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沿沿沿沿    革革革革     1,1,1,1,支部結成までの沿革支部結成までの沿革支部結成までの沿革支部結成までの沿革     昭 52       武蔵野美大宮城 OB 会発足 会長 五十嵐幸男   会員 希望者   昭 55 8.7  OB 会懇親会   五十嵐氏宅 昭 55 7.9~13   短通 OB会､仙台学習会主催  第 1 回むさび展  仙台美術館 昭 56 6.21~25  同 第二回武蔵美展  ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ   昭 57 6.21~24  同 第三回武蔵野美術展  宮城 OB会賛助出品   ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ     昭 58 3.31  支部会員第一次名簿作成   発送 75､ 返信 43  6.8~12  同 第四回武蔵野美術展  官城 OB会賛助出品   ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ 6.12  支部結成懇談会  仮運営委員選出  ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ 7.31  仮運営委員会  五十嵐､小野寺､和田､清野､影山､出席  1. 支部の組織､活動内容､運営     2. 支部会則原案作成 3. 顔合せ､総会開催等協議  8.24  顔合せ､総会案内状発送  発送 91､ 返信 51(参加 20) 9.10  二次名簿作成  82 名 9.11  支部役員候補選考委員会    五十嵐､小野寺､和田､清野､影山､大宮 三浦良､全員出席        1. 役員候補選出  2. 総会係分担等決定         2, 2, 2, 2, 支部結成後の沿革支部結成後の沿革支部結成後の沿革支部結成後の沿革                         昭 58 9.18  武蔵野美術大学校友会宮城県支部発足｡ 仙台駅前丸光 8階特設会場にて創立総会開催 会則､役員等承認  登録会員 82 名､出席 21 名         校友会長の承認を得て支部活動に入る 昭 59 4.1  運営委員会 仙台市民会館           支部展の開催等について 6.24  運営委員会  仙台市民会館   7.22  昭 59 年度役員選考委員会     7.29  昭 59 年度支部総会  仙台市民会館     8.26  第 2 回役員選考委員会  ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ 運営委員会に一任と決定   
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    11.25  運営委員会  ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ  59 年度支部役員選出 (以降､任期を 2年とする)     12.10  支部だより発行 昭 60   2.24  運営委員会､懇親会 ｷﾘﾝのっぽ 60 年度会計係三浦馥 推挙承認     4.29  運営委員会  仙台市民会館       6.22~23  支部長会議､校友会総会  副支部長小野寺出席 NHK 共同ﾋﾞﾙ       7.12~17  第 1 回支部展 仙台市民ｷﾞｬﾗﾘｰ 出品 16 名､入場 1,046 名｡  7.23  支部だより発行      12.15  昭 60 年度支部総会  ｷﾘﾝのっぽ 昭 61   1. 8  支部だより発行       3.23  運営委員会  仙台市民会館    4. 8  運営委員会  仙台市民会館  4.29  役員選考委員会  仙台市民会館       7.      支部長会議､校友会総会  支部長五十嵐出席      12.18~22  第 2 回支部展  ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ  出品 17 名  12.21  支部総会  いさ八       会則一部改正､(名誉会員を設ける)    名誉会員 五十嵐幸男  支部長 小野寺信夫 副支部長 林 信三 昭 62  2.25  支部だより発行   4.26  運営委員会  仙台市民会館      6.13~14  支部長会議､校友会総会   支部長小野寺､副支部長清野出席  東京中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ      9. 6  ひまわりの里ｽｹｯﾁ会     10.12  支部展打合せ会  共済会館     11. 2  運営委員会  県青年会館    第 3 回支部展 ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ 出品 14 名､入場 1,528 名    12. 6  支部総会 会則一部修正(慶弔は当分祝弔電のみとする) 昭 63 2.29  支部だより発行     3.27  役員選考委員会  仙台市民会館     5. 1  運営委員会  ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ     5.      支部だより発行     6.18~19  支部長会議､校友会総会  支部長小野寺出席           東京中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ     8.25  ひまわりの里ｽｹｯﾁ会  6 名参加     9.       支部だより発行 
