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茂木千佳史顧 間 と井 田博基会長のおふた りが逝去

朝日新聞でも報道されまたご存知の皆さまも多数おられるか

と思いますが、あらためて会員の皆さまにお知らせいたしま

すc

さる9月 20日 に茂木氏が、10月 15日 に丼田会長が亡 くなられ

ました。会としては会旗を葬儀会場に飾っていただき弔意を

表しました。なお井田会長は校友会本部より賛助代議員とし

て表彰されました。

お二人とも会の設立に多大なご尽力をくださり、会もこれか

らと言うときにとても残念です。会長代行は副会長の藤井和

氏に来年 5月 の総会までお願いすることになりました。

おお、たりの中央稲門会のすばらしい先輩を同時に失い、なん

とも残念です。微力ながら代行を努めさせていただきます。

「情報発信の中央区」にお、さわしい稲門会作 りをこれからも

みなさんとともに進めていきましょうc

事務局より

会員の皆さまお元気ですか。会報 も3号 日となりました。会

員情報をお寄せ ください。近況報告、 自己紹介、店紹介、事

業紹介なんでも結構です。FAX:55608752に 300字以内で送

って下さい。会報をみなさんのホットな情報交換の場にしま

しょう

ぜひ参加して ください 参加者募集中

1月  ワイン教室〆切迫る。′

参加申込み急いでください。

1月 9日 [土]午後 3時 -5時 [集合は10分前銀座 コアビル

内エノテカピンキオー リ]ワ イン 1万本所蔵 しているとのこ

と。参加費 :8,500円 〆切 日12月 末まで 事務局までTELも

し くは FAXで 申 し込 ん で くだ さ い。TEL:55608751

FAX:5560-8752

No。 3

生への道 と日本経済の今後を語る」 と題 しまして大学より西

川潤政経学部教授、薮下政経学部教授、アジア太平洋研究セ

ンタ教授で元大蔵省銀行局長の西村吉正氏、 日本証券研究所

主任研究員の紺谷典子氏、ダイヤモン ド社の岩佐豊氏が一同

に会 して語 り合います。また懇親パーテイでは奥島総長 と中

島代表幹事が各区のテーブルをまわり親 しく懇談 します。お

誘いあわせの 上ぜひ御参加 ください。申込は事務局まで。

TEL:55608751か FAX:5560-8752で。 〆切 : 1月 末まで
｀

5月 第 2回中央稲門会総会 。大パーテイー

5月 28日 [金]6時 30分から 前回と同じく中央会館で。今

回は 2 Fnl目 でもあり、みなさまのご協力で和やかなそして楽

しいパーテイにしたいと幹事一同考えています。テーマは「情

報発信はギンザから中央稲門会から」です。

会社でも個人でも。オココロザシをお願いします。

おカネを出して くれる方。円でもドルでもユーロでも偽札以

外なんでもOK。

モノを出して くれる方。お店の食事券、買物券、商品券でも

なんでもOK。 ただし新品で。

モノ以外で協力して くれる方。タレン トを無料で連れて くる、

芸をみせたい [カ ラオケとヘ タな芸はNO。 ]力仕事 をする、

当日受付、事前準備手伝い、 どんなことでもよいですからボ

ランテイアして ください。

TEL i 5560-8751か FAX i 5560-8752´ 、。

〆切 :案内状、会報等に印刷する都合 L2月 末頃まで。

中多泰子副会長より

中央区史跡め ぐりは快晴の中、築地の [大隈侯屋敷跡]新喜

楽をかわきりに本願寺内の九条武子歌碑・酒井抱一墓・義士

の間新六供養塔―浜野住宅一蘭学事始めの地―慶應義塾開塾

の地―芥川龍之介生誕の地―浅野匠頭邸跡―シーボル トの胸

像―アメリカ公使館跡―指紋研究発祥の地―聖路加タワーー

築地教会・ガス街灯柱一鉄砲洲稲荷神社一南高橋―中央大橋

ザ ッキンのメッセンジャー像―住吉神社―佃島渡船跡―高瀬

家住宅 とめ ぐりました。当日参加出来なかった方、 2時間位

のコースですからぜひ上記の順序で歩いてみて ください。中

央区がいかに「文明開花の文化のへそJだったかよく分かる

はずです。

2月  必見 /必参 .′ 23区稲門連合大会 参加申込

み ください。

月19日 [木]6時 から開会。 リーガロイヤル早稲田ダイヤ

記念特別講演会「金融経済再

よ り

モン ドルームで。会費 1万円。
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田中見世子幹事長より

講師は山本耕平先生に変わ りましたが、11月 のワセダ出前講

座は区外からも集まり好評でした。 とくに晴海に出来るごみ

焼却場こともあ リタイム リーな勉強会でした。今後は年 1-
2回 は区と大学の橋渡 しをかねて実施 していきたいと思いま

す。ワセダのこの先生に来てもらいたい、話を聞きたいなど

リクエス トがあれば連絡 ください。

鈴木壽一幹事より

12月 の築地ツアーは総勢17名 。都の佐藤ベテラン広報マンの

案内により市場をみなさんにみていただきました。なぜか北

