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都留文科大学 児童文化研究部 OBOG の皆様 

60 周年記念企画実行委員会 

 

 

都留文科大学 児童文化研究部 60 周年記念企画のご案内 

～６０年それぞれの COLORS～ 

 

 

菊花薫る時節、皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 この度、都留文科大学児童文化研究部は設立 60 周年を迎えるにあたり、記念企画を開催いたします。

本企画において、OBOG の皆様と現役生の交流を深め、楽しいイベントにできたらと考えております。 

 つきましては、現在予定している企画の内容・スケジュール等についてご案内いたします。内容の確認

とともに、参加を検討して頂いている方につきましては、可否のご連絡をいただきますようお願い申し上

げます。幅広い年代の方からご参加を賜り、これからの児童文化研究部の発展につながればと考えており

ます。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

１．タイムスケジュール１．タイムスケジュール１．タイムスケジュール１．タイムスケジュール    

１日目 11 月 19 日(土) 場所：都留市まちづくり交流センター(YLO 会館)→スターらんど 

13:30 受付開始 

14:00 はじめの挨拶 

    公演：現役生の公演(影絵班・文学班・子ども会班)、ＯＢによる人形劇、ダンス 

    遠藤先生のお話 

    写真撮影 

17:00 送迎バスで宿泊地へ移動 

 

18:00 スターらんど(宿泊地)で夕食 

19:00 二次会(自己紹介やパネルディスカッション、写真展示・ビデオ上映) 

21:00 中締め 

 

２日目 11 月 20 日(日) 場所：楽山自治会館（都留文科大学横） 

各自  朝食(バイキング) 

9:00  送迎バスで移動 

    楽山自治会館へ(各班に分かれ活動内容等について歓談) 

11:30 昼食 

13:00 解散 

    →希望者は緑町会館やたんぽぽ文庫へ訪問（実行委員がご案内いたします） 

 

 

 



２．参加費２．参加費２．参加費２．参加費    

 単独参加 9,000 円／人 

 家族参加 17,000 円(＋小学生以上の子どもは 1,000 円／人) 

 ※上記の他、部分参加の方は参加費が異なりますので、個別にお問合せください。 

 

３．アクセス３．アクセス３．アクセス３．アクセス    

 

４．参加者名簿４．参加者名簿４．参加者名簿４．参加者名簿    

 別紙をご覧ください。 

 

５．その他５．その他５．その他５．その他    

 ・大学での開催を予定しておりましたが、両日とも入試のため学内立入禁止両日とも入試のため学内立入禁止両日とも入試のため学内立入禁止両日とも入試のため学内立入禁止となっております。ご了承 

  ください。 

 ・途中参加、途中抜けは自由です。 

 ・OBOG 会の設立を予定しております。詳細は別紙を御覧ください。 

 ・都留までは各自でお越しください。実行員会で車を用意しております。送迎が必要な方は、別途お問 

   い合わせください。 

  

６．連絡先６．連絡先６．連絡先６．連絡先等等等等    

出席・欠席連絡及びご質問は下記までお願いいたします。尚、出席・欠席のご連絡は 10101010 月月月月 31313131 日日日日((((月月月月))))

までにお願いいたします。(既に参加のご連絡をいただいている方は不要です。) 

  メールアドレス：info@tsuru-jbk-obog.org 

また、最新情報は、Face book 及び OBOG 会 HP にて公開しております。 

・Face book：https://www.facebook.com/groups/212041695851828/ (児童文化研究部 OBOG グループ) 

・OBOG 会 HP：http://www.tsuru-jbk-obog.org/ 

 

 

 

・１日目午後は左記 

「都留市まちづくり交流センター」の１階会議室 

住所：〒402-0052 都留市中央 3-8-1 

 

・宿泊地「健康ランド＆ホテル スターらんど」 

住所：〒402-0051 山梨県都留市下谷 2450-1 

 

・２日目 「楽山自治会館」（都留文科大学横） 



都留文科大学 児童文化研究部 60 周年記念企画のご案内 

～６０年それぞれの COLORS～ 

 

