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稲門会と大隈候を尋ねるツアー

会長小美濃隆側31・ 法)

皆様方には日頃ご支援を

いただきまして誠に有難く

御礼申し上げます。'87年

か'88年頃だつたと思いま

すが平野さん(元会長0故人)

が自転車で勧誘にいらっ

しゃり入会。以来稲門会活

動にたずさわり、多くの知

己を得て、世界が拡がり大変幸せだったと思っております。

杉崎前会長からバ トンを受け 3年 目になりますが、会員

相互親睦・早大創立 125周年記念募金運動協力・近隣稲門

会との交流を進めて参りました。なかでも就任以来同好会

活動をなんとかもう少し活発に出来ないものかと幹事の皆

様とともに模索しておりますが、囲碁・ゴルフ・スポーツ

観戦 (野球、ラグビー、ボー ト等)0旅行・飲み会 (不定

期の飲み会や納涼会など)等につきましては内容も充実し、

参加者も増えてきました。更に今年はクラシック音楽同好

会や、休眠中であったカラオケ部会も動き出しました。ま

た来年 5月 に実施予定の創立 125周年記念ウォークラリー

(長崎一早大キャンパス)についても当会々員でウォーキン

グの専門家である中山翠さんに企画段階から参加いただき、

武蔵野市内を一部通るコースが設定されましたので、来年

は是非皆様とご一緒に参加したいと思っております。

さて、私が所属している旅行部会ですが、佐賀の大限重信

候墓参ツアーを企画し、2月 14日 015日の一泊二日で実施

いたしました。このプランはある日の飲み会のなかで、佐賀

県の某大学で講師をしていて現地に詳しい町田顕さんからア

イデアが出て、それを少しフクラマセて計画・実施したもの

です。参加者は 8名 (丼上 (俊 )、 谷内、庄司、町田、用 ||、

山内、小美濃)で 14日朝羽田発同日午後福岡空港着、地下

鉄を経て」Rで佐賀へ。佐賀では大隈記念館、大隈候旧宅、

そして菩提寺である龍泰寺にある大隈候墓地をたずねた。立

派なお墓で訪ねる人も多いのか花が供えられていた。我々も

献花、ご冥福と武蔵野稲門会の発展を祈った。早稲田大学の

ルーツを訪ね感慨ひとしきりであった。墓参後予定していた

吉野ケ里遺跡見学は雨の為く周囲をひとまわりしただけで当

日の宿泊地武雄温泉へ。単純炭酸泉の温泉で肌にやさしい良

い湯でした。夜は気持の良いもてなしで宴会、カラオケも。

翌日はジヤンボタクシーを利用、有田焼窯元見学後、呼

子で昼食、本場のイカ料理を満喫。途中豪雨のなか福岡空

港からPM7:30分羽田着で帰京。なかなかいい旅でした。

旅行部会では今後また面白いツアーを企画、提案してい

きたいと存じます。

◆六大学野球春季リーグ戦 27年ぶりの双方優勝のかかつた早慶戦
で完全優勝 :

5月 31日 、神宮球場にて、東京六大学野球春季リーグ2005年の優勝
をかけた早慶戦第二戦(勝ち点4ど うし)で勝利。3季ぶり37度 目の優勝。
◆ア式蹴球部総理大臣杯準優勝
～ 7年ぶりの優勝ならず 2005/07/16(土 )

7月 上旬、第 29回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
で本学ア式蹴球部は、決勝で関西大学に惜敗、準優勝となった。
8月 にトルコで行われた第 23回 ユニバーシアード競技大会日本

代表選手に、徳永悠平 (ア式蹴球部主将)、 兵藤慎剛、時久省吾の
3名が選ばれた。
◆ソフトボール部―世界大会 NAFAで優勝
2005年 8月 19日 よリアメリカ・ミネソタ州ノースマンケイト

