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ご参加 ください。申込先 :〒 1040045[株 ]大鈴内鈴木壽一

FAX3546 2197予 定定員は25名 。定員になり次第締め切 りま

すのでお早めに。参加者には後 日当日の案内を送 ります。雨

天決行。

自己紹介 河岸で海老を主に商っています。今回の企画でぜ

ひたくさんの方に市場をみてもらい、また築地稲門会の会員

とも交流の場をもってもらいたいと思っています。1976年社

会科学部応援団学科 ?卒。応援ならいつでもお声をかけて く

ださい。

1月 新年会を兼覆 .… ギンザを楽しむグルメ会

―ワイン教室初級編 一へのお誘 い 東 章二幹事

1月 9日 [土]午後 3時～ 5時  [10分前位まで直接会場に

お集まりのこと]参加費ひとり8,500円。同伴の非会員も同額

です。 *西欧の食文化の核はパンとチーズとワインです。 l~i

れのイタリー料理店「エノテカ ピンキオーリ東京店 【銀座

コア7階 銀座5820】 の全面協力を得てワインテーステイ

ングの会を開催します。お誘いあわせのうえご参加ください。

食べ物はパンとチーズでお料理はつきません。ワインの用意

の都合上、先着40名 で締め切 らせて頂きます。〆切は10月 31

日。申込先 :事務局/TEL 5560 8751 FAX 5560 8752日 本

のコアは中央区。ワタクシ生まれも育ちも日本橋馬喰町。中

央稲門会の旗揚げをとてもうれしく思っています。団塊世代

のコア年度に生まれ幾星霜、今や頭のコアから普通のオジサ

ン、で勤め先がギンザコアとオチがついたところで今後とも

よろしくお願い申しあげます。

2月 23区稲門会連合大会

リーガロイヤル早稲田ダイヤモン ドルームで開催 2月 19日

[木]6時から。 [予定]会費 1万円。23区稲門会の集まりの

会です。先のことですが、今から予定されてはいかがでしょ

うか。詳細は後 日。再度会報にて案内します。

原山会員からのお誘い情報

絵を描きませんか。絵画クラブ会員募集中。[見学随時OK]
私が勤務 している白水社の絵画クラブは社員外でも入会いた

だけます。初心者でも東京芸大卒の専任講師が指導してくれ

ます。スケッチ旅行もあり和気あいあいと楽しく自由なクラ

ブです。 日時 :毎週火曜日午後 6時～ 9時途中入退場OK。

場所 :[株]白 水社本社2fマ ルチルーム日本橋茅場町22-8/
TEL i 3669 9400/会費月¥8,000[モ チーフ代・授業料含

む。入会金不要]問 い合わせ先 :原山京子自水社内36699311
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お待たせ しました。中央稲門会ならではの行事が出揃いまし