 参加予定・検討中の方々です。ご参考いただき、皆様お誘い合わせの上ご参加ください。 

 サークル名（あだ名）および所属、役職を分かる範囲で記載させていただいております。 

 なお、実行委員には★印をつけています。 

 

入学年 サークル名 所属 役職 

1975 ちゅみ 地  

1975 もこ 文  

1975 きゅー（Q） 財  

1976 カン   

1976 ガチョン   

1976 明智  部長 

1976？ （サークル名不明、イニシャル C．K．）   

1977 アオ 文 部長 

1977 スー  班 Cap 

1979 アワ 子  

1993 りんりんしゅがー 地  

1993 とーますえもん 文 子まつり事務局 

1993 おりもまりも 財  

1993 きらきらぽーる 地  

1993 ★しゃくしゃくこっへる 財 部長 

1994 みすたぁ たいまい 影  

1994 べらんべー   

1995 ★あちゃいるぽん 地 60 周年記念実行委員長 

1996 ぷりーざー 影  

1996 だーびーたんぴん 人  

1996 せーらーいちば 人  

1996 トットラーおたふく 地  

1997 おからしょうすけ 文  

1997 さいきょうでんねん 地  

1997 きんかくし  子まつり事務局 

2000 ぽっぽや道中 文 班 Cap 

2000 うっかりこじべえ 文 対外 

2002 ★かった 子 副部長 

2002 いな 影 班 Cap 

2002 ぐっち 文 子まつり事務局 

2003 やっちゃん 人 部長 



2004 こと 文  

2004 ぱぐ 文 部長 

2004 はねすけ 影 班 Cap 

2004 のっく 子 班 Cap 

2005 かもみん 影  

2005 まいのん 影 部長 

2006 もっくん 人  

2008 ぷぅちゃん 子 対外 

2009 ★だいごろう 影 部長 

2011 ★そら 文 部長 

2011 かげぽん 影 文化会 

2013 チョコ 影  

2013 ポフ 影 部長 

2014 ジョージ 影 副部長 ／現役生 

2014 のら 文 現役生 

2014 ズー 子 現役生 

2014 ★にょろ 子 現部長 ／現役生 

2014 よねちゃん 文 現役生 

2015 じまこ 影 現役生 

2015 ホップ 文 現役生 

2015 ★ケンケン 子 現役生 

2015 ぴょんきち 影 現役生 

2015 わか － 子まつり事務局 ／現役生 

2015 ダン － 子まつり事務局 ／現役生 

2016 メル 子 現役生 

2016 とっくん 子 現役生 

2016 ちゅうちゃん 文 現役生 

2016 アニー 子 現役生 

2016 なっとう 文 現役生 

2016 グミ 影 現役生 

2016 まめすけ 影 現役生 

－ 岩間 泰司 － 市民（あすなろ職人会） 

1993 はずみ － 埼玉大 OB 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都留文科大学 児童文化研究部 OBOG 会について 

 

 60周年記念企画の中で、現役生とOBOG、都留の方々が今後もつながっていられるように、OBOG

会を設立しようと考えております。様々な方が楽しく参加できるよう、「門戸は広く、負担は軽く、

現役生にやさしい」会を目指します。 

 

 <入会資格> 

 ・OBOG 他、当部に関わりのある方であればどなたでも 

 <活動内容> 

 ・周年記念企画の開催（めやすは 5 年ごと） 

 ・現役生の活動状況紹介（OBOG 会ホームページへの掲載を予定） 

 ・現役生への活動費補助（会費の一部を、用途自由で） 

 <会費> 

 ・年間 1,000 円 

※振り込み等の手続きを簡略化するために、 

周年記念企画開催時に、5 年分（=5,000 円）いただくことを検討しております。 

 

 60 周年記念企画にて、改めてご説明差し上げます。設立後、ご賛同いただける方には入会手続き

まで行わせていただければ幸いです。 

質問等ございましたら、前出の連絡先までご連絡お願いいたします。 

 

ぜひ、みなさまのご賛同ご協力、よろしくお願いいたします。 


