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東京音楽大学校友会　第15回総会報告

平成29年度　主な活動報告

（1）	７回の本部役員会を開催
（2）	第14回校友会総会を開催
（3）	上記総会資料を欠席支部長（７支部）・欠席正会員へ

発送（1,694通）
（4）	内部会計監査を２回、会計士による外部会計監査を

１回実施
（5）	校友会会報第26号（平成29年９月末日付）を発行
（6）	第54回東京音楽大学芸術祭「校友会コンサート」

開催
（7）	第15回総会案内往復葉書を発送（1,642通）
（8）	東京音楽大学卒業式（平成30年３月10日（土））に

おいて井田会長が祝辞を述べた
	 校友会記念品（クリアファイル３枚組・モバイル

バッテリー充電器・PR冊子）を贈呈

※	活動報告の詳細および校友会会則は、	
大学ホームページに掲載しております。

東京音楽大学ホームページよりリンク
http://www.tokyo-ondai.ac.jp/about/company.html

平成30年度校友会本部役員
会　長　井田　康子（大2・ピアノ）
副会長　谷中　　優（大10・作曲）
総　務　永瀬　文子（大16・音楽教育）
　　　　國吉　浩子（大19・音楽教育）
　　　　久江由美子（大21・音楽教育）
会　計　浦山はるみ（大13・ピアノ）
　　　　花見由加里（大14・ピアノ）
書　記　田中　葉子（大14・声楽）
　　　　谷田部俊子（大14・音楽教育）
広　報　谷田部俊子（大14・音楽教育）
　　　　根村　邦子（大15・音楽教育）
監　事　植竹　　茂（大８・打楽器）
　　　　立原ちえ子（大11・声楽／オペラ）

校友会会員の皆様にはご清祥のこと
と存じます。日頃は校友会のためにご
協力いただきまして心より感謝申し上
げます。

平成30年５月27日（日）に開催されました「東京
音楽大学校友会第15回総会」に於きまして、会員
皆様の承認を受けて校友会会長に就任いたしました。

２期目にあたり、前期で色々と気が付きました課題
を検討し、全国の各支部とも緊密な連携を図り、実の
ある校友会にしたいと思います。本部役員・全国支部
長の協力を得て、大学との関わりを深め、校友相互の
親睦、若い校友会員との交流を図り、校友会の発展に
努めてまいります。

会員皆様のご期待にそえるよう、校友の皆様が誇り
を持ち、親しみを持って訪問できる母校となるよう、
より一層活動範囲を広げていきたいと思っております。
今後とも皆様にはご理解とご協力を賜りますようお願
い申し上げます。

支部演奏会に参りました折にはお声かけいただき
まして、会員の皆様からの積極的なご意見もお伺い
したいと存じます。また、本誌には全国支部演奏会、
東京音楽大学演奏会および芸術祭のご案内を掲載して
おりますので、是非、お出掛け下さいませ。
� 校友会会長　井田　康子（大2・ピアノ）

【日時】	平成30年5月27日（日）14：15～
【場所】	東京音楽大学　A館200教室
【出席】	役　　員	 12名
	 支 部 長	 25名
	 一般会員	 46名
	 委 任 状	 1,002通
	 有効総数	 1,085名

（現正会員数	 1,642名）
【議事次第】　（進行　立原ちえ子役員）

１．開会の辞（久江由美子役員）
２．会長挨拶（井田康子会長）
３．議長団選出
　　（	議長　谷田部敬一氏（大9・打楽器）	

書記　田中葉子役員）
４．総会成立宣言
５．報告・審議事項

（1）平成29年度活動報告
（2）平成29年度決算報告
（3）会計監査報告
（4）平成30年度活動計画案
（5）平成30年度予算案
（6）会長改選（佐藤薫選挙管理委員長）
（7）その他

６．議長団解散
７．大学理事長挨拶（鈴木勝利理事長）
　　大学事務局長挨拶（原山耕造事務局長）
８．閉会の辞（久江由美子役員）

＊会員皆様のご協力により滞りなく議事進行することができました。

選挙管理委員長　佐藤　　薫（大17・声楽）
選挙管理委員　　古城　里美（大17・声楽）
選挙管理委員　　鯉田佐和子（大17・声楽）

	 	東京音楽大学校友会	会長改選報告		
　本会会則 第３章 第10条（役員の選出）及び 第11条 （役員の任期）
に基づく、会長任期（１期２年）満了に伴い、役員改選（会長選挙）を
実施いたしました。
　現会長井田康子（大2・ピアノ）氏１名の立候補届出があり、選挙管理
委員により資格審査を行いました。立候補者定員１名と立候補者が同数
のため無投票にて決定し、第15回校友会総会に於いて承認されました。
また、会長より副会長以下の役員が選任され同総会にて承認の上、下記
の本部役員が構成されました。