雇纂燿世ぜ修肥摺〕瘍 亀築劉 投簿撃
紀 (人科 4年)が最高殊勲選手賞を受賞。
◆ラグビー蹴球部
大学選手権決勝  対関東学院戦 41‐5で完勝 :

2年連続最多 13回 目大学日本一

日本選手権 2回戦 対 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 28‐24
18年ぶりに社会人破る

2006年 1月 8日 、第 42回全国大学ラグビー選手権決勝戦が行わ
れ、清宮克幸監督率いる早稲田大学ラグビー蹴球部 (主将 0佐々木

創立 125周年
記念事業

進捗状況

隆道)は、関東学院大学
に完勝。第二部歌「荒ぶ
る」が、響き渡った。
また、2月 12日、秩父宮ラグビー場で第 43回 日本選手権の第 2

回戦、トップリーグ4位のトヨタ自動車ヴェルブリッツを 28-24で
破った。大学チームが社会人上位チームに勝ったのは、1988年に早
稲田大学が東芝府中に勝利して以来 18年ぶりの快挙。
◆ トリノ五輪 女子フイギユアスケートで校友 荒りll静香さん金、
村主章枝さん 4位入賞 !

本学卒業生の荒川静香 (教育)が見事優勝して金メダルを獲得。
村主章枝 (教育)も 4位入賞と大健闘。

また、ジャンプラージヒル団体に出場の一戸剛 (人科)と、ノル
ディック複合団体に出場の畠山陽輔 (人科)が、それぞれ 6位入賞。

竣工0着工予定 事業内容

2001年 7月 竣工新学生会館建設(地下2階・地上H階 )

2005年 2月 竣工 B棟 (仮称)建設(地下2階・地上12階)

2006年着工予定大隈講堂内部改修等

2006年着工予定大久保キャンパス新教育・研究拠点棟建設

2006年着工予定 C棟 (仮称)建設

演題「周辺海域の諸問題」
講師 山崎 員

防衛大学校9期 米国海軍大学校卒

元自衛艦隊司令官

日時 平成18年 6月 17日 (土 )

午後4時より開会
場所 吉祥寺東急イン 3階

総会後懇親会
会費 10,000円

活躍する母校早稲田-2004倉 1立 12明年一

大隈記念タワー竣工 !16階に「校友サロン」完成
2006年 2月 8日、大隈記念タワー (26階)の竣工式が行われ

た。地下 2階、地上 18階で、高さは 75。 75m。 「早稲田第二世紀」
の象徴として大隈講堂の 125尺 の 2倍の 250尺 となっている。
地下 1階「多目的ホール」、2階「堤康次郎記念ラウンジ」、10

階「125記念室」、15階 レストラン「西北の風」、16階「校友サロン」、
他のフロアは主に公共経営研究科が授業等を行う。早稲田カード
会員および校友会費納入者は西早稲田キャンパスを一望できる「校
友サロン」を使用できる。
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の 盆

中村  幸子 (昭390教育)

「風の盆」は富山県八尾町で元禄の頃より続いているといわ

れます。孟蘭盆の祖霊を祭る行事に、風害を防ぎ豊作を祈る風

祭が習合した民俗行事で、毎年9月 1日 から3日 間行われます。

人口 3千人程の山間の町ですが、その手入れの行届いた古い

家並は、日本の景観百選に選ばれています。

祭りの 3日 間、雪洞を灯し、男性は黒の法被、女性は踊り

浴衣で、共に綾蘭笠を目深にかぶり、夜を徹して、三味線、胡

弓の地方に合せ、民謡「越中おわら節」を唄い踊りながら町を

流します。かつては静かな祭りでしたが、高橋治氏の「風の盆

恋歌」以来毎年 20万人を超す観光客で賑わいます。その「風

の盆」に俳句仲間のご尽力で、15名の参加者の一人として加

わりました。

富山市から電車に乗り 15分程で八尾に。踊りの町へは、更

稲門会員の交流への呼びかけ―同好会―

稲碁 (イナゴ)会だより  三枝 武 (昭 29。 政経)