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   10.16  裸婦ﾃﾞｯｻﾝ会  宮城ﾄﾞﾚﾒ  15 名参加 平元 1.19~23  第 4 回支部展  ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ   出品 12 名､入場 1,700 名  1.22  支部総会  ｷﾘﾝ仙台亭  5. 3  運営委員会  ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ     6.      支部だより発行   7.17~18  支部長会議､校友会総会  支部長小野寺出席 東京中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ  7.30  裸婦ﾃﾞｯｻﾝ会  宮城ﾄﾞﾚﾒ 平 2  2.    支部だより発行     3.11  役員選考委員会     3.18  運営委員会  共済会館     3.25  支部総会  共済会館     6.30~7.1  支部長会議､校友会総会  支部長小野寺出席 東京中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ     7.   支部だより発行     9.15  裸婦ﾃﾞｯｻﾝ会  宮城ﾄﾞﾚﾒ  11 名参加    12.15~19  第 5 回支部展 ｲｰｾﾝｱｰﾚﾝ G 出品 14 名､入場 179 名 平 3  1.26        支部新年会  ｲﾛﾊ 2.      支部だより発行     3.24  運営委員会  中央市民ｾﾝﾀｰ     4. 7  支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ     5.12  運営委員会     6. 2  ｢十周年の歩み｣編集委員会  中央市民ｾﾝﾀｰ     6.22~23  支部長会議､校友会総会  事務局長 佐藤寛出席     7.   支部だより発行     8.25  裸婦ﾃﾞｯｻﾝ会  中央市民ｾﾝﾀｰ  8 名参加     9.22  鬼首高原ｽｹｯﾁ会  6 名参加(学生 2)    11.16~20  第 6 回支部展  宮城県民会館展示室 出品 15 名､入場 420 名 平 4  1.26  新年会  ｲﾛﾊ 2.16  運営委員会  中央市民ｾﾝﾀｰ     2.      支部だより発行     3.15  役員選考委員会  県民会館     4.29  支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ     6. 7  運営委員会  中央市民ｾﾝﾀｰ     7.4~5  支部長会議､校友会総会   支部長小野寺出席  大阪ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ     7.19  裸婦ﾃﾞｯｻﾝ会  中央市民ｾﾝﾀｰ  15 名参加     8.      支部だより発行 
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   11.28~12.2 第 7 回支部展  宮城県民会館展示室  出品 13名 入場 339 名 平 5   2.13  十周年の歩み編集委員会        3.  十周年の歩み発行        3.      支部だより発行      4.29  支部総会 中央市民ｾﾝﾀｰ 会則一部改正(会費当分年額 2,000円とする)      6.26~27  支部長会議､校友会総会 支部長小野寺出席  中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ    7.27  武美大進学相談会  懇親会  開盛庵    8. 8  ﾃﾞｯｻﾝ研究会  中央市民ｾﾝﾀｰ 平 5   9.26  ｽｹｯﾁ会  塩竃北港    12.9~13  第 8 回支部展  宮城県民会館  出品 10名 28点 平 6   3.     支部役員選考委員会  4.29  支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ      6.25~26  支部長会議､校友会総会 支部長小野寺出席  中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ     10. 2  ﾃﾞｯｻﾝ研究会  ﾋﾟｴﾛ  中央市民ｾﾝﾀｰ       10.   支部だより発行     12.12~17  第 9 回支部展  ﾕｱﾃｯｸﾌﾟﾗｻﾞ  出品 10 名 平 7   4.29  支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ      6.24~25  支部長会議､校友会総会   支部長小野寺出席  中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ      7.27  武美大進学相談会  懇親会  開盛庵      9.17  ﾃﾞｯｻﾝ研究会  ｻﾘｰの女  中央市民ｾﾝﾀｰ 平 8   3.23  支部役員選考委員会      4.28  支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ      6.20~25  第 10 回支部展  仙台市民ｷﾞｬﾗﾘｰ(ﾀﾞｲｴｰ 7 階) 出品 19 名､63点 入場者 1,620 名 河北情報取材ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ放映      6.24~30  支部長会議､校友会総会 支部長小野寺出席  中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ 平 9   4.29  支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ      5.      支部だより発行      6.21~22  支部長会議､校友会総会 支部長 小野寺出席  中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ      7.21  武美大進学相談会  懇親会  舞鶴     10.14~19  第 11 回支部展  一番町画廊 出品 13 名､35点 入場者 550 名 平 10  3.      支部役員選考委員会 
