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…
村田 豊 '91理工大学院卒 在勤 村田建築設計

事務所 日本橋本町3… 1¨6永谷ビル503

田嶋秀樹 '84法卒 在勤 タイコム証券勤務

銀座514-1 青木会員紹介

中島建児 '63文卒 在住・勤共 湊2-&3

永島清輝 '94人間科学 在勤 日野洋紙店勤務

銀座2-514 松川会員紹介

こんなことをしたい、お知らせしたいなんでもかま

いません遠慮なく何時でも事務局 [5560… 8751]田

中まで連絡ください。ボランテイアをしてくださる

人いませんか ?

たくさんの会員に活動参加 してもらいたいのです。

自発的に活動を。

http://w― .skyb:ueine.jpノ ẅaseda23
アクセスしてみてください。23区の情報満載

秋の代議員会 10月 5日  4F寺～大隈講堂

新総長は白井克彦教授 [理工学部]

11月 5日 から就任。

¨
東京23区連合園遊会一 ⑩-1
ご家族参加も可。10月 20(日 )大隈庭園で東京23区

連合の集いを開催。11時～4時。蕎麦 。鮨 。おでん・

餅つき屋台出店の他利き酒会・福引、阿波踊り 。囃

子などのイベントも盛りだくさん。当日お手伝いし

てくれるひと募集中―事務局田中まで。

11月 9日 (土)一 ①-1
新そばと右国治落語会 2時～5時 (1時半受付開始)

会 場 :室町砂場 室町41-13 Tel。 3241-4038

会 費 :八千円也 [木戸&そ ば料理とお飲物]

申込み :桂右国治会 田中まで

Tel.5560‐8751  Fax.5560‐ 8752

eman:cheny@neloy.neJp

11月 22日 (金)一 回
総長杯全国支部・東京23区・23市ゴルフ大会

問合せ・申込み:直接校友会事務局担当/山本・村上ヘ

Tel.3202-8040  Fax.3202-8129

〆 切 :10月 15日

12月 7日 (土 )のお楽しみWぐるめ

ワイン&すきやき会

第1部  中央稲門会好評第2回

ワインスクールー ⑫-1
日 時 :12月 7日 (土)2時半集合

3時開講～5時

会 場 :銀座 4丁 目英国屋の並

びマグノナル ド手前に

ある藤本酒店2Fワ イン

ハウス「アンフォーラ」 Tel.35353179

会 費 :5千円[ワ イン+チ ーズ 。パン]

講座内容 :6～ 7種類のワインをテステイングしなが

らの楽しいお勉強会です。

ワインの歴史。世界のワイン事情・ワイン

ラベルの見方 。選び方 。よリワインを楽

しむためのプロが教える特別講座です。

申込み〆切 :早 目に。遅くとも11月 20日 まで ご家

族参加も可。

申込み先 :事務局5560-8751 量.5560-8752

e‐maitcheny@nettoy.nejp

銀座4丁目
交差点

】【
至晴海

ワインハウス
アンフォーラ

(裏面へつづく)



第2部 合同忘年会 [葛飾稲門会と]ワ インスク
″―ル終了後第2部会場へ移動一l⑫

い到
☆葛飾稲門会新役員

十

会長 だヽ林弘和・副会長 谷津光信 。大曽根博・矢頭

範之 幹事長武者英之

連絡先 三協物産株式会社/武者英之気付

Tel.369G0568 Fax.36960599

musha@sankyo―bussan.com

日 時 :12月 7日 (土)6時-8F寺

会 場 :畜産会社直営の地元では有名なすき焼き屋

さん。荒井さんが谷津副会長のお友達との

ことで大サービスあり。葛飾稲門会では昨

年実施し大好評だったそうです。

金町15‐ 1-16荒井畜産ビル2F

Tel.3600--0077

会 費 :飲まない人は5千円。飲む人は7千円。ご家

族参加も可。

申込み〆切 :準備の都合上早目に。遅くとも11月 20

日まで。

申込み先 :事務局5560-8751 量.5560-8752

e‐maitcherry@nettoyonejp

」R京成「金町」下車6～ 7分 柴又方面へ300m行 くと水戸

街道の立体交差点あり。そこを右折して水戸街道を都心方

向へ。ベンツの会社を通り過ごすと荒井ビルあり2Fへ 。
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「江戸開府400年 。日本橋創架400年記念し地域発展
を願い私達の町中央区へ中央稲門会として協力しよ

うではありませんか。ご協賛・チケット販売・お手伝

いとぜひともご協力くださるようお願いします」藤

井和会長

「中央稲門会の地域貢献としてぜひ成功 させてくだ

さい。これによって中央区に女性達による伝統芸能

が盛んになっていく事を願っています。席数も600

席近くありますのでぜひチケットをたくさん買って

ください。たくさんの方に参加してもらいたいので

豪華出演でしかも三越劇場でありながら入場料をお

さえました。このためみなさんの協力が無いと赤字

になってしまいます。よろしくお願いします」田中

幹事長。

日 時 :2003年 2月 2日 (日 )2時～ 5時

会 場 :習     
珊 慨

入場料 :2500円

演目と出演者 :「大江戸おんな寄席」

女性の木遣 り [住吉踊 り] 北見寿

代師匠先導 [5人～ 6人 ]

講談  神田紅 [校友]

落語  桂文治 特別出演

お中入り

奇術  松旭斎美智か松旭斎智子

俗曲  柳家小菊か三遊亭小円歌

物まね 江戸家まねき猫

桂右国治 [校友]

祈願口上 会場全員唱和 勢揃い 3

本締め

主 催 :大江戸おんな寄席実行委員会事務局

〒103-0024中央区日本橋小舟410大宮ビル

Tel.36641124 Fax3664-2224

mailniho血 bashioco.jp

後 援 :中央区

協 力 :中央稲門会ほか

チケット取扱い先 :中央稲門会事務局・三越劇場・

大江戸おんな寄席実行委員会事

務局

都内稲門会から230人が集まる。当会出席者 :藤井・

中村 。田中 。田嶋・町村。田中幹事長が23区常任幹

事として花束贈呈。

38人参加。葛飾・墨田稲門会も加わり大盛況だった。

残念ながら来年は別の夏企画を検討。良いアイデア

ありませんか ?