当同好会は月例会が原則火曜日午後の 2回、新メンバーの加

入もあり、前回ご紹介 した以上に和気調々の盛況裡、爛何して

おりままゎか  しゅだん
この観 I「

IIと は手談と並ぶ囲碁を指す雅称め、るいは異名のこと

です。爛はただれる、あるいは腐ること、何は斧の柄をいい、

即ち朽ちた斧の柄の謂ですが、古代中国の伝説に深山に入った

木こりが、林間に碁を打つ 4人の童子らに見とれているうちに、

気がつくと手にした斧の柄が腐り果てていた、スワと驚き村に

帰るとなんと知己は皆死に絶えていたという浦島伝説のような

話に由来 しています。碁将棋に耽ると親の死に目に会えぬとか

云われるのと同根の説話でしょうか。囲碁三昧の境地でもあり、

囲碁賛美の表現でもあります。

手談は、初対面の人とでも盤を囲めば余計な言葉は不要、一

手一手毎にお互いの気持ちが通い、ひいては人柄まで分かると

いう碁打ちの心理を表したものです。古くは菅原道員公の漢詩

の中にも著されている語句のことですが、一般には馴染み薄く、

ややもすると手話と取 り違えられたりもします。味のある言葉

ですのに……

初心の方も大歓迎 ! 灯火親しむ候、心置きなく手談いたし

ましょう。新たに入会ご希望の方、どうぞ下記 (当会長)あて

ご連絡ください。地区外の方も可。

〒 177-0053 練馬区関町南 4-15-7-310 寺田 昌弘

TEL:03 (3928)8710

カラオケ同好会の再発足にあたつて

山内 巌 (昭430理工)

武蔵野稲門会の会員の親睦と新会員の獲得に向けて、以前は

同好会がありました。しかし残念ながらいつの間にやら消えて

しまったとの事です。この度、より会員の親睦をはかる事を目

的とし、再度立ち上げる事にしました。

私自身はそんなにカラオケが得意とか好きとか云う訳ではあ

りませんが、この稲門会の中では、未だ若手の位置にいるよう

です。諸先輩の幹事会の方々の推薦も有りお受けすることにし

建築設計・監理 株式会社 山本富士雄設計事務所
代表取締役 一級建築士 インテリアプランナー

山 本 富士雄
(昭和34年第一理工学部建築学科卒業)

〒180-東京都武蔵野市吉祥寺本町2-33-5 平丼ビル207
0004     TEL 0422-21-3950 FAX 0422-21-3883

E‐MAIL architect@FyamattiocOm L「 RL http:〃■yamattieCOm

夏涼 しく、冬暖か く、安
竃五傷蒙訂望 しぃ建築を作 ります

に露店がびっしり並ぶ道を、30分程歩きます。

大格 を波 り踊 りの町に入る

風の盆メ丁の入る頃をひたと風 ぎ

川上の選かよりこゑ風の盆

女性の踊り手は満25歳以下の独身者というのも魅力的です。

町ごとにグループを組んで流しますが、踊り手不足に加え、観

光客用に各所に踊り場を設ける為、10人程の流しが過ぎると

後は人ざかりのみでした。翌日再度夜中の踊りを見物すること

にしました。新月ながら盆地の空は晴れ渡っていました。

新月2空答々と風の盆

身を嵯りておわら恋唄うたい始む
おわら9T流 し邊るに虫時雨

必ず降られると言われますが、秋の時雨に、折に濡れながら

の風の盆でした。明け方ひと雨来たのを機に、今年の踊りは了

りました。宿に戻ると心づくしの朝食が用意されていました。

寝不足に力を貰/S、 新ユ腐

俳句を語りたい方、御連絡をおまちします。

ました。カラオケの場所と機材はお貸しいただける先輩の方が

いらっしゃる様です。その方とも相談し、実行に移して行きた

いと考えています。大きな目的は会員皆様の親睦を図つていく

ことです。カラオケが上手とか、下手とか云わずに是非皆様の

参加をお願い申し上げます。

幹事 山内 巌 0422(54)1475

平野杯争奪ゴルフ部会  沖島 祥介鯛 510教育)

