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第6回 (2003年 度)総会・懇親パーティー、華やかに

賑やかに。

例年通り5月 29日 (木曜 日)6時半から会員来賓60名 が

スターホールに集まり楽 しいひと時を過ごした。第一

部の司会は吉田修司幹事。藤井 和会長挨拶、橋本副

会長による2001年度事業報告と会計報告、中村監査に

よる監査報告と監査承認とスピーデイに議事を進行。

田中幹事長の2002年度事業計画と予算案承認の件まで

10分で終わる手際の良さ。

続いて第二部懇親会の司会は緑野恵司幹事。井原理事

の大学の近況報告では八丁堀エクステンションセンタ

ー、来春日本橋に開校予定の金融系大学院に話がおよ

び大学と区、中央稲門会との更なる連携強化を訴えた。

これを受けて矢田区長も早稲田への期待が大なるとの

エールを送る。毎度お馴染み後藤由美子総長室募金課

長の「3分のお願い」が続き懇親会は卒業10年 目になる渡

辺隆会員の乾杯の音頭で幕明け。

お楽しみハイライ トは中央稲門会名物125周年寄付ビン

ゴゲーム。今回は当会芸能喜ばせ組として客員会員の

桂右回治、川柳つくし(落語家)と 有紀天香 (手品師)の 3

人娘がゲームを進行。ローリスクハイリターンのステ

キな数々の景品に会場も熱気を帯びる。おかげで12万

5千円也の売上を記録。30万円を今期は寄付すること

ができた。久保博司会員の「新宿歌舞伎町交番」の本 4

冊はじゃんけん勝負ということになり更に盛 り上る。
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1銀座 ヨシノヤ 黒ハンドバッグ (32,000円相当)1本  矢代 裕三
2東京 ドーム 巨人一阪神 ペアチケット1組  藤井  和
3・ 4早慶戦 ペアチケット (5月 31日 、6月 1日 )2組
5～ 7三越劇場 舟木―夫 6月公演ペアチケット(15,000円)3組

大江戸おんな寄席実行委員会
8～ 12伊場仙 江戸好み雑貨福袋 (10,000円相当)5袋  吉田 誠男
13・ 14東京 ドーなスパ・ラクーア入館券 2枚+5,000円商品券 2組 議井 和
15図書券 (5,000円 )1組  中多 泰子
16」 TB 旅行券 (5,000円 )1枚  吉田 修司
17～ 20 血圧計 4個  大江戸おんな寄席実行委員会
21資生堂 石鹸セット1箱  田中 美世子
22～24東伏見 記念マグカップ3個  早大募金課

どれも素敵な ビンゴ景品Ⅱ

l目 玉は、伊勢海老パック 1箱  鈴木 寿―
2お次も、伊勢海老パック 1箱  秋山 進―
3・ 4やす幸 味の削り節セット2箱  石原  寿
5～ 8銀座 大志満 お食事券 4名  大島 甚蔵
9ワ イン ボル ドー・シャトー・マルゼール 1本  藤木 克巳
10ウ イスキー ニッカ なごみ 1本  藤木 克巳
11・ 12白 井総長の本 4冊  早大募金課
13久保博司書「新宿歌舞伎町交番」(著者サイン入り)1冊  久保 博司
14～ 34マ ツヤ オリジナル 風呂敷20枚  山形 泰雄 東 章二

