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1999年 6月 発行 Nθ。5

鳳よ嘉こ1翠L轟:底:
当日は寄本副総長、矢田区長をお招きして中央会館

で開催。

5月 28日 は金曜の夜であったにも関わらず、約80名

の会員、他区稲門会員が集まった。式次第は総会に

始まり、寄本副総長対矢田区長の「地方自治のあり

方Jについての対談あり、桂小文らによる祭囃子あ

り、名刺交換コンテス トあり、ビンゴゲームありの

盛 りだくさんの内容であった。現役応援団による恒

例の締め、校歌斉唱までおおいに盛 り_llが り和やか

な親睦大パーティー となった。 6時半からの第 1部

の総会では昨秋井田会長のご逝去に伴い藤井副会長

が会長に推され満場一致で承認された。役員人事に

ついては副会長には中多泰子さんと新たに橋本栄一

さんが就任 した。役員は以下の通 り。 (敬称略)幹事

長―田中見世子 幹事―東章二・石田清絵・井田常

道 。鈴木壽―・尚公子・野田嘉康・松川昭義・森田

源吾・森本福夫・山本博 (石 山貴志夫)/監杢―佐藤

誠・北條1亘光/顧間一石原寿・井上定雄 。オ直草三樹

男 。大鳴康嗣・岡本光 。木下満・里見泰男・渋谷

竹・田辺信夫 。中村達太郎・矢代祐三・山形泰雄・

吉川蒼平 。田原節子・和田琢磨。引き続き第 2号議

案 として初年度の活動 として、年 4回 の会報の件、会

旗の制作、すでに会報でお知 らせ済みではあるが中

央区史跡め ぐり、ワセダ出前公開講座、築地市場見学

ツアー、新年会兼ワイン教室、23区稲門連合大会の活

動成果が報告された。今年度、2年 目の活動計画は次

の通 り。会員みなさまのふるっての参加をお願いし

ます。会員のご家族、ご友人もぜひお誘いください。

年通信費は業務簡素化のため自動振込で願いま丸

1999年4月1日～2000年3月末日

中央稲門会活動計画案

6//19[土]/26[土 ]7//3[上 ]

3:30～ 5:00 3回 シリーズ

講  師 :行宗蒼一先生於 :築地社会教育会館 3階

第 3洋室一事務局 まで予約 ください。

会  費 :会員 1回  ¥1,000 3回 ¥3,000

非 会 員 ¥1,500 3回 ¥4,000

ワ |セ ダ 公 開 1講|1座

中央区民にも開放する公開講座 9/初 ―/中

講師未定/於 :築地社会教育会館/会費=無料

10/16[土 ]吉良邸跡―浅野邸跡―泉岳寺を訪ね校友の

お店で懇親会。 中多副会長担当

好 評 築
‐
地‐ツ フ ‐■二第2弾‐■

「お魚資料館と築地厚生会館内の校友の店「魚四季」で

のグルメコース」11/6か 11/13の 土曜日予定

一東幹事担当

その他「案J歌舞伎座・演舞場での観嫁l鑑賞 と早稲田の

演劇博物館 を訪ねるツアー

ー日程未定―幹事役募集中―事務局 まで

会報 57-6/初  6号 -9/初  7号 -12/初 8号 -3月 /初

発行予定日の lヶ 月前に事務局にFAX(5560-8752)
か郵送でお願いします。

自己紹介、会員の店紹介、趣味、Fnl好 の仲間募集の件、

消′留、、問い合わせ、近況報告、区内のとっておき情報、

人材紹介な一んでも構いません。みなさんで作る会報で

す。どしどし原稿送ってください。

234■詰め X最大30行 まで横書きで願います。

鈴木幹事担当

:隕鰈顆]OKY0



来賓 :矢田美英中央区長/寄本勝美早稲田大学副総

長/加藤幸男校友会連携強化員/浅原英明豊島稲門

会副会長/石橋正男江戸川稲門会副会長 (23区連合

稲門会代表区)/鈴木敏雄足立稲門会会長/野中信

男葛飾稲門会会長/中村江東稲門会事務局長

会員 0会友

阿河文雄/東章二/飯泉定男/五十嵐勝正/石田清

絵/泉正治/伊藤赳/大田英雄/大竹英興/佐々和

享/里見泰男/鈴木壽―/尚公子/田中見世子/橘

憲正/中多泰子/中村哲三/西田紘一/野田嘉康/
橋本栄一/原山京子/吉井明子/日 比浩/藤井和/
前波潤子/薪塩文夫/松川昭義/森本福夫/秋山進

一/浅山登喜雄/今村義治/岩崎泰典 。裕子/大鳴

康嗣/折原茂樹/木目田正人/小山順通/佐藤誠/
佐藤治郎/塩田国武/都築磯雄/平松由美/森田源

吾/山本博代理石山貴志夫/和田琢磨/片又孝昇/
田中稔/向山禎彦/長田衛/柴俊明/目黒稲門会中

上美代子/世田谷・千代田稲門会森木亮/千代田・

千葉稲門会金子仁/石井精二郎/古川/萩原/桂小

文とこまち―ずの面 /々早稲田大学応援団

銀座ヨシノヤ/菊廼舎本店/大志満/お多幸/やす

幸/銀座松坂屋/銀座マツヤ/朝 日新聞社/東京ド

ーム/コ ーポレイトソフトウエア/イ ヴェントサー

ビス/銀座コア/松川印刷/(順不同)

墨農基あ撃彗筆霧イ響露暮縄透範落o.。 1‐7ベ

1998年度決算報告

98_5/28-99 3/31

収 入

総会会費

通信会費

くじ引き収入

組織強化補助費

寄付金等

受取利息、

支 出

総会準備費

総会費

会報費

通信費

交際費

事務用品費

会旗購入費

交通費

講師料

125周 年寄付積立金

次期繰越金

1999年度予算案

99.4/1´-200.3/31

1,030,000

87,000

127,000

100,000

279,000

158

500,000

346,000

100,000

100,000

30,000

1,623,158      1,139,000

167,532

840,580

203,200

124,820

45,750

56,735

111,300

10,000

550,000

147,000

100,000

50,000

50,000

25,000

100,000

1,139,2411,559,917

63,241 117,241

学びを学ぶ講座P日
あなたの脳が求めるもの、天才たちの思考法、自分だけのものの見方、より深い思索をするためには

どのように脳は働 くのかといった謎に迫 ります。行宗蒼一先生の経歴 :1943年東京生まれ。第一政経

学部経済学科卒。NHK入 局。アナウンサーとしてラジオのディスクジョッキー番組のプロデュース

からトークまで担当。視聴率20%を 達成。民放ワイ ドショー番組のキャスター、レポーターとして活

躍。東京や大阪の地下鉄の りかえべんリマップを考案。著書に「活脳思考法」「超常識発想法」「勉強っ

ていやいやするもの ?」 「行宗発想翔び」「NHKは もういらない」「東京地下鉄早わかりb00k」
エクステンンションセンター講師。