現在、武蔵野稲門会ゴルフ部会に登録なさっている方は 32

名おり、年 2回、春、秋 とコンペを行っております。基本的

に春は平 日で新ペリア方式。秋は土曜か日曜日でハンデ方式

で熾烈 ?な戦いを行っております。第 15回 目の秋のコンペは

2005年 10月 30日 (日 )にサンラン ドゴルフクラブ東軽井

沢コースにて 5組 19名 にて行われました。今回初めてゴルフ

部会に入られた 2名の、市川毅さん (36政経)野村洋子さん (48

文)も参加され、ゴルフ部会始まって以来の大勢の方々でのコ

ンペです、優勝は渡辺吉祥 (49理工)さ ん。表彰式は毎度の

こと、吉祥寺に戻ってから、佐藤孝一 (56商)君のお店カヤ

シマにて行い、お酒も入リゴルフ談義に花を咲かせました。

ゴルフ部会は親睦を第一に考えておりますので、腕前など気

にせず、多くの方々の入会をお待ちいたしております。

(武蔵野稲門会ゴルフ部会 幹事 沖島祥介)0422-52-0680

武蔵野稲門会「クラシック音楽同好会」設立と

会員募集のお知 らせ
山本富士雄 (昭340理工)

稲門の皆さん、どうぞ「武蔵野稲門会クラシック音楽同好会」

に是非ご入会され、ごす緒にクラシック音楽を楽しもうではあ

りませんか。

活動① クラシック・コンサー トヘの参加 同好の士と武蔵野

市民分会館 0武蔵野公会堂・FFビル音楽ホール・スイングホ

ール・新国立劇場等の比較的廉価なコンサー トを (アルテ友

の会やジ・アトレ会員などとして)一緒に鑑賞し友好を深める。

② 友好を深める交流会を定期的に開催し、楽しいおしゃべり

と情報交換、CDoMDや音楽資料の紹介や貸し借りなどを行う。

③ ピアノ・フルート。ギター演奏・歌唱の腕達者な会員によ

東京カレッジ法律事務所

弁護士 福 原
(昭和44年法学部卒。東京弁護士会所属)

〒10510001

東京都港区虎ノ門 1丁 目13番 4号 虎ノ門宝寿会館 2階

rJtt θθβJθη」755 以χ θθβJθηJ77θ
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る各種お祝いの会、結婚式出演、からだの不自由な方や高齢

者慰問演奏などを行う。

④ コンサート企画公演として、7回続いた武蔵野商工会議所

主催の、「チャリティ・ジョイント・コンサート」を引き継ぎ、

それに変わるものとして、「チャリティ 0ク ラシック・コン

サート」(仮称)を原則として、1回/年、主催公演を行う。

ご希望の方は、総会出欠はがきに、ご記入の上ご返送くださ

い。近隣稲門の皆様のご入会も歓迎致します。

はがき記入事項 同封の会報記載の「クラシック音楽同好会」

設立と会員募集のお知らせをお読みください。

硼 野稲門会クラシック音楽同好会」に入会する 入会しない

〒  住所  氏名  年齢  卒業学部  卒業年

電話番号 フアックス番号 メールアドレス (必ずご記入ください)

早稲田を応援する会 川崎 大八 (昭420理工)