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   4.29  支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ      6.20  支部だより発行      6.21~22  支部長会議､校友会総会 支部長 小野寺出席  中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ     10.1~7  第 12 回支部展 河北ﾎｰﾙ 出品 17 名､32点 入場者 594 名 武蔵美大短大通信 OB 会全国総会来場会員との懇談会     11.28  支部懇親会  じゃんかい 12.20  支部会員名簿発行 平 11  4.29  支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ      6.10  支部だより発行      7.10~11  支部長会議､校友会総会 支部長 小野寺出席  鷹の台校    7.23  武美大進学相談会  懇親会  龍天江      9.5  ｽｹｯﾁ会  松島雄島     11.2~6  第 13 回支部展  河北ﾎｰﾙ 出品 13 名､50点 入場者 339 名 平 12  2.20  支部懇親会  日立ﾗｲｵﾝ 3.31  武蔵美大､校友会本部･支部役員 地域ﾌｫｰﾗﾑ 打合せ会  ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ      4. 1  同 第 2次打合せ会  会場視察(仙台市民会館)      4.29  支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ    地域ﾌｫｰﾗﾑ推進のため､支部役員任期一年延長とする｡      7.8~9  支部長会議､校友会総会 支部長 小野寺出席  鷹の台校        7.26  武美大進学相談会  懇親会  かさい    8.19  武美大地域ﾌｫｰﾗﾑ 小野皓一氏ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ｢石板に刻む絵｣  仙台市民会館 8.20  武美大地域ﾌｫｰﾗﾑ 能島和明氏ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ     ｢栗駒ぶな樹林散策とｱﾄﾘｴ探訪｣  栗駒 能島氏 ｱﾄﾘｴ他      9. 9  武蔵野美術大学地域ﾌｫｰﾗﾑ  全体会  ｢個の表現と暮しの中の表現｣ 仙台市民会館      主催  武蔵野美術大学     同   武蔵野美術大学校友会     同   武蔵野美術大学校友会 宮城支部     10. 7  地域ﾌｫｰﾗﾑ 支部総務 反省会  かさい 平 13  2.18  支部役員選考委員会  中央市民ｾﾝﾀｰ  4.29  支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ      6.25  支部だより発行 



 ６

 7. 7~8   支部長会議､校友会総会 支部長 小野寺出席  鷹の台校 地域ﾌｫｰﾗﾑ優秀支部として本部会長より 表彰される｡( 賞状･盾 )     10. 7   ｽｹｯﾁ会 ｻﾝﾌｧﾝﾊﾞｳﾃｽﾀ号見学 石巻港ｽｹｯﾁ      10.13   武蔵野美大校友会 北海道東北ﾌﾞﾛｯｸ会           支部長 小野寺出席 山形市     10.31    支部展打合せ  仙台ﾒﾃﾞｨｱﾃｰｸ      11.30~12. 5 第 14 回支部展  仙台ﾒﾃﾞｨｱﾃｰｸｷﾞｬﾗﾘｰ 出品 13 名､25点 入場者 1,354 名  影山さん､徳永氏 遺作展示 平 14  2.16   支部展反省会･新年会  銀禅 支部展次回より隔年開催の声多し 3.10   支部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ開設      4.29   支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ 支部展 隔年開催と決定 ( 次 平成 15 年度 )      6.   支部だより発行  ( 限定 60 人 )      7.6~7   支部長会議､校友会総会 支部長 小野寺出席  鷹の台校      8.25   ｽｹｯﾁ会   角田市 高蔵寺 平 15  3.16   支部役員選考委員会､執行部拡大委員会 宮城県民会館 503号室      3.31  ｢ 二十年の歩み ｣発行        4.29    支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ 6.     支部だより発行 7. 5~6   支部長会議､校友会総会        支部長 浅川出席  武蔵野美術大学 9.28~10. 2 第 15 回支部展  会場 宮城県民会館展示室(5 階)        出展者 12 名 作品数 44点 入場者 253 名 9.27    懇親会  多賀城  幹事 和田三郎       10.19    ｽｹｯﾁ会  丸森不動尊公園 参加者 9 名 平 16  4.29    支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ 6. 支部だより発行        7. 2~3  支部長会議､校友会総会           支部長 浅川出席  武蔵野美術大学       10.11    ｽｹｯﾁ会  釜房湖畔･日本の風景版画美術館 参加者 8 名       11. 7    伊達政宗の再建した建築物｣見学会 大崎八幡神社･松島瑞巌寺 他            参加者 10 名 