※詳細は校友会ホームページ「会長改選報告」をご覧ください。

会長改選審査

当選証書授与

会 長 挨 拶

❷



平成29年度　校友会決算
（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

平成30年度　校友会予算
（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

■	収入の部

科　　目 29年度
予算案

29年度
決算額

増減（▲）
（決算−予算）

1.	前年度より繰越金

	 　現預金 10,074,167 10,074,167 0

2.	入会金収入

	 　前受金の振替 6,800,000 6,800,000 0

3.	経常会費収入

	 　経常会費収入 4,200,000 3,831,000 ▲	369,000

4.	雑収入

	 　銀行利息 1,000 107 ▲	893

	 　その他 100,000 81,000 ▲	19,000

★	収入合計 21,175,167 20,786,274 ▲	388,893

■	支出の部

科　　目 29年度
予算案

29年度
決算額

増減（▲）
（決算−予算）

1.	通信費 2,000,000 1,832,539 ▲	167,461

2.	印刷費 2,050,000 1,988,928 ▲	61,072

3.	旅費交通費 1,200,000 780,872 ▲	419,128

4.	援助金 5,200,000 4,600,000 ▲	600,000

5.	会議費 750,000 503,652 ▲	246,348

6.	慶弔費 60,000 0 ▲	60,000

7.	支払報酬 300,000 278,000 ▲	22,000

8.	消耗品費 100,000 32,262 ▲	67,738

9.	事務費 300,000 129,600 ▲	170,400

10.	記念品費 800,000 492,615 ▲	307,385

11.	周年準備金 1,000,000 1,000,000 0

12.	名簿作成費 500,000 500,000 0

13.	雑費 400,000 170,623 ▲	229,377

14.	予備費 300,000 0 ▲	300,000

★	支出合計 14,960,000 12,309,091 ▲	2,650,909

次年度繰越 6,215,167 8,477,183 2,262,016

支出及び繰越金の合計 21,175,167 20,786,274 ▲	388,893

注：平成19年度から周年積立金として定期預金11,016,290円を保有

■	収入の部

科　　目 29年度
予算額

30年度
予算額 増減（▲）

1.	前年度より繰越金

	 　現預金 10,074,167 8,477,183 ▲	1,596,984

2.	入会金収入

	 　前受金の振替 6,800,000 6,800,000 0

3.	経常会費収入

	 　経常会費収入 4,200,000 4,200,000 0

4.	雑収入

	 　銀行利息 1,000 1,000 0

	 　その他 100,000 100,000 0

★	収入合計 21,175,167 19,578,183 ▲	1,596,984

■	支出の部

科　　目 29年度
予算額

30年度
予算額

増減（▲）
（決算−予算）

1.	通信費 1,900,000 2,000,000 100,000

2.	印刷費 2,050,000 1,800,000 ▲	250,000

3.	旅費交通費 1,200,000 1,200,000 0

4.	援助金 5,200,000 5,200,000 0

5.	会議費 750,000 750,000 0

6.	慶弔費 60,000 60,000 0

7.	支払報酬 300,000 300,000 0

8.	消耗品費 100,000 350,000 250,000

9.	事務費 300,000 300,000 0

10.	記念品費 800,000 800,000 0

11.	周年準備金 1,000,000 1,000,000 0

12.	名簿作成費 500,000 0 ▲	500,000

13.	雑費 400,000 400,000 0

14.	予備費 300,000 300,000 0

★	支出合計 14,860,000 14,460,000 ▲	400,000

次年度繰越 6,315,167 5,118,183

支出及び繰越金の合計 21,175,167 19,578,183

❸



全国支部長会議� 平成30年５月27日（日）10:30～　東京音楽大学A館地下100教室

　全国34支部のうち25支部の支部長または支部長代理が
出席し、各支部より支部主催演奏会や活動について簡単な
スピーチを行いました。その後、支部演奏会の宣伝方法
や集客方法などについて、ゲストの藤井田多恵子氏から
お話を聞いた上で質疑応答を行いました。

