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会長就任にあたって 会長 轟 常弥鯛30。法)

本年 6月 17日 武蔵野稲門会総会

において会長に選ばれ承認されまし

た。伝統のある団体でありその貢務

の重さをひしひしと感じている次第

です。さて当稲門会は 1983年 6月

4日 が正式発足の日であり、大学校

友会に承認されております。既に 23

年の歳月が流れ数多くの有能な諸先

輩を輩出しており、相応の事業活動を続けております。現

在会員数 330名を抱えて東京三多摩支部内でも多数を誇る

組織となっております。大学校友会からも注目を集める支

部となっておりますが、まだまだ組織強化 。拡大のため会

員を増強し、共に発展させていきたく、、旅行・ゴルフ・囲

碁会等の部活動を活性化させたく思います。又三多摩稲門

会各支部との連携を強化し、毎年行われている三多摩 23

支部持廻りの東京三多摩支部大会に積極的に参加し、都内

23支部との提携を保ち発展強化を計りたく思います。さて、

校友会については共に生きる喜びと、母校があってこそ今

日の我々が存在するのです。従って感謝の気持をもって校

友会を擁護、維持、発展させていきたく、これを心に留め

て派生して成長させている各稲門会の全国展開を願うので

す。……一方大学 125周年記念の募金が来年 10月 をもって、

いよいよ〆切られます。母校キャンパスには既に新設され

た大規模な学生会館、大隈記念タワー 18階建、又現在大

隈講堂の大改修が行われており大学の充実に努めている足

跡が顕著です。毎年 10月 に行われている稲門祭、現役大

学生及び OB0 0Gが大勢集り、ホーム・カミング・デー該

当年次の皆さんは勿論、この早稲田のお祭りの盛り上がり

は将来の希望を生み出し前進を促しております。校友との

親睦のみならず後輩の育成、全国会員との連係、発展を期

して、会員のみなさんの御協力、御支援を給わりたく、会

長就任に当リー言御挨拶申上げた次第です。

平成 18年 12月 2日 (土)場 所 武蔵野陸上競技場
11時  親子ラグビー 講師 石塚武生 (早大OB)
12時 15分 早稲田大学 対 明治大学 OB戦 往年の名選手多数参加
(14時  日本ラグビー協会公式戦 )

15時  懇親会

◆ 白丼克彦総 長の再任決定

創立 125周年を機とする「第二の建学」に向けて本格始動 !

今年は、4年に 1度の総長選挙の年にあたり、次期総長

を決める「総長決定選挙」が 6月 に行われました。

総長決定選挙は総長候補者推薦委員会からの推薦を受け

た 4候補の間で行われ、6月 16日 に投票が実施されまし

た。この結果、いずれの候補者も当選に必要な「投票総数

の過半数の票」を獲得するには至らなかったため、総長選

挙規則の規定により、2位までの得票者である現職の自井

克彦 理工学術院教授と、渡邊重範 教育・総合科学学術院

教授を対象として 6月 30日 に再投票を実施しました。

再投票の結果、白井教授が投票総数 1,916票 (う ち有効

票数 1,808票)中、955票を獲得し、当選を果たしました。

創立125周年
記念事業進捗状況

◆早稲田の新 しいラン ドマーク出現 :

一大限記念タワー竣エー

この春、本学正門前歴史的景観ゾーンを飾る新たなランド

マークとして、26号館大限記念タワ‐ (以下「タワー」)が完

成しました。高さ125尺の大限講堂の時計塔が本学の125年の

歴史、すなわち「第一世紀の早稲田」の象徴であったのに対し、

250尺 (75。75メートル)の高さを誇るこのタワーは、明 二世紀

の早稲田」を象徴するシンボルとなることを願って、設計 0建

設されたものです。隣接する小野梓記念館 (27号館)と ともに、

大限講堂を基軸とし、それと対峙する形でそびえ立ちます。

活躍する母校早稲田-2004倉 J立 12鋼年一 竣工・着工予定

2001年 7月 竣工 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

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



第15号  (2) 武蔵野稲 門会報 平成18(2006)年 12月 1日

新会員自己紹介

48年 1文卒 野村洋子です。    
村 洋子 (昭480文 )