た。ご家族、友人お誘いあわせの上ご参加 ください。

10月 中央区史跡め ぐり 中多泰子幹事担当

10月 10日 [土]午後 1時銀座東急ホテルロビーに集合。参力Π

費は夕食会費。中央稲門会の旗を目印。 コース :築地、llB石

町、佃 をめ ぐり夕方会員経営のお店 [当 日発表]で乾杯。夕

食会申込先 :10月 5日 [月 ]ま で 〒1030014日 本橋蠣殻町

2711中 多泰子。はがきもしくはFAXで。36665533 お名

前/人数/連絡先TEL/夕 食会参加の有無をおしらせくだ

さい。

膿唾塞塾」福島市生まれ。1958年仏文科。1959年文部省図書

館職員養成所卒。1959年 7月 ～1994年 3月 まで東京者6立図書

館勤務。1994年 4月 から大正大学助教授。図書館情報学を11

当。趣味 :音楽、絵画鑑賞。血液型は 0。 星座は蠍座。

11月 「ワセダ出前公開講座」 3翌昇憲誉峯ぃくださぃ

11月 14日 [土]午後 1時半開場 2時開講 寄本勝美政経学

部長による [仮]ダイオキシンから身をまもるには一リサイ

クルとゴミ問題 :築地の中央区立社会教育会館 (築地4151
TEL:3542-4801東 銀座駅から徒歩5分)講習室/申込先

:11月 5日 [木]ま で 〒1040054勝ちどき4132201は が

きもしくはFAXで。55608752お 名前/人数/連絡先TEL/
当日は直接会場にお越しください。100人 まで入場可。

田中見世子幹事長担当/自 己紹介 勝ちどき生まれの勝ちど

き育ち。1965年早稲田紛争の嵐吹きすさぶ政経学部新聞学科

をいちおう卒業。50を 過ぎてから母原回帰の糸にあやつられ

故郷 と大学の世話焼きをしている昨今。趣味太平洋の島々の

渡 り歩き探検。仕事はライター

12月 築地市場見学ツアー

参加費 はお昼代 ¥3,000 鈴木壽一幹事担当

12月 2日 [水]午前 9時築地の朝日新聞社正面入口集合。早

お昼をいただいて12時頃解散。中央区にはご存じのように世

界に誇る中央卸売 り市場、築地市場があります。今回、築地

の稲門メンバーが特別に手配し東京都公報課員の案内のもと、

市場内を見学、ビデオによる説明等市場のすべてを学びます。

平日ではありますが、見学会の後は市場内の稲門会員のとび

きりうまい鮨を食べることにしていますので、ぜひふるって

輻鰈釧]OKY0



98/7/31預 金残高 283,430

会の旗を作 りました。会員のみなさまに貸出をしますのでい

つでもご利用 ください。但 し、運搬費は自己負担で願います。

顧問および有志の皆様、予算オーバーにつき寄付をいただけ

るようでしたら、お願いします。

振込先 :さ くら銀行 日本橋東支店普6737745

中央稲門会宛

総会にて承認されたように来年度からの通信会費は事務局の

経費軽減のため「集金代行サービス」にさせていただきます。

つきましては同封の「預金口座振替依頼書」に必要事項を記

入、捺印のうえ事務局までご返送 ください。手続きのみ11月

末に完了したいので11月 末まで返送 ください。

第一回目の引き落としは来年1999年 4月 6日 となります。切

手は各自ご負担 ください。号|き 落とし金額は振込手数料込み

¥3,200で す。ご了承 ください。

*金融機関は者5市銀行、地方銀行、第 2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。

問い合わせ :会計幹事石田/FAX 3669 6585

名簿幹事橋本/FAX 5462 2366

10・ 25[日 ]母校へ集合

ホームカミングデイが近 くなりました。今回の対象年度は昭

和24年卒、29年卒、昭和39年卒、昭和49年卒業の皆様です。

案内がいかなくても対象卒年の校友はぜひお越しください。

お待ちしています。 [う わさでは小渕首相も見えるとか。]奥
島総長が再選されましたので、校友会会長は自動的に総長と

なりました。奥島総長は在任中のひとつの仕事 として23区に

ひとつずつ区単位の稲門会を設置し東京をひとつの支部とし、

大学経営に関与していくような校友組織体を作っていきたい

という意向です。

校友会本部へのご連絡は フリーダイアル 0120-009017

幹事紹介

井田博基会長 1944商学部卒。会報1号で1994年 になっていた

が卒50年の間違い。銀座生まれで銀座コアの場所にあったお

店兼自宅【老舗和菓子屋菊廼合】から泰明小学校に通っていた。

藤井 和冨1会長 1959年、第 1政経学部政治学科卒。1934年

大連市生まれ。[株]東京 ドーム勤務。佃に移 り住んで 6年 目。

生活の便は申し分なく、毎 日大好きな隅田川を眺められるな

ど、ついのすみかを見つけた思いです。オフタイムは芝居見

物や囲碁を打ったり、どちらかというとインドア人間です。

橋本栄一幹事 1964年、第 1理工学部電気通信卒コーポレイ

トソフトウェア [株]埼玉県行田市の足袋屋に生まれる。大

実業家渋沢栄一にあやかって祖父が栄一と命名するが名前負

け。1964年富士通に入社。SE[シ ステムエンジニア]畑 を

歩む。ハワイ勤務、長野勤務を経て1995年 より現職。趣味と

言えるほどの物はなし。安請け合いが短所。

森本福夫 1959年 経済卒。商事会社、海外旅行会社 を経て

[株]イ ベントサービスを設立。企業の式典、表彰式、パー

テイを国内外で企画運営。年間 1/3は 海外。スポーツは合

気道、ダイビング。趣味はサウナと映画鑑賞。

Eメ ールはevent@net.inst.or.jp

森田源吾幹事 1971年政経学部経済科卒。1997年 [有 ]翠松イ

ンステイテユー ト設立。経営コンサルタント会社 としてクラ

イアントのコンクリー ト劣化防止と繊維化樹脂包装材会社の

協同組合的組織化を日指している。宅建主任。行政書士。

佐藤 誠幹事 1968年 政治学科大西ゼ ミ卒。月島機械法務

室&総務部勤務・早稲田で学んで浪風受けてはや30年。人生

劇場も半ば過ぎましたが、今でも序幕のつもりで何事も当た

っていきたいと思っています。

岡山善子 1975年、教育学部英語英文科。[株]ア イシーエス企

画勤務。来秋、つ くばでの国際会議の準備に追われる毎日。

よろしくお取 りはからいください。

石田清絵 1980年法学研究科卒。現在も学生として早稲田に

通っています。幹事のなかではなぜか若手です。早稲田とこ

のような形で関わるとは思ってもいませんでしたが、TWN
で先輩の田中幹事長の強い誘惑によりお仲間入りさせていた

だいています。

紙面の都合上他の幹事は次号にて紹介します。

次号発行は12月 初予定。どしどし原稿を送ってください。23

字詰め X10行以内。TEL 5560 8751/FAX 5560 8752事 務

局まで。事務局の住所は勝ちどき4132201でお願いします。

石田会計幹事

lll 入

当日会費 (103人 )

スピー ドくじ

お祝い金

寄付金等

本部より補助

通信会費

1,030,000

127,000

100,000

30,000

100,000

3,000

1...

支 出

準備費

総会総費用

通信費

会報デザイン費

交際費

事務費等雑費

1,390,000

167,532

840,580

22,000

10,000

30,000

40,090

2... 1,110,202

1-2=
幹事立替未精算

279,798

3,632