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平 17  4. 7   役員会･17･18 年度役員選考委員会  仙台国際ﾎﾃﾙ         懇親会(茶話会) 2 回 開催 4.29   支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ 6.18   ﾄﾝﾎﾞ玉体験教室  涌谷 天平ﾛﾏﾝ館 後藤ｶﾞﾗｽ店 参加者 9名 7. 2~3  支部長会議､校友会総会        支部長 浅川出席  武蔵野美術大学 7.     支部だより発行 9.13~19 第 16 回支部展  東北電力ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ ﾌﾟﾗｻﾞｷﾞｬﾗﾘｰ NORTH(北)         出品者 16 名  作品 31点  来場者 1,144 名 9.18   懇親会  参加者 10 名      茶話会  1 回 開催 平 18  4.29   支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ 7.2~3  支部長会議､校友会総会        支部長 浅川出席  武蔵野美術大学 7.    支部だより発行 9.14   懇親会(茶話会) ｢ｲﾙｻﾛｯﾄ｣  参加者 10 名       10. 4   ｽｹｯﾁ会  七ヶ浜町花渕浜 平 19  2. 7   懇親会(新年会)  かき徳 参加者 8名        4. 2   役員会･19･20 年度役員選考委員会  中央市民ｾﾝﾀｰ 4.29   支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ        7.7~8  支部長会議､校友会総会          支部長 浅川出席  武蔵野美術大学 8.3   支部だより発行       12.12   懇親会(忘年会)   参加者 8名 平 20  2.1~6  第 17 回支部展  仙台ﾒﾃﾞｨｱﾃｰｸ 5 階 a-2 ｷﾞｬﾗﾘｰ                出品者 17 名 出品点数 38点 来場者 902 名        2. 2   懇親会(支部展懇親会)   参加者 11 名 4.16   役員会   中央市民ｾﾝﾀｰ        4.29   支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ        7.5~6  支部長会議､校友会総会          支部長 浅川出席  武蔵野美術大学 9.21 役員会議 中央市民ｾﾝﾀｰ 平 21 1.24   支部展企画委員会 役員会       3. 4   21･22 年度役員選考委員会       4. 7   支部だより発行       4.29   支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ       6.21   ﾃﾞｯｻﾝ会 中央市民ｾﾝﾀｰ  参加者 10 名       7.4~5  支部長会議､校友会総会           支部長 清野出席  武蔵野美術大学       7.25   役員会   中央市民ｾﾝﾀｰ 
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8.18 支部だより発行 9.29 支部展実行委員会 中央市民ｾﾝﾀｰ 12.13 支部展実行委員会 中央市民ｾﾝﾀｰ H22  1.15~20 第 18 回支部展  仙台ﾒﾃﾞｨｱﾃｰｸ 5 階 a ｷﾞｬﾗﾘｰ                出品者 18 名 出品点数 59点 来場者 967 名       1.16   懇親会(支部展懇親会)   参加者 11 名 ｢ﾋﾞｽﾄﾛ ﾙﾌﾄﾞｰﾙ｣       3.28   役員会   中央市民ｾﾝﾀｰ       4.29   支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ       6.27   ﾃﾞｯｻﾝ会 中央市民ｾﾝﾀｰ  9 名参加       6.27   茶話会   ｴﾙﾍﾞｷｯﾁﾝ       7.3~4  校友会総会 支部長 清野出席  武蔵野美術大学 8.13 支部だより発行 8.17~22 小野寺信夫遺作展 宮城県美術館県民ｷﾞｬﾗﾘｰ      10.24   ｽｹｯﾁ会 陸前浜田  昼食会 H23  4.29   23･24 年度役員選考委員会       4.29   支部総会  六幽庵 14 名参加  昼食会 7.3 ﾃﾞｯｻﾝ会 東一番丁ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ 2 階集会場 8 名参加 7.9~10  校友会総会 支部長 清野出席  武蔵野美術大学 8.    支部だより発行 9.11 支部展実行委員会      10.21~26 第 19 回支部展  仙台ﾒﾃﾞｨｱﾃｰｸ 5 階 c ｷﾞｬﾗﾘｰ               出品者 20 名 出品数 66点 来場者数 1,281人 H24  2.6    総会開催打合せ            本部 1名  宮城支部 4名 岩手支部 1名 岩手支部 1名参加       4.29   支部総会  中央市民ｾﾝﾀｰ 14 名参加  昼食会 6.6  支部だより発行 6.9 A&D､総会打合せ 校友会本部 2名 宮城支部 9名参加 7.7 地域ﾌｫｰﾗﾑ｢ｱｰﾄ&ﾌｫｰﾗﾑ東北 2012｣開催 ﾎﾃﾙﾚｵﾊﾟﾚｽ仙台       7.8    校友会総会開催  ﾎﾃﾙﾚｵﾊﾟﾚｽ仙台 


