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設立総会盛況裡に終了。奥島総長指揮で万歳を。区

内の校友ネットワーク新たに拡がる。

去る5月 28日 、中央会館には120名 の校友と15名 の来

賓が集った。従来、区内には銀座地区で事業をやっ

ている方々の稲門会、築地地区で事業をされている

校友の会、職域単位の会等があったが区単位での校

友会組織はなかった。区内在住、在勤の校友が集い

交流を深め母校の発展を支えると共に、地域社会へ

の貢献を目指す目的で設立された。

定刻 6時よりの設立総会では設立承認、会則承認 [会

員名簿に記載]役員承認、通信費 [年会費]、 活動計

画案が次々承認された。集まった校友のお目当てで

あった第 2部の公開 トーク「早稲田を語 り、区を語

るJは女流落語家桂小文の司会により矢田区長、奥

島総長、田原校友の鼎談が行われたが会場は楽しげ

な笑いに包まれまた会場の校友からの総長、区長へ

の質問も飛び出すなど硬軟取 り混ぜての トー クと

なった。またこの模様は 6月 26日 [金]ラ ジオシティ

84.OMHZで 午後 3時 より放送された。第 3部の懇

親会では中島代表幹事による乾杯の後、安政 5年二

田会会長の中村氏、23区稲門会代表の豊島稲門会会

長の小松原氏のあいさつが続き、同じ23区校友会ブ

ロックの墨田の山口氏、浅草 [台 東]の佐久間氏、

江束の中村氏らが紹介された。昔昔亭ぴいちの司会

で福引きが行われ総長賞、田原賞、東京 ドーム賞、

銀座 コア賞、銀座松屋賞、築地松竹賞、築地朝日賞、

銀座菊廼屋賞とが次々参加者全員に当たり大いに盛

り上がった。

稲門会定番校歌斉唱は豊島稲門会 より元応援団の

石川氏が駆けつけて くれていたが、石川氏より先輩

で元応援団長だった鈴木氏が会員 として参加されて

いたので氏にその場で指揮をお願いした。氏の見事

な指揮により「都の西北」を参加者全員で歌い、

総長の青頭により正統な所作での万歳を一唱しこれ

からの会の発展を祈ってお開きとなった。

これからの校友活動がおおいに期待出来そうだ。
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白熱した公開トーク/右より、矢田中央区長、奥島総長、田原校友、桂小文校友(司会)
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このたび、 中央区 としての稲 門会 を発足 させ ること

ができこんなにうれしいことはありません。これも

幹事、顧間の皆様をはじめ大学校友本部のソS力 の賜

物と思います。会長という大役を仰せつかり微力で

はありますが、粉骨砕身がんばるつもりでございま

す。どうぞ会員の皆様ともに母校早稲田大学の発展

に寄与しつつ校友の御付き合いを広げていきたいと

思います。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
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1。 年 1回 の総会・懇親会の実施

2.年 4回の会報発行

3.有志、幹事による会員交流会の実施

4.地域社会に貢献する諸々の活動

5。 その他役員会で必要と認められた事業

目下、幹事有志が下記企画実施にむけて検討中。中

多泰子幹事案―史跡めぐリウオーキング/東章二幹

事案―銀座味探訪会/鈴木壽一幹事案―早慶ビア

パーティ/役員会案―地域貢献としてワセダ出前公

開講座―秋予定。

麺  申込事務局 Tel.5560-8751/Fax.5560-8752

1。 社会教育会館がいつでも使用可。築地・月島・

日本橋の各社教会館が無料で借 りる事が出来ま

す。会員同士の分科会活動にとても便利です。

事務局へは報告後、使用については各社教に直

3.

接申し込む方法 となります。

会員の慶弔。奥島校友会会長 と井田会長連名に

より電報をお くらせていただきます。

会旗、校歌カセットの貸出

7月 末頃から。但 し送料はご負担 ください。

総会に欠席された会員へ :中 央稲門会では通信費と

して会員の皆様から年間¥3,000を 納めて頂 くこと

とその集金方法については「三井ファイナンスサー

ビスJの 「集金代行サービス」を利用する事が設立

総会で承認されました。つきましては下記の要領に

て入会手続きと会費納入をお願いします。

同封の「預金口座振替依頼書」に必要事項を記入捺

印の上同封の封筒で 7月 末 日まで事務局宛ご返送 く

ださい。なお、切手は各自ご負担 ください。

*金融機関は都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信託銀行、

郵便局、長期信用銀行、商工中金、農林中金、労働金庫が対象となります。

引落し日 :本年度分 [1998.5.28-1999.3.31分 ]は
10月 6日 に引き落としになります。以降毎年 4月 6

Hに 自動的に指定回座より引落とされます。会費[振

込手数料込]¥3,200
問い合わせ:会計幹事 石田/36676585名 簿幹事 橋本/55627510

総会に出席された会員へ1998年度分の会費は既に総

会時にいただいていますので、次次回の会報郵送時

に同封 しますのでその節はよろしく。

鷹轟芸   聖要雷

*ホ ームカミングデイと校友大会は10月 25日 [日 ]

前売 り福引きチケット発売中 1枚 ¥2,000詳細は

同送のパンフレットで。

*オ ープンキャンパスデイは 7月 23日 [木 ]

大学では校友と大学、校友 との連携を深め校友組

織の強化 を図る目的で東京は 6ブ ロックに分け

た。各区毎に職員が強化委員 として地域稲門会 と

の連絡を調整し大学 との連携を促進する。担当は

加藤幸男氏

授業終了   7月 18日 [土 ]

夏期休業   7月 19日 [日 ]-9月 15日 [火 ]

後期授業開始 9月 16日 [水 ]

創立言己念 日   10月 21日  [水 ]

冬期休業   12月 17日 [木]-99年 1月 7日

臨時代議員会  7月 3日 [金 ]

秋期代議員会 10月 1日 [木 ]

地域校友代表者会 10月 24日

ホームカミング・校友大会 10月 26日 [木 ]

職域校友代表者大会 11月 26日 [木 ]

早稲田大学校友会事務局

〒1698050新宿区戸塚町1104大隈会館N棟 1階

Tel.3202-8040/Fax.3202-8129

E…mail:alumni@mnowaseda.ac.jp

フリーダイアル 0120-009017
[月 ―金 9時 -17時 ±9時 -14時夏・冬休業期間中9時 -16時

]

住所変更、改姓改名、勤務先変更、会員の物故の連

絡等お受けします。

会員募集中 知人・友人を誘ってください。中央区

内の在住、在勤の校友ならどなたでも。また会員の

推薦あればそれ以外の方でも準会員として入会いた

だけます。イベント幹事募集中、ふるってご参加を

会費 [通信費として]¥3,200【振込手数料込み】

申込先 :〒 1040054勝 ちどき4-13-2-301
中央稲門会事務局 Tel.5560-8751/Fax.5560…8752

家族会員制度発足 2名以上の同居家族の場合会員

としては個別に記載いたしますが、 1名 の会費で結

構です。ただし、通信物は 1通 となります。

m会 員自己紹介、事業紹介、区内便利情報

なんでも23字詰め X10行位。〆切は8月 末。事務局

まで。FAX.55608752へ お寄せ ください。