35カ ルビスウォーター 充電器 1個  大江戸おんな寄席実行委員会
36天賞堂 機関車モデル 1個  中村 哲三          ・

37高島屋 商品券 1組  中村 哲三

38・ 39 高級ボールベン2本  緑野 恵司

最後に歌手の山本健二会員に早稲田の栄光の歌い方を

指導 してもらう。あまりの美しい歌声に銀座4丁 目を行

く人々皆が足 を止め我々を見上げて間きほれている。

校歌に入ると下行く人達も唱和し轟 く様な大合唱とな

る。

いまや120%爆酔の橋本副会長、何を思ったか正調関東

一本締めを提唱。が、大群衆は蜘蛛の子を散 らすよう

に去り逃げ場のない会場の参加者だけで中締めとなる。

向いの大時計が 9時 を指 したところで丁度時間。おあ

ともよろしく散会となった。当日ご出席いただいた近

隣地域稲門会。池田享江戸川稲門会副会長/森春江足立

稲門事務局長/山 口幸一墨田稲門会幹事長/森田寛江東

稲門会幹事/谷津光信葛飾稲門会副会長

会員 :青木宏衛・石井精二郎・追川繁・笠原敬介・笠原

幸雄・梶川康二 。川上湛永 。上林武人・木下安史・木

山剛史・久保博司・桜井義夫・佐藤誠・鹿川賢吾・篠

田賢次 ・島田慎平 。高野瑛雄・田中見世子 。中島建

児 。中多泰子 。中村哲三・橋本栄一・藤井和 。藤木克

巳 。松川昭義 。三浦十美雄・三崎屋義正・水貝利重 。

緑野恵司 。三輪祐児 。村田豊・森山潤・山本健二・吉

田修司 。吉田誠男 。渡辺幸生 。渡辺隆・町村昭夫 。日

下部太郎 。L村雅幸 。越智奉雄

中央稲 門会恒例の食昧会案内と予約 申込書

銀座マツヤのこ協力により下記で開くことにしました。
こ家族、お友達もお誘いのうえ6月 20日 までに、

事務局田中へfaxかメールでお申し込みください。
FAX.5560-8752 cherly@netiOy.ne.jp

会場 :こ だわりの和食「松鶴」

日時 :7月 5日 (土)6時

会費 :1万円

申込日時

お 名 前

人  数

連 絡 先

(裏面へつづく)
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中央稲門会 2002年度事業報告 2003年5月 29日
2∞2年 5月 29日

2002年 6月 22日 (土 )

2002年 7月 3日 (水 )

2∞2書ユ8月 24日 (」1)

2∞2年10月 20日 (日 )

2∞2年11月 9日 (土 )

2∞2年11月 22日 (金 )

2∞2年12月 7日 (土 )

2∞2年12月 7日 (土 )

2∞3年 2月 2日 (日 )

2003年 2月 2日 (日 )

2002年 9月

02年 6・ 12月 、03年 2月
2∞2年度

2∞3書二4月 14日 (月 )

2∞3年 5月 12日 (月 )

2∞3年 5月 18日 (日 )

2003年 5月 29日

2∞3年 7月 5日 (土 )

2003年 7月 14日 (月 )

2∞3年 8月 11日 (月 )

2003年 9月 8日 (月 )

2003年10月 19日 (日 )

2003年10月 25日 (土 )

2003年11月 10日 (月 )

2003年11月 14日 (金 )

2004書11月 20日 (月 )

2004年 2月 10日 (月 )

2003書19月
2003年 6・ 12月 、04年 3月
2003年度 随時

稲門パワイの集い              於 米国ハワイ州
「帆船キャリアド号」東京湾サンセットディナークルーズ
ホームカミング・稲門祭 。東京23区連合のつどい参加
室町砂場 右回治落語会
総長杯ゴルフ大会
ワインスクール

中央・葛飾合同すき焼き忘年会
大江戸おんな寄席
新年交流会

中央稲門会会報と名簿発行
ニュースレター発行

第 5回 総会・懇親ビンゴパーティ
125周年募金に、125万 円寄付申込
たいめいけん右園治落語会

於 サッポロ銀座ビルスターホール

於 日本橋たいめいけん

於 室町砂場
於 大柴ゴルフクラブ
於  ワインハウスアンフォーラ、銀座藤本酒店直営
於 あらい

於 日本橋 三越劇場
於 メンバーズクラブ マンクマ

於 メンバーズクラブ マンクマ

於 メンバーズクラブ マンクマ

於 サッポロ銀座ビルスターホール

於 東京平安閣

於

於 メンバーズクラブ マンクマ

随時   近隣稲門会総会への参加、 年数回幹事会開催

中央稲門会 2003年度事業計画
マンクマ会
マンクマ会
10年次 (1994年卒)稲門祭、渡辺隆会員協力
第 6回 総会・懇親パーテイ
125周年募金協賛ブランド「早稲田の薫」開発協力
食味会                   於 銀座 松鶴 (ま つづる)