吉祥寺に戻ってきて 5年目。やつぱり生まれ育ったところ

は最高です。実家は東町、私は南町に住んでます。
あまり体力は有りませんが、体力の限界に臆することなく、

毎日をパワフルに生きてます。テニスが好きなのですが、しよ

っちゅう色んなとこ痛めて、ゴルフは 1年に 2回ほどコンペ行
ってます。また皆さんテニスかゴルフでご一緒してください。

長所は、自分の長所がよくわからないこと、短所は、自分
の短所が、わからないとこ。でも人は大好きです。
娘はロスアンゼルスで映画作ってて、息子は横浜のキーエ

ンスで電子顕微鏡売うてます。でも2人とも、早稲田なので、

離れていても、そのあたりで、気持ちがつながっているのかも。

英会話スクールを 4年前オープンして、今はスクールにい

る時が一番愉しいです。久我山駅目の前で、英会話、イタリ

ア語、韓国語、中国語、全部素敵なネイティブ講師です。是

非稲門会で、語学部会作って下さい。稲門会の皆様には特

典つけちゃいます。
e―mailア ドレス :yohko0125@aol.comで す。

松下 玲子 評 160経済研)(都議会議員)

この度、武蔵野稲門会に入会させていただきました、松下

玲子と申します。
私は父親の転勤のため、中 0高校を北海道で過ごし、平

成元年に北海道立苫小牧東高校を卒業しました。市内では
一番の進学校だったのですが、早稲田には毎年 1人か 2人、
アイスホッケー部で活躍したスポーツ推薦者か、浪人して進

学する者で、3年間吹奏楽に打ち込み勉強を疎かにしていた

私にとって、憧れの早稲田はとても遠い存在でした。

実践女子短期大学に進学した後、同大学に編入し、平成 5

年にサッポロビール株式会社に就職しました。平成 13年に

自己都合退職するまでの 8年間は、ギネスビールの輸入実務・

マーケテイング補助、関係会社の経理、大阪支社で人事労

務・不動産の担当など様々な仕事を担当しながら、多くの人

と出会い、多くのビールを飲み、充実した日々を過ごしまし

た6そのような中で、人事労務の仕事を通して、非正仕員の

人が働くことと、社会保障制度のゆがみに直面し、何故働く

気を阻害する制度になっているのか? 非正社員の低黛金は

会社と個人の間で、社会保障制度を通して合理的に生み出さ

れているのではないか? など疑間を感じ、改善するにはど

うすれば良いか、大学院に進学し社会保障や社会政策などを

学びたいと思い、早稲田大学経済学研究科に進学しました。

大学院の 2年間は、学校の目の前の西早稲田に部屋を借

り、豊富な蔵書の図書館や 24時間利用できるコンピュータ
ールーム、ゼミの仲間との刺激的な議論など、早稲田の資源

を十三分に活用させていただき、充実した研究を行うことが

出来ました。憧れていた早稲田に、高校卒業後 13年を経て

入学することになるとは、思いもしませんでしたが、人生と

は不思議なもので、その時その時のいくつかの選択肢の中か

ら最も良いと思い選んで来たものが、点がつながり線となり、

面と広がるかのように、現在にもつながってきております。

ご縁があり、武蔵野市に越して来て、1年と少しが経ちま

した。新参で若輩者ではございますが、この出会いやご縁を

大切に、皆さまに早稲田の後輩として、これからもご指導ご

鞭撻賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

建築学科の思い出
邑上 守正(昭 56・理工建築)(武蔵野市長)