海道の農連の一行が突然合流。場内見学は大部隊 となってし

まいました。昼食は場内にある校友の磯野幸雄先輩経営の磯

野家さんで [昭 31年理工機械科卒]築地市場稲門の片又、秋

山両氏をまじえ旨い鮨を食べながら校友交流をしました。

儀野家 (鮨 。日本料理食堂 )35417953朝 7時 ―夜 9時。宴

会用お座敷あり。 日曜・祭 日・第 2・ 第 4水曜 日定休。

通信会費の自動振込の手続きが未だの方、再度用紙をお送 り

します。所定の欄にもれなくご記入の上、ご返送 くださいc

第 1回の総会に欠席で入会希望の方は99年 1月 611に 98年分

を、99年分は 4月 6日 に指定の銀行より¥3200引 き落 しさせ

ていただきます。第 1「1の総会に出席の方は99年分を 4月 6

日に引き落 しとなります。資金繰 りに窮 してますのでご協力

を。名簿記載内容の変更、希望 (会社名、店名表示)と か、

住所の変更がありしたら 3月 末までご連絡 ください。

連絡先 :

橋本名簿幹事コーポレイトソフトウエア FAX:54623830
石田会計幹事          FAX:36696585

幹事紹介

尚公子幹事 会報の発送、幹事会の記録、その他事務局雑用

を一手に引き受けています。佃の リバーシテイ在住です。明

石町生まれの銀座育ち。

吉川蒼平監査 1948年法学部英法科卒。新富町在住50年。

田原節子監査 田中さんにのせ られてお手伝いする羽 目に

なりました。ご存 じ田原総一郎氏のパー トナーです。 リバー

シテイ在住。

松川昭義幹事 田中さんに頼み込 まれていつの間にか会報

の担当幹事にさせ られました。湊町で職住近接で印刷会社「松

り|1印刷」を経
′
首。

5月 28日 の設立総会後、 9月 と12月 の 2国 の幹事会がギンザ

コア会議室で行われ会運
′
肖・について話 し合われた。なにぶん

9月 に第 1号の会報で活動計画を出したばか りということも

あり初年度は間口を拡げて活動をしてい くことと新会員を増

強していくことを全員一致で決定 した。また 2年 目の総会に

むけて活動に応 じて協力員を募 り、在住、在勤校友 とも包括

する拡が りのある稲門会にしていく。幹事会は年に 4-5回

開 く予定。次国は 2月 13日 「土J3時から銀座 コア会議室で。

5月 の総会パーテイーのことを主に決めてい く。総会協カボ

ランテイアでこの幹事会に参加希望者は事務局まで連絡 くだ

さい。

TEL i 5560-8751か FAX:5560-8752へ 、。

7/23:

10/1;
10/25;

奥島総長再選祝賀東京 23区稲門会会長

議パーテイーに藤井/中 多副会長出席

1l l中 幹事長秋季代議員会に出席

橋本幹事校友会本部幹事 としてホームカ

に協力

・代表者会

ミングデイ

闘遷日会應罰■中島代表幹事より:

創立125周 年 (2007)向けて大学の教育研究の強化充実を主 と

した大学事業を財政的に支援することを目的 として「甲^矛話田

大学後援会」を1994年 4月 に設立。学術調査事業、博物館事

業、奨学金事業などに特徴ある支援資金をしてお ります。 ど

なたでも会員になっていただけますので詳しくは校友会本部

までお問い合 わせ くださいc ダイアル0120-0090

すでにご存知かと思いますが総長・理事・監事の方々をご紹

介します。敬称略c総長 :奥島孝康 [法学部教授]常任理事

[対外的には副総長]/石塚博lll[商 学部教授]/寄本勝美[政

経学部教授]/佐藤英善 [法学部教授]/渡辺重載 [教育学部

教授]/河 合素直 [理工学部教授]/白 井克彦 [理工学部教

授]/村上義紀 [総長室参与‐]/開昭太郎 [大洋緑化 [株]特

別顧問昭28商卒]/理事 :野 口洋二 [文学部教授]/岡澤憲芙

[社会科学部教授]/山崎勝男 [人間科学部教授]/安江回浩

[人事部長]/小林祀次郎 [[株]コ ーセー代表取締役会長昭

26理工卒]/中鳴宏 [[株]エ ヌエスケー・アタゴ相談役 H.・

25年商卒]/前川正雄 [[休]前川製作所代表取締役会長 昭

30■
lF工卒]/監事 :安井正 [三菱信託銀行相談役 昭16法卒]

谷正男 [弁護士昭28法卒]。 理事は任期 4年。監事は 2年。

北村光嘉会員/ホ リステイック医学に基ず く健康実践の書

「中高年の健康法―豊楽延命の書―」を文藝出版より上梓。

西田紘一会員/「不良債権処理のためのデユーデイリジェン

ス (不動産の適正評価手続き」を清文社より共著で出版。

佐々和亮会員/「 11月 14日 出席すると言っておきながら急用

で欠席。ペナルテイとして些少ですが寄付します。」 (¥3000

の寄付を頂戴しました。)義理堅い佐々さんです。

秋山哲雄会員/築地市場内で仲FIJの 山三秋山をやってます。

兄弟 3人 とも早稲田です。

片又孝昇会員/築地市場内でイ中卸の片又今和商店をやってま

す。
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