早稲田対関東学院大ラグビー交流戦を応援

横浜三ツ沢競技場で 2005年 6月 25日 (土)午後 6時から

関東学院大とのオープン戦を応援した。オープン戦とはいえ勝

った方が大学選手権でもこのところ勝利しているという意義の

ある対戦。ラグビー界の関係者はもとより両校の一般ファンも

駆けつけTV放送があって (再放送もあった)、 観衆は約 2千名。

大した人気である。天候もよかった。ナイターで緑の芝に両校

の動きは映えていた。試合は前半風下の早稲田が 1ト ライしか

相手に許さず、後半、風上に立ってからは逆転して 19-7で早

稲田が勝利した。早稲田は強い。
一同、試合に満足し、渋谷のライオンでビールで乾杯した。

話が弾み有意義な半日活動をした。夏 (8月 )に は信州の菅平

でオープン戦、そして武蔵野ラグビー祭で早明ラグビー OB戦
が現役の対抗戦前日12月 3日 (土)と 目白押し。また創立 125

周年ウオークラリイ参カロの準備にも取りかかる予定。

(参加者)ガ 美ヽ濃隆、庄司駿一、谷内隆衛、上条節夫、川崎大八

母校早稲田を応援し親睦を図りましょう。

幹事  庄司駿―- 0422(54)3858

「納涼会に参加 して」 山内 巌 (昭43・理工)

2005年 8月 24日 に納涼会が開催され参加しました。武蔵

野稲門会初めての企画ということで約 30名程の会員が出席さ

れました。

私が本稲門会に入会したのが 3年前になります。毎年一度の

総会に出席してますが先輩はじめ多くの会員が出席され全くと

いってよい程、お顔も名前も判りませんでした。現在でもほと

んど知りません。今回、吉祥寺のビアホール「戎」で納涼会を

行う企画に賛同じ、おそらく人数もそんなに多くは無いであろ

う、コミュニケーションのチャンスと考えて出席しました。

時期が衆院解散・総選挙公示前一週間で土屋市長も衆院出馬

となり出席は出来ませんでしたが結構、選挙の話題で盛り上が

りました。やはり同年代の方々と、現在どのような活動をして

るとか、趣味等の話をする事が出来ました。アルコールの量も

結構すすみノミニケーションとなり “あつと"云 う間に 2時間

が過ぎてしまいました。

さて二次会は「カヤシマ」。ここも 15名程の人数が参加し、

ワイワイがやがやと大いに盛り上がりました。更に二次会は某

氏行きつけの店でカラオケでした。人数は半分ぐらいになりま

したがすっかり酔いもまわり何曲か歌って引き上げた次第です。

不動産の売買・賃貸・管理・リフォーム

都知事免許(10)23754

株式会社 /7」コ _
代表取締役 滝 本 尚 男

(昭和38年一法卒)

〒180-0022 東京都武蔵野市境 2-H-22
(中央線「武蔵境駅」北日本町通リアコービル lF)
丁EL 0422-51-3050 FAX 0422-51-3057

ゴルフ同好会にも入 り 10月 には出席できませんでしたが、

少しずつ知人・友人を増やしていこうと思っています。

自分自身の感想ですが、これから稲門会に初めて一人で入会し

てこられる方もいます。積極的に参加されると良いと思います。

このような企画を実行された会長初め幹事の方々にお礼申し

上げると共に今後も宜しくお願いします。

名医がた くさんいる 谷内 隆衛 (昭 33・ 法)