主な内容
　毎年話題となる支部演奏会の集客に
ついて、昨年度は集客の多かった２支
部から報告を聞き、意見交換を行いま
した。今年度は昨年の内容を基にして、
藤井田多恵子氏から、各地域での宣伝
方法や地元の自治体への協力依頼など
についてのアドバイスを受けました。
　その他、支部主催演奏会でのゲスト出演者の依頼、
出演者の募集、公開レッスンなど演奏会以外の催しな
どについての情報交換を行いました。また各支部での
役員の交代、名簿の扱いや会計報告など支部運営につ
いて意見交換いたしました。

出席支部（25支部）
北海道支部長　　　鈴木逸郎
青森県支部長代理　作見裕美
岩手県支部長　　　佐藤東吾
山形県支部長　　　相澤伸彦
群馬県支部長　　　浅野武久
栃木県支部長　　　齋藤美由紀
埼玉支部長　　　　北川由美子
千葉県支部長　　　成瀬当正
神奈川県支部長　　村上ゆみ
山梨県支部長　　　田中貴和子
新潟県支部長　　　幾野文子
長野県支部長　　　塚田貞夫
静岡県支部長　　　飯塚みゆき
富山県支部長代理　佐々木ゆき子
石川県支部長代理　島村俊子
滋賀県支部長　　　吉田優香里
関西支部長代理　　矢野光子
広島県支部長　　　遠藤秋実
香川県支部長　　　井口一仁
徳島県支部長　　　林　美甫
愛媛県支部長代理　石原　妹
福岡県支部長　　　小堺鶏太
佐賀県支部長　　　原　正行
熊本県支部長　　　西岡康子
宮崎県支部長代理　永易英生

欠席支部（9支部）
宮城・茨城・東海・鳥取・岡山・
長崎・大分・鹿児島・沖縄

ゲストアドバイザー
藤井田多恵子（ 大8・サクソフォーン：

内藤音楽事務所代表取締役）

出席本部役員
会　長／井田康子
副会長／谷中　優
総　務／永瀬文子
　　　　國吉浩子
　　　　久江由美子
会　計／浦山はるみ
　　　　花見由加里
書　記／田中葉子
広　報／根村邦子
　　　　谷田部俊子
監　事／植竹　茂
　　　　立原ちえ子

大学側出席者
森田保江（大学広報課　課長）
伊東純治（大学総務課校友会担当）

藤井田多恵子氏

北海道支部は規約に掲載されている記録によります
と1994年12月に施行され、今年で24年目を迎えます。
そして22回目の演奏会は本年８月18日に終えたばか
りです。

大学からは毎回、素晴らしいゲストの先生方の派遣、後援会と校友
会からは会場費や出演者への補助金等ご支援をいただき、厚く感謝
申し上げます。一口に北海道と申してもご存じのとおり、広大な大地
からなっておりますので、会員は全道各地に散らばり200名近くの
会員数を誇っても、一同に集まるにはとても困難な状況です。です
から年度初めに開催している総会には参加者が僅かで、その殆どが
役員という状況です。私、支部長をはじめ役員の年齢も高く、若返り
が必要な時期でありますが、それが出来ずに今日まで経過しています。
主な活動は年一度の支部演奏会のみで、例年、支部役員の居住地
である札幌で開催しております。おかげさまで会場は世界に誇れる、
札幌コンサートホール「Kitara」という大変素晴らしい施設を使わせて
いただいております。しかしながら前述のように500名収容の会場に
来られる客数は半分にも満たない状況です。「支部便り」での全会員
への呼びかけや公共機関でのPRなど、いろいろと施策を考えていま
すが現状は厳しく、日々頭を悩ませています。来年度は北海道支部
設立25周年、さらに３年後の演奏会は25回という節目の記念演奏会

を抱え、何とかこの演奏会の継続に向け、会員の関心と協力を高め
ていこうと思っています。
私事で恐縮ですが、４年前に校友会支部長の役に就くことになった
理由を敢えて申しますと、ただ単に教員を定年退職し自由な時間が
できたからではなく、35年間の教員生活を無事に終え、今もこうして
音楽活動（札幌地区吹奏楽連盟顧問・アマチュア吹奏楽団音楽監督等）
に携わっていられることに喜びと感謝の気持ちを感じていられるから
であり、その基礎を育てていただいた母校の東京音楽大学に少しでも
恩返しができればとの思いからです。
悩み事ばかりの「北国便り」になってしまいましたが、全国の校友