私の学生時代は建築学科の課題と学費稼ぎのアルバイト
で忙しい毎日でした。理工学部そのものも化学や物理の実

験レポートなどの作成などでも忙しいのですが、建築学科は

特に専門課程が始まる2年時からは、設計製図や計画論の

レポート提出などで毎日が追われてしまいます。当時はCAD
などありませんから、製図も製図板にT定規といった職人的
な手先の器用さも求められました。しかし、コンピュータが

描く図面と違って、誰の製図と分かるような個性あふれた図
面となります。CADの図面によりできる建築は工学的なイメ
ージが強いのですが、手書きの図面による建築は、図面と合
わせて芸術的なイメージを感じさせます。

建築デザインの表現の豊かさは、個人の生まれ育った環

境に大いに関係するものと思います。友人の中でも優れたデ
ザイン設計をするものは、地方の自然豊かな環境を経験した
ものが多く、都会育ちの私などのデザインは足元にも及びま
せん。私が建築設計を本業としなかった所以もここにあるの

かもしれません。
建築学科の課題は、最初は個人住宅から始まり、事務所、

文化施設と徐々に大きな施設計画となり、卒業設計では集大
成として井の頭公園に隣接する敷地を想定して、図書館や集

会施設の複合施設を吉祥寺駅から連続させた都市設計を行い

ました。課題は大変ですが、創造する楽しみを存分に味わえ

たようでした。そして、卒業論文で「歩行者空間の研究」を

手がけ、都市プランナーヘの道の基礎固めとなったと思います。

快適な都市を創造すること。市長になってもまちづくりへ

の思いは変わりません。現実と理想のギャップに悩みながら

も魅力的な武蔵野のまちづくりに取り組んで行きたいと考え

ています。

恒例の納涼会 9月 8日 (金)実施
武蔵野稲門会 代表幹事 山内 巌 (昭480理工)

平成 18年 9月 8日 (金)に納涼会を開催しました。名称
からすると8月がベターでしたが、6月中旬に総会を実施し、

あまり時間も取れず、9月の会になりました。

総会では、ベテランの方は顔見知りも多く、それなりに会

話も出来ますが、新人の方や顔なじみのない方にはじんどい

面があります。そこで会員の更なる親睦を図る事を目的に昨

年から開催され、今回もとなりました。

今回は吉祥寺のイタリア風居酒屋「リゴレット」で行ない

ました。50名から60名 ぐらいの収容能力で、新入、総会出

席者を中心に120名 ぐらいの方々に案内を流したしだいです。

幹事サイドとして 30名程度かとも考えたのですが 40名強の

方にお集まりいただき、さながらミニ総会の感ありました。

総会と違って各人の方にそれぞれ 2分程度の自己紹介を

していただき、気楽に行なわせていただきました。市長さん、

議員さんも参加していただきましたが、それぞれあくまでも

稲門会の一員として参加いただきました。

時期は甲子園で早実が優勝し、投手・斎藤君の話題も出て、

会員の中には苫小牧出身の方もおられ、結構話が盛り上がり、

和やかな内に“あつと"いう間の2時間半が過ぎてしまいました。

最後に全員で「都の西北」を歌い、散会しました。

少しは皆様の親睦が図られたのではと感じるしだいです。

次回も総会、納涼会そして各部会に積極的に参加していただ

ければありがたいことと思います。

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 ttchitect@■yamattiecOm L「 RL httpゾ /■yamatti.COm

夏涼しく、冬暖かく、安
籠五蕩蒙贅望しぃ建築を作ります

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)

〒105-0001

東京都港区虎ノ門 1丁目13番 4号 虎ノ門宝寿会館 2階

πtt θθβ」θηJZ55 ″χ θθβ5θη577θ
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稲門会員交流への呼びかけ―同好会活動報告

各部の活動報告します。ゴルフ部会は今年も10月に平野杯大
会、囲碁 (稲碁)会は毎月二度。カラオケ同好会は月に三度のペ
ースです。早稲田を応援する会は母校の活躍が強くなるにつれて
活発に活動してます。旅行部会は今年春に大隈公の故郷を訪ね、
公を偲び、大いにレフレッシュ。今年立ち上げたクラシック同好会。
クト句の会は月に一度の句会。