30代でアキレス腱切断、40代非定型性肺炎、50代胆石に

よる胆のう摘出、60代心臓バイパス手術、70代初期がん内視

鏡的切除、とほぼ 10年毎の大病による入院で家内から病気の

総合商社といわれている。

その間、中学高校同期の医者達の助言、情報でそのいずれも

大過 (?)な くくぐり抜けて来たが、お陰で病気についてはだ

いぶ情報通になった。

その上よくわかつたことは私共の住むこの地域にはよいお医

者さんがたくさん居るということで、今でも都心の大病院指向

の方が居られるようだが、これから地域の有益な医療機関の情

報を皆さんの御協力もいただき乍ら、逐次紹介して行きたい。

従ってこの他情報をお持ちの方は是非御一報下さい。

○秀島記念病院 脳外科 南町 3丁目

従来評判のあまりよくない病院であったが、最近経営者が代

って著しく改善されている。

中でも脳外科の主任として着任した榊原常緑先生は臨床経験

も豊かで信頼のおける医師であり、広尾病院へ出向の火曜日を

除いて月・水 。金 (木曜は原則として手術日)の午前中が外来

とほぼ常駐されているのは病気の性格上心強い限りである。

その上 MRlは勿論、大学病院にも少ない血管を立体的に映し

出すことの出来る最新鋭の CTが導入設置されて居り、従来入

院を必要とされていたケースも外来で診断出来るようになって

いるのは患者にとって大きなメリットである。

同好会への御案内

皆様の入会歓迎。

(1)ゴルフ同好会 一沖島祥介-0422(52)0680
初対面の人と親しくなり、健康と若さを保つゴル
フに参加しませんか。

(2)囲碁 一寺田昌弘-03(3928)8710
碁の本を読み始めたばかりの人から日本棋院六段
の実力者まで月 2回のペースで。

(0早稲田を応援する会 ―庄司駿―-0422(54)3858
野球早慶戦やラグビー早明戦を神宮球場や国立競
技場で観戦応援しましょう。

(4)旅行部会 一小美濃 隆-0422(21)9961
-轟  常弥-0422(22)3025

(5)本人や家族の便利な生活情報
病院、結婚情報承ります。
谷内 隆衛 0422(79)2858

(6)ク ラシック音楽同好会
山本富士雄 0422(21)3950

(7)俳旬の会
中村 幸子 0422(21)7537

(8)カ ラオケ同好会
山内  巌 0422(54)1475

食事とお酒
カヤシマ

伍lF藤 孝i―一 (昭和56年商学部卒)

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-9

吉祥寺第下ホテル前
丁e1  0422-21-6461

http:〃www.e― kayashimaocom
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校友の皆さま里

広告 のお願 い

平成18年度武蔵野稲門会費29000円 を下記郵便局振替口座へお振込下さい。

加入者名 :武蔵野稲門会 口座番号:00151-8-190961

会報で広告を扱います。稲門会の会報をぜひ御利用下さい。

有志の方は事務局 (FAX 0422(21)9976)ま でお申し出下さい。

平成 17年度の総会、講演、懇親会を6

月 11日午後 4時半より吉祥寺東急インで

開催した (参加者 100名 )。

総会は、庄司駿一副会長の司会で、小美

濃会長の開会の挨拶に続き、平成 16年度

活動報告 (寺田昌弘副会長)、 会計報告 (佐

藤孝一会計幹事)、 監査報告 (中村幸子会

計監査)のち、平成 17年度活動計画案 (寺

田昌弘副会長)、 平成 17年度予算計画案(石

丼聡幹事)が提出され、それぞれ承認され

て無事総会は終了した。

講演は今年から趣向を変えて武蔵野稲門

会員のなかから講演者を選任することにな

り、証券アドバイザー川崎大八常任幹事 (昭

和 42年理工)と稲門ネトワーク (WWN)
山内杏子会員 (昭和 45年法)が担当した。

懇親会は古賀あつ子副会長の司会。小美

濃隆会長挨拶に続き、来賓の高木直二早稲

田大学理事、桜丼直子早稲田大学総長室募

金課長、三多摩支部来賓代表谷田成雄国分

寺稲門会会長がそれぞれ挨拶された。

春山勇明治大学校友会武蔵野地域支部

長、三多摩稲門会の来賓紹介、新会員の壇

上での紹介があって、土屋正忠武蔵野市長

の乾杯の音頭でしばし歓談となった。ニュ

ーオリンズジャズクラブの演奏がリクエ

ストに応じての演奏で大変会場はくつろ

いだ。途中、壇上ではゴルフ同好会、囲碁

同好会、旅行部会、早稲田を応援する会の

活動報告、そして新たに俳句の会結成や街

の便利な情報提供を呼びかけた。武蔵野稲

門会が武蔵野在住の早大出身者に日常生

活でもなんとかして一層身近になるよう

にとの働きかけである。会報に協力して広

告を出された 7名の紹介があったのち大

00
平成 17年度は会報を年 2回発行す

ることができました。原稿に、広告に

協力された方々に感謝申し上げます。

川崎大八(昭 420理工)