会支部の皆様、ぜひ一度北海道に観光がてらお越しになりませんか。
北海道には素晴らしい景色と美味しい物がたくさんあります。心より
お待ちしております。	 北海道支部長　鈴木逸郎�（大10・打楽器）

　支部便り 来年度は支部設立 25 周年を迎えます　

北海道支部

❹



東京藝術大学卒業、東京音楽大学研究生修了。日本音楽コンクール、イタリア声楽
コンコルソ、日伊声楽コンコルソで優秀な成績を収め『ビバ・ラ・マンマ』でデビュー。
ジェノヴァ「コラデッティ国際コンクール」、シチリア「ベッリーニ国際コン
クール」、フランス「トゥルーズ国際コンクール」で入賞。
チャイコフスキー国際コンクールでは日本人初の第五位入賞を果たす。
国内で『ラインの黄金』『リゴレット』『魔笛』『ドン・ジョヴァンニ』、オランダ
にて『ランメルモールのルチア』、台湾にて『道化師』などのオペラに出演。宗教曲、
交響曲ソリスト、リサイタルも多く、ハンガリーでヴェルディ『レクイエム』、
台湾でベートーヴェン『荘厳ミサ』、ショスタコーヴィッチ『第14交響曲死者の
歌』、オランダではオルフ『カルミナブラーナ』
を歌い、アメリカ・ソルトレイクシティ、オー
ランド、ボストンでもオペラ・アリアの夕べに
出演。日本歌曲における評価も高く、ウィーン
で二度の日本歌曲の演奏会を行う。現在、ニ
期会会員、東京音楽大学教授。
 （研究生・昭和60年３月修）

ソプラノ　水野 貴子 Takako Mizuno

東京音楽大学付属高校、同大学卒業。同大学
研究生ピアノ伴奏者コース修了。
三宅民規氏の元で研鑽を積み、更にはヴァイオリンの井上將興氏、オペラ指揮者・
コレペティトゥアの寺川信生氏等の影響を受け、アカデミックな演奏を目指す。
また、ソルフェージュ教育を高橋冽子氏から学び、2016年まで東京音楽大学
付属音楽教室のソルフェージュ教育に携わる。ピアノデュオ、弦楽器奏者、声楽
家とのリサイタル、室内楽、コーラスの伴奏、録音等、幅広い演奏活動を行って
いる。現在、東京音楽大学伴奏助手。 （大24回生 / 研究生・平成６年３月修）　　

ピアノ　中井 德子 Noriko Nakai

1. Ombra mai fu [Largo] G.F.Händel

 樹木の陰で［ラルゴ］

2. Ave Maria P.Mascagni

 アヴェ マリア

3. Vocalise S.Rachmaninov

 ヴォカリーズ

4. 6 Songs, Op. 4: No. 4. Ne poy, krasavitsa, pri mne
 (Sing not to me, beautiful maiden) S.Rachmaninov

 美しい女よ歌わないで

5. Adriana Lecouvreur: 
 Io son l'umile ancella del Genio creator F.Cilea

 歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」より

 “私は創造の神の召使いです”

6. Gianni Schicchi: O mio babbino caro G. Puccini

 歌劇「ジャンニ・スキッキ」より

 “私のお父さん”

7. Tosca: Vissi d’ arte, vissi d’ amore G. Puccini

 歌劇「トスカ」より

 “歌に生き恋に生き”

Programs

平成30年5月27日（日）13：30開演　A館200教室第15回 総会ミニコンサート

第15回
総会懇親会

平成30年5月27日（日）
15：50～

A館1階食堂

ミニコンサートご出演の
水野先生と中井先生

総会終了後
懇親会が開催

されました。

同窓生同士
美味しい料理を

いただきながら

楽しいひととき
を過ごしました

。

大先輩による
乾杯のご発声

❺



2. ソプラノ独唱

3. ヴァイオリン独奏 4. ソプラノ独唱

5. ピアノ独奏

7. 女声3部コーラス 8. ソプラノ独唱

東京音楽大学第54回芸術祭

校友会コンサート
平成29年11月3日（金・祝） 14：00開演　A館200教室

第54回芸術祭
校友会コンサート

1. ピアノ独奏

6. ヴァイオリン独奏

東京音楽大学では、平成30年11月３日（土・祝）～４日（日）に第55回芸術祭が開催されます。
校友会では、芸術祭期間中に「校友会コンサート」を開催してまいりましたが、「東京音楽大学
創立111周年記念同窓会」期日のため、今年度の「校友会コンサート」は開催いたしません。
出演を希望されていた方は、ご理解下さいますようお願いいたします。