このうち、今回の会報では会員募集中のクラシック音楽同好会
と早稲田を応援する会の報告です。

●「クラシック音楽同好会」会員再募集 ―同好の士集まれ―

委員長 山本 富士雄 (昭340理工)

今年度総会で「クラシック音楽同好会」を立ち上げ会員募集を
行いましたが、残念ながら、3名の申込みにとどまり、現在活動を
積極的に行なうに到って居りません。もう一度皆様に呼びかけ、会
員を増やして活動したいと考えます。会の趣旨は下言己のとおりです。
目的 クラシック音楽を好む同好の士が集まって武蔵野稲門会の
日常活動を活性化し、かつ会員増強を図る。
活動① クラシック0コ ンサートヘの参加 「アルテ友の会」や「ジ0

アトレ」会員として、同好の士と武蔵野市民文化会館・新国立劇
場のコンサートを聞き友好を深める。(団体割引を使用したい)

② タラシック 0コンサート企画公演 武蔵野商工会議所主催の
「チャリティ・ジョィント・コンサート」を引き継ぎ、チャリティ・
クラシック・コンサート」を 1回/年、主催公演を行なう。〈秋 1

回/年〉(今年より主催の武蔵野商工会議所の方針変更により中止
に到っていますが固定ファンは約 200名居ります)

① クラシック音楽家と友好を深める交流会を主催する。
④ 各種お祝いの会 0結婚式出演・からだの不自由な方の施設慰
間訪間・高齢者施設慰問訪間他  ⑤ その他
今年はモーツアルト生誕 250年、ザルツブルグを初め世界各地

モーツアルト・イヤー」として各種の催しがあります。早く立ち上
げてこれに参加したいですね。昨日 (10月 29日 )、 ウエーバーの
オペラ「魔弾の射手」を鑑賞しました。ドイツ・ロマン派の素晴
らしい作品を聞き心から至福の時を持ちました。
さあ、皆さん「クラシック音楽同好会」に参加して下さい。

●早稲田を応援する会
―ラグビー春のオープン戦 (対関東学院大)観戦記

池田 俊雄 (昭540理工)

6月 25日 (日 )小雨が舞う秩父宮
ラグビー場に武蔵野稲門会のメン
バーが集合した。早稲田ラグビー
といえば、昨シーズン 2年連続学
生チャンピオンに輝き、日本選手
権では社会人 トップリーグのトヨ
タ自動車を撃破するなど、歴史に
残る華々しいシーズンであった。

中竹新監督のもと、新生「東条
組」の実力を占うライバル関東学
院大戦 (春のオープン戦の締めく
くりの試合)に秩父宮を埋め尽く
した早稲田ラグビーフアンも多い
に期待していた。

開始のフォイッスルが吹かれた
直後、キックオフのボールをキャ
ッチィングした早稲田の巨漢 No 8
の豊田君に、関東学院大の選手が
物凄い勢いで突進し、彼は脳震盪
で退場した。今シァズンにかける
関東学院大の闘志が、タックルと
して表れ、このプレーが最後まで
試合の勝敗を左右したと言っても
過言ではない。

前半は一進一退の攻防。関東学

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 /7J_
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

院大はオープン戦でも勝ちにこだわり、PG(ペナルテイーゴール)

を決め、0-3で前半を終了した。後半に入っても、早稲田のエ
ンジンは全開にはならず、結果は3-20と完敗した。早稲田にと
ってはノートライの屈辱的な敗戦であった。
今春のオープン戦では、慶応大に次ぐ敗戦である。8月 8日 か

ら始まる菅平夏合宿では、死に物狂いの練習でチームを立てなお
し、8月 20日の関東学院大戦 (夏のオープン戦)では、是非とも
雪辱を果たしてもらいたい。今後の復活に期待する。
観戦者 :秋本澄子、秋本光雄、荒川悌二、小美濃隆、中山翠、川崎