木島・堀法律事務所

弁護士 堀  裕 一

事務所 東京都港区西新橋 1丁 目 6番 15号

〒105-0003 西新橋愛光ビル 10階

電話  03(3500)5811
FAX 03(3502)8971
E― mail:hori@kむ ima― hOri-law,com

学応援部指揮のもと、校歌斉唱で開会した。 萩原克彦、橋本直樹、平田康啓、深沢

(川崎記) 敬明、福原弘、古谷正宏、星田正、堀

〈出席者〉              裕一、前田正雄、町田顕、松丼孝雄、

〔大学〕高木直二理事、          馬渕悠二、三上卓治、松本真人、三上

桜丼直子総長室募金課長      卓治、水野学、山内巌、山内杏子、山

〔武蔵野市役所〕土屋正忠市長       下倫一、山中健嗣、山本富士雄、根本

町胎大識 会〕春山勇武蔵野地域支部長  洋子、小林肇

〔早稲田大学三多摩支部〕

(昭島)梅田正宏副会長、

(小金丼)亘理鐵哉副会長、梅根憲生総務監事、

(国分寺)谷田成雄会長、黒川清知監事、

(小平)国友康邦副会長、

(立川)鴛海量良会長、志本劇1贋子副会長、

(調布)河野瑠美会長、中野慶子会員、

(西東京)平野豊副会長、脇嘉三副会長、

(東村山)山下邦康会長、小亀輝雄副会長、

(府中)ガ 室ヽ修一副会長、

(三鷹)吉野良助会長、伊藤昌副会長

〔会員〕

秋本澄子、秋本光雄、秋山陽、阿部勝、荒

川悌二、池田俊雄、池田正行、石丼聡、有

藤正道、市川毅、伊藤幸子、丼上俊雄、内

田軍治、江口恵賀、小り|1敏男、荻原宏、落

合秀一郎、沖島祥介、小此木俊男、小美濃隆、

角田正三、梶塚謙、勝倉啓仁、勝沼修二、

上条節夫、唐澤かづ子、川崎大八、神林昇、

菅伸子、木村正人、栗原裕、古賀あつ子、

小林和子、三枝武、坂丼正美、酒丼富雄、

佐川素子、佐藤孝一、庄司駿一、鈴木久章、

千田景三、平皓一、高木福男、高橋清、滝

本尚男、田中久雄、谷内隆衛、田山昭生、

千田浩一郎、辻康夫、土屋正忠、寺田昌弘、

轟常弥、冨永澄男、中村幸子、根岸俊吉、

ご意見募集

次号以降の編

集のため皆さ

まのお知恵を

お寄せ下さい。

FAX
0422-21-9976

総合建設業

新築・リフォーム・耐震補強

沖島工業株式会社

〒180-0006 東京都武蔵野市中町3-1-2

丁EL 0422-52-0909 httpプ /www◆ okishima.⊂ ojp

記念事業募金
早稲田大学創立 125周年記念事

業募金にご協力お願い します。
お振込先

郵便局振替口座

加入者名 早稲田大学創立 125

周年記念事業募集口

口座番号 00140-0-177276
もしくは

加入者名 武蔵野稲門会

口座番号 00110-7-173626

旅行部会 (旅行・ハイキング・ウォーキング)を

担当します。ご参加下さい。

有限会社 パ ー シ モ ン 体動産管理)

小美濃  隆
TEL  0422-43-4019
FAX  0422-43-7969