マンクマ会                 於 メンバーズクラブ マンクマ
マンクマ会                 於 メンバーズクラブ マンクマ
マンクマ会                 於 メンバーズクラブ マンクマ
ホームカミング・稲門祭 。東京23区連合のつどい参加
※ホームカミング招待年次 :昭和29、 34、 44、 54年卒  稲門祭 :校友ならどなたでも
※大隈庭園に「伊場仙」の記念福袋と「室町砂場」の蕎麦屋台出店
江東稲門会再開10年記念「早稲田女寄席」
マンクマ会於 メンバーズクラブ マンクマ
総長杯ゴルフ大会
新年交流会於 芝浦 料亭牡丹
マンクマ会

中央稲門会会報と名簿発行
ニュースレター発行
近隣稲門会総会への参加、 年数回幹事会開催

L_」藍 l_響ダ型1三 二
回総会・懇親会  2004年 5月 29日 l■ )

中央稲門会 2002年度収支報告
1)収入の部 予  算 実 績 予実差 備  考

費 ¥300.000 ¥324.000 ¥24.000 54名
二会 費 ¥345.000 ¥351,325 ¥6,325

福引売上 ¥100.000 ¥117.000 ¥17.000
補助費 ¥100.000 ¥102.000 ¥2.000 2002/7/31振込

その他 ¥267,398 ¥307.594 ¥40,196 釆賓祝儀、日岡校友寄付 (20万円 )

前期繰越金 ¥237.602 ¥237.602 ¥0
7」ヽ ¥1350.000 ¥1439.521 ¥89_521

2)費 用 の 予  算 実  績 予実差 』

総会費 ¥350.000 ¥311.850 ― ¥38.150
イベン ト補助 ¥50,000 ¥0 ― ¥50_000

¥140.000 ¥99.435 ― ¥40.565 組織強化費の一部充当
¥110.ooo ¥133.920 ¥23.920 組織強化費の一部充当

1加費 ¥90.000 ¥129,000 ¥39,000 校友大会、連合大会参加費等

事 用 ¥20.000 ¥21.706 ¥1.706 又具 、銀行経費等

125周年積立 ¥425.000 ¥425.000 ¥0 特別会計 ヘ

費 ¥30,000 ¥0 ― ¥30,000
次 ¥135.000 ¥318.610 ¥183.610

計 ¥1.350.000 ¥1439.521 ¥89.521

特別会計 予  算 実  績 予実差 備   考
操越 ¥325.000 ¥325.000 ¥0 99/00/01年 分

今期積立 ¥425.000 ¥425.000 ¥0 02年分 (田 岡校友寄付含む )

ヘ ¥750_000 ¥750,000 ¥0 目標125万円に対 して残50万円
次 ¥0 ¥0 ¥0

2003年 5月 10日  監査役 中村 哲三①

三浦十美雄O

2003年度予算案
1)収 入の部 備  考

¥360,000 50名 ×6.000円

¥360.000 120名 ×3,000円
¥100.ooo 過去平均

¥100,000 前年並 み

¥0

¥318.610
¥1,238.610

2)費 用の部 備  考

¥300.000
¥50.000 前年予算並み
¥140.000 前年 予算並み

¥140.000 過去 実績

¥130,000 過去実績
¥20.000 過去実績

¥300.000 特 労‖余 ヨレヽ

¥30,000 前年予算並み
¥128.610

¥1.238.610

3)特 別会計 備  考

¥0

¥300.000
¥300,000 目標125万 円残20万円

¥0


