と支部長連絡会に出席しました。会場の桜蔭会館は昭和 37 年に建

てられ築 55 年だそうです。自分の在学当時ももちろんあり、部活動のクリスマスコンパで利用した覚えが

あり、懐かしい気持ちで足を踏み入れました。今年 2月発行の桜蔭会会報 249 号によると、「用地は大学の

もので、建物自体は会員からの寄付により桜蔭会が建てたが、竣工後大学に寄付した」そうです。「大規模

修繕はおもに大学が実施してきたが、財政逼迫のため今後は困難」とのことで、同窓会の活動拠点として長

年大切に使われてきた会館ですが老朽化が感じられました。総会では 28 年度事業報告・会計報告、29 年度

事業計画・予算書等に加えて、「同窓会関連施設に関する経過報告」が最も重要な議題に挙げられていまし

た。この件については前述の桜蔭会会報 249 号の他に 248 号、250 号にも記述があり、9月発行の 251 号に

も関連記事が載るものと思われます。総会の場で直接説明を受け把握したことを補足しますので、参考にし

ていただければ幸いです。 

大学正門に向かって右側（塀と附属高校の間）に空き地があります。大学では篤志家からの寄付を得てこ

の土地に「国際交流留学生プラザ（仮称）」を建設する計画が進んでいます。この建物の大学用施設と連結

して附属幼稚園から大学までの同窓会が使える同窓会施設「同窓会コモンズ（仮称）」が作られることにな

り、桜蔭会として建設費用に 2億円を寄付することにしました。これは今年度予算に計上されています。そ

こで、桜蔭会会員に求められているのは、「同窓会コモンズ」の設立と維持のための寄付をすることです。

寄付の方法ですが、大学から同窓生宛てに送られている「お茶の水女子大学創立 140 周年記念未来開拓基

金」のパンフレットにある取組２「同窓生との連携と社会貢献を目指した学びの場の整備」を指定して寄付

してほしい、そのことが明記された払込票が今秋に送られてくるとのことでした。なお、建物の完成は 30

年 10 月末の予定です。 

皆様それぞれにお忙しい毎日をお過ごしのことと思いますが、桜蔭会会報やこの支部だよりが届いた折に

母校や同窓会のことに少しでも関心を持っていただければと思います。 

支部長 A.U 

桜 蔭 会 富 ⼭ ⽀ 部 だ よ り    平成 29 年 9 ⽉発⾏ 



■平成 29年度富山支部総会 6 月 11 日(日)                     
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 於：高岡御車山会館 ＋ 茶寮 柿里 

 総会に先立ち、午前 11 時からユネスコ無形文化遺産の高岡御車山会館を見学しました。職員の方の説明

からも、日本にそして世界に誇る御車山であることが、よく理解できました。豪華絢爛を誇る御車山には、

「ものづくりのまち高岡」の伝統の技が、ところ狭しと施されています。見学後、柿里へ移動しました。総

会では、本年度役員紹介、臼田新支部長の挨拶、平成 28 年度活動・会計報告、平成 29 年度活動計画提案

がありました。その他、支部長より、支部会費納入の仕方や、本部総会の報告として「女性未来開拓プラザ

整備計画」などの話がありました。その後、美味しい食事を頂きながら、参加者全員が近況報告をしました。

皆さん、いつまでも美しく知的でエネルギッシュに毎日を過ごされていることに、感銘を受けました。昭和

31 年卒から平成 19 年卒までの女性が一堂に集まり、懐かしいお話に花を咲かせた同窓の繋がりを温かく大

切に感じられた一時でした。今年度総会も和気あいあいの中、15 時ごろに閉会しました。 

(参加者 18 名) 
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■桜蔭会富山支部ホームページのご案内                        
 桜蔭会富山支部ではホームページを開設しています。富山支部からのご案内や会報のアーカイブの他、