東京音楽大学第55回芸術祭についてのお知らせ
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日付 支部演奏会 会場 開演時間 ゲスト出演

4月22日（日） 新潟県支部演奏会 だいしホール 13：30 菅有実子
腰塚賢二

5月20日（日） 千葉県支部　第11回なの花コンサート 千葉市文化センター　アートホール 14：00

5月26日（土） 神奈川県支部　第22回新人演奏会 みなとみらい小ホール 13：30 イシュトヴァーン・コハーン
ガーボル・ファルカシュ

7月 1日（日） 栃木県支部演奏会 栃木県総合文化センター　サブホール 13：30 イシュトヴァーン・コハーン
ガーボル・ファルカシュ

7月13日（金） 岩手県支部　第16回演奏会 盛岡市民文化ホール 18：30 木野雅之

7月28日（土） 埼玉支部　第33回新人演奏会 埼玉市民会館　小ホール 13：00 佐藤彦大

8月 1日（水） 宮崎県支部　第35回定期演奏会 宮崎市民プラザ　オルブライトホール 19：00 緑川まり

8月 7日（火） 熊本県支部　第19回コンサート くまもと森都心プラザホール 18：30 水野貴子
中井徳子

8月 9日（木） 福岡県支部　第46回演奏会「県人会」 福岡市健康つくりセンター 「あいれふ」 18：30 中川直子
石井理恵

8月18日（土） 関西支部　第15回演奏会 兵庫県立芸術文化センター 14：00 小串俊寿

8月18日（土） 北海道支部　第22回演奏会 札幌コンサートホール 「Kitara」　小ホール 16：00 嶋田慶子
山洞　智

8月18日（土） 富山県支部　第21回定期演奏会 北日本新聞ホール 14：00 菊地裕介

8月18日（土） 広島県支部　第43回サマーコンサート 広島県民文化センター 16：00 イシュトヴァーン・コハーン

8月19日（日） 石川県支部　第14回演奏会 金沢市アートホール 14：00 佐藤彦大

8月29日（水） 佐賀県支部　第10回記念演奏会 佐賀市文化会館　中ホール 19：00 外囿祥一郎
藤原亜美

9月 1日（土） 青森県支部　第12回ときの風コンサート 青森公立大学講堂 14：00 菅原　淳

9月30日（日） 愛媛県支部　第10回ハートフルコンサート いよてつ高島屋9F　ローズホール 14：00 波多江史朗
米丸咲季子

10月 7日（日） 長野県支部　第22回定期演奏会 岡谷カノラホール　大ホール 13：00 四戸世紀

10月14日（日） 茨城県支部　第21回演奏会 牛久エスカードホール 14：00 波多江史朗
米丸咲季子

11月11日（日） 山梨県支部　オータムコンサート KINGSWELLホール 14：00 徳岡めぐみ

11月 山形県支部演奏会　Theアーティスト！ Vol.13 文翔館議場ホール 18：30

12月 1日（土） 岡山県支部　第19回コンサート 岡山県立美術館 14：00 小串俊寿

12月24日（月） 香川県支部　第10回コンサート 高松テルサホール 中村静香

2月 3日（日） 群馬県支部　第23回新人演奏会・支部演奏会 前橋テルサホール 伊賀あゆみ

平成30年度 校友会支部演奏会 2018年8月31日現在

2019年1月10日（木）18時30分開演（18時開場）
東京オペラシティ�コンサートホール

指　揮：広上 淳一　　ヴァイオリン：神尾 真由子
ピアノ：野島 稔　　　管弦楽：TCM創立111周年記念オーケストラ

P.I.チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲		ニ長調		作品35
R.シュトラウス／交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」		作品28
W.A.モーツァルト／ピアノ協奏曲		第27番		変ロ長調		K.595