会員の活動情報の発信など年４回ほど更新しています。ご覧いただき、ご意見、ご感想、会員相互の親睦を

深める情報等がありましたらお知らせください。また、更新のご案内をメールでお知らせしています。この

機会に、「桜蔭会富山支部」で検索していただき「お問い合せ」のページよりメールアドレスをご登録いた

だければ幸いです。 

 なお、メールをお送りしても届かない方が毎回いらっしゃいます。受信拒否設定や迷惑メール設定になっ

ている方は、桜蔭会富山支部のドメイン「ouinkai-toyama.sakura.ne.jp」からのメールを受取れるように設

定くださいますようお願いいたします。 

支部メールアドレス：ochadai@ouinkai-toyama.sakura.ne.jp 

支部ホームページ：URL:http://ouinkai-toyama.sakura.ne.jp 

 

■平成 28年度桜蔭会富山支部・会計決算報告                  
（平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31 日） 

◆収入の部 
  

   
項目 収入額 備考 

前年度繰越金 ¥422,719   
支部助成金 ¥84,420   
支部会費 ¥45,000 1000 円×45名 
利子 ¥43   
合計 ¥552,182   

   ◆支出の部 
  

   
項目 支出額 備考 

総会費 ¥50,341 総会案内葉書、会場代、講師謝礼、総会補填分 
会報費 ¥70,908 印刷代、雑費（封筒、ラベル、インク）、発送料 
広報費 ¥22,245 ホームページ管理、サーバー使用料 
振込み料 ¥2,982 会費振込手数料負担分 
会合費 ¥16,498 役員会補填分 
合計 ¥162,974   

   
次年度繰越金 ¥389,208 

 
   
  

             会計 A.N 



 

会計からのお願い 

 毎年、次年度への繰越金が減り続けています。理由は年会費 1000 円を納入してくださる方が少ない

ことと、会報の印刷代が高くなっていることだと思います。昨年は 180 人に発送しました。卒後 45 年

経過した方は会費を頂かないことになっているのでその方々22人と納入してくださった方45人を差し

引くと 113 人の方が未納です。このままでは、会報発行そのものを考えなくてはいけなくなるのでは

と危惧しています。楽しみに読んでくださっている方も多いと思います。そこで改めて会費納入をお願

いします。そして会報が必要でない方には、その意志を伺うことも検討しています。皆様の良いご意見

をお聞かせ下さい。 

                       今年度会計  Y.K 

 

 

■会費納入のお願い                                
・	昨年度の総会で、今年度から３年分（３千円）を一度に納入していただき、振込手数料は無料とする

ことに承認いただきました。しかし、会計処理の煩雑さが懸念されたため、今年度の総会で前年度の

提案の撤回を承認いただきました。よって、これまで通り支部会費（年間千円）の納入をお願いいた

します。なお、振込手数料につきましても昨年度までと同様、ご負担いただきますようよろしくお願

いいたします。 

・	今年度支部会費（千円）未納の方は、同封の振替用紙で年内 (29 年 12 月末まで)に納入をお願いしま

す。支部活動は皆さんの会費でまかなっておりますので、ご協力をお願いいたします。 

なお、卒業後 45 年以上経過された方は会費を免除されます。平成 29 年度は、昭和 47 年以前に卒業

された方が該当されます。 

 

同封の振替払込書を使用しない会費納入方法について 

〔ゆうちょ銀行以外の金融機関から会費を振込む場合〕 

銀 行 名：ゆうちょ銀行 

支 店 名：〇七九（ゼロナナキユウ）店（079） 

口座種類：当座 

口座番号：0020667 

口座名義：桜蔭会富山県支部 

〔ネットバンキングを利用する場合〕 

・	ゆうちょ銀行以外の金融機関から振込む時は、その金融機関にゆうちょ銀行への振込の機能があるこ

とを確認の上、上記の口座番号に振込んでください。 

・	ゆうちょ銀行同士の振込みの場合は、「ゆうちょダイレクト」という方法により、口座番号は

00770-0-20667 です。 

 



■高岡御車山会館の見学報告                             
 総会に先立ち「高岡御車山会館」を見学しました。

高岡御車山祭は「日本遺産」の構成文化財であり、2016

年全国「山・鉾・屋台行事」33 件のうちの１件として

ユネスコ無形文化遺産に登録されています。今年の５

月、天皇皇后両陛下が全国植樹祭とやま 2017 に出席

するため来県された折に視察されました。その２週間

後のこの日は快晴の空の下での見学となりました。ス

タッフの方に説明していただきながら館内を一通り

見学し、シアターで御車山祭りの映像を鑑賞、その後

20 分ほど館内を自由に観てまわりました。 

 