全席指定1,500円（チケット販売は11月中旬予定）

〈 創立111周年記念演奏会のご案内 〉

2018年12月12日（水）19時開演（18時30分開場）
東京芸術劇場�コンサートホール
指　揮：広上 淳一
打楽器：吉永 優香（大学4年）

W.A.モーツァルト／交響曲		第35番		ニ長調「ハフナー」		K.385
A.ジョリヴェ／打楽器協奏曲
R.シュトラウス／交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」		作品30

全席指定1,500円

シンフォニーオーケストラ
定期演奏会

チケット、その他詳細については東京音楽大学ホームページの演奏会案内 または 東京音楽大学演奏課 03-3982-2044 へお問い合わせください。

名川・岡村法律事務所創立101周年 記念特別演奏会東 京 音 楽 大 学 創 立 111 周 年
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ポーラ美術館
入館ご優待券
ポーラ美術館
入館ご優待券
東京音楽大学
校友会

●施設ご案内
財団法人ポーラ美術振興財団　ポーラ美術館
神奈川県足柄下郡箱根千石原小塚山1285
TEL 0 4 6 0 - 8 4 - 2 1 1 1（ 代 表 ）

大　人：通常価格1800円（ご優待価格1600円）
大高生：通常価格1300円（ご優待価格1100円）
中小生：通常価格  700円（ご優待価格  600円）

ポーラ美術館の入館料は、施設ご入館の際に左下の
ご優待券または会報をご提示下さるとご優待できます

（ご優待券１枚で５名まで適用）。

編集後記

　今年の夏は記録的な暑さとなりましたが、会員
の皆様に情報をお届けできるよう暑さに負けず編
集いたしました。ご意見・ご感想をお聞かせ頂け
ましたら幸いです。
　東京音楽大学は創立111周年を迎え、来年４月
には中目黒・代官山の新キャンパスが開校になり
ます。これを機に私たち校友会役員一同、気持ちを
新たに活動してまいりますので、今後ともご協力
下さいますようお願い致します。また創立111周年
を記念した演奏会や同窓会で皆様とお会いできま
すことも楽しみです。

（國吉浩子・谷田部俊子）

東京音楽大学校友会本部   TEL 03-3982-3287 　FAX 03-3982-2883 （総務課 校友会担当） 
　　　　　　　　　　　　e-mall：koyukai@tokyo-ondai.ac.jp

来年度の校友会総会は、2019年５月26日（日）に東京音楽大学新キャンパスで開催予定です。
ミニコンサート等の内容につきましては企画中です。また、懇親会は校友会会員皆様の交流の
機会ですので、お誘い合わせて是非ご出席下さいますようお願い申し上げます。

会員の皆様には本部会費の納入にご協力頂きまして有難うございます。
校友会本部の運営資金は、皆様の年会費で賄われております。

来年度（2019年）の総会は ５月26日（日） です

平成30年度
校友会本部

会費納入について

「東京音楽大学創立111周年記念同窓会」開催のお知らせ
東京音楽大学創立111周年を記念して、平成30年11月３日

（土・祝）コンラッド東京（汐留）に於いて同窓会を開催いたします。
校友会本部会費（昨年度）を納入下さった方には、往復葉書を
郵送しております。また、未納の方で参加希望の方は右記へ
お問い合せ下さい（詳細は校友会ホームページでご案内しています）。
なお、既に定員に達していた場合にはご容赦下さいますよう
お願いいたします。

図書館では、東京音大古本募金プロジェクトを実施して
おります。ご家庭で処分に困っている本（ISBN表示が
あるものに限ります）、CD、DⅤD等の売却代金を、
皆様からのご寄附として、図書館の充実に活用させて
いただくものです。詳しくは下記へお問い合わせ下さい。

「東京音大古本募金」 ─ 古本が未来を奏でる ─
問い合わせ窓口（東京音楽大学付属図書館）

Tel：03-3982-2120　Fax：03-3982-2870

東京音楽大学付属図書館からのお知らせ

古本、CDの処分にお困りではありませんか？

※お申込みはWEBからもできます。

東京音大古本募金 検索

同封の郵便振替用紙にて12月末日までに
本年度会費（3,000円）の納入をお願いいたします。

株式会社JTBビジネスネットワーク
法人事業部MICEチーム

「東京音楽大学創立111周年記念同窓会」デスク
電話：03－5949－1350
          （営業時間　平日9：30～17：30　土・日・祝は休業）
FAX：03－5396－8140
メールアドレス：ondai-111@jbn.jtb.jp

【 お 問 い 合 せ 】
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