 午前 11 時前には参加者全員が予定通り集合しました。館内

に入ると 7 基の御車山のミニチュア模型があとに続く御車山

展示へと私たちをいざなってくれました。 

 あまり知られてはいませんが、「高岡御車山」は全国で５

つしかない国の重要有形・無形民俗文化財の一つで、御車山

会館はその御車山を通年展示している全国でも稀な施設との

ことです。 

 

 最初に、年表と古文書等から御車山の歴史を紹介していた

だきました。「御所参内・聚楽第行幸屏風」には豊臣秀吉

が聚楽第に後陽成天皇を迎える様子が描かれていました。

その中に御車山と形状のよく似た牛車が描かれていました。

このことより、御車山のルーツは加賀藩初代藩主前田利家

が秀吉より拝領した御所車にあると考えられているそうで

す。 

 

 約 200 年前、江戸時代末期には現在の形、つまり十の山町

で７基の御車山、そして露払いとして「源太夫獅子」が御車

山を先導するようになっていたそうです。この日は７基の御

車山のうち、最上品の金工を施された二番町のものが展示さ

れており、天皇皇后両陛下もご覧になったそうです。唯一の

二輪の山で、後陽成天皇の聚楽第行幸図に描かれている牛車

の形状にも似ており、鉾留には豊臣家の家紋「桐」が用いら

れていました。  



 

 二番町の御車山の隣には、平成 25 年度から５ヶ年をかけ

て制作中の平成の御車山が展示されていました。本座には

前田利長公とその正室の永姫が、相座には利長公唯一の実

子である満姫のからくり人形が設えてあり、完成が待ち望

まれます。 

 その後、２階のシアターで映像を鑑賞しました。御車山

祭りを「神の座」の視点からも追体験できる内容になって

おり、祭りに携わる方々の息遣いを感じました。 

 見学コースの最後に体験展示がありました。「体験！から

くり人形」のコーナーでは、人形を動かしてその仕組みにふ

れることができました。また、「体験！御車山囃子」のコー

ナーでは、御車山のお囃子に合わせて太鼓をたたく参加者の

姿がありました。体験はゲーム形式になっており、ギャラリ

ーからの歓声がお囃子に加わり、祭りさながらの華やいだ雰

囲気になっていました。 

 

 御車山会館を後にする頃になり、「もう一度訪れたい」、「今度は家族と来たい」、「町並みも散策した

い」などの声が聞かれました。御車山に凝縮された「ものづくりのまち高岡」の工芸技術や、御車山を今日

まで守り伝えてきた地域の文化を堪能するひと時となったようです。 

 

見学を終えて 

 毎年５月１日に開催される高岡関野神社の祭りに町内総出で出される７基の山車が高岡御車山 と呼ば

れるものです。御車山は、金工・漆工・染織の優れた工芸技術が施されており、豊臣秀吉が後陽成天皇を

聚楽第に迎えるために作った御所車を前田利家が拝領したのが始まり、という歴史にうなずきました。御

車山会館の内部は、土蔵造りの外観とは正反対の近代的設計になっていました。高さ 10m の 12 面体ガ

ラスケースに７基を４ヶ月交代で展示していますが、その出し入れが簡単に行えるよう工夫がされていま

した。 (K.Y.) 



 高岡御車山には 400 年間もの歴史があり、その間、町人さん達が時には命を懸けてお祭りを守り、そ

して現在まで受け継がれてきたことを知り感動しました。職人さん達が技を光らせて装飾した御車山は美

しく荘厳でした。 (K.T.) 

 

■編集後記                                     
 今年も支部だよりを無事発行できました。会員の皆様のご協力に心より感謝いたします。限られた紙面

でお伝えきれないこともあり心残りですが、ご感想・ご意見等お寄せいただければ幸いです。(M.M) 