大八、庄司駿‐、谷内隆衛、町田顕、池田俊雄、上條節夫、沖島祥介
今後とも、我が武蔵野稲門会の「早稲田を応援する会」は機会

あるごとにスポーツ観戦を企画しています。今まで総会などに出
席したことのない方も気軽に参加して下さい。

(連絡先 :庄司駿- 0422-54-3858)

一日英大学ラグビー対抗戦2006早大対オラクスフフォTド大観戦記
上條 節夫 (昭 37・ 理工)

去る9月 17日 (日 )、 どんよりとした曇りの中ラグビー早大対
オックスフォード大の対抗戦が行われ、久し振りに級友と共に秩
父宮ラグビー場へ足を運びました。
早東戦が行われている神宮球場を過ぎて、ラグビー場へ入ると、

メインスタンドも一般席も半分近くの席が埋っていた。2時に両校
選手が入場したが、相手選手がそんなに大きく無い (実際は体重

慕響措彗記町ぶ f恥童  焼Yり翠 ゛
も頑張ってバックスヘ球が廻り、ロングパス等で 3トライを上げ
たが、相手のフォワードの活躍で 2ト ライを許し接戦となった。
後半ι計目手フォワードに押され、タックルも甘く、ノートライ、遂

に 1ト ライを奪われて、遂に逆転されてしまった。おまけに雨も降り
出し、終了まぎわに五郎丸の P.Kでかろうじて両逆転、辛勝となった。

全体を通じて、まだチームが本調子ではないのかもしれないが、
相手の突進を多く許したタックルの甘さが感じられ、又、ロングパス
に助けられた面もあったと思う。終了後のビールの味も今一であった。

ただ、観客に家族連れが多く、早大カラーのジャージを着た子
供達が元気に動き廻っているのが見られ「ラグビァ」が更に盛ん
になる光が感じられたのは幸いであった。(前半 19対 15、 後半 3
対 5、 計 22対 20)

―ラグビー早明戦は 12月 3日 (日 )、

平成 19年正月恒例の関東大学箱根駅伝ダントツで出場決定。

同好会への御案内

皆様の入会歓迎。

(1)ゴルフ同好会 ―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 ―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(43)4019
-轟  常弥-0422(54)3122

(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

佐 藤 孝 ― (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

吉祥寺第一ホテル前
Te: 0422-21-6461

http:〃 www.e― kayashima.com
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校友の皆さま

広告のお願 い

平成19年度武蔵野稲門会費2,000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(54)3122)ま でお申し出下さい。

平成 18年度の総会、講演、懇親会を 6

月 17日午後 4時より吉祥寺東急インで開

催した (参加者 100名 )。

総会は、佐藤孝一幹事の司会で、小美濃

会長の開会の挨拶に続き、平成 17年度活

動報告 (寺田昌弘副会長)、 会計報告 (石丼

聡会計幹事)、監査報告 (佐川素子会計監査)

のち、平成 18年度活動計画案 (寺田昌弘

副会長)、 平成 18年度予算計画案 (石丼聡

幹事)、 人事案件では轟常弥新会長を承認

して無事総会は終了した。

講演は山崎員元自衛艦隊司令官の「近時

の海上防衛問題について」。古代カルタゴ以

来海上権を失えば繁栄は瞬時に失われるこ

とを歴史が示し、1958年 中国領海宣言で

は尖閣諸島は含まれず、また米国の軍事予

算は35兆円で世界の軍事均衡が保たれてい

ること等、領有権、海上権、海上交通権の

問題を指摘された。

懇親会は古賀あつ子常任幹事の司会。轟常

弥新会長、来賓の高木直二早稲田大学理事、

桜丼直子早稲田大学創立 125周年記念事業

募金局渉外担当課長、三多摩支部来賓代表西

村弘小平稲門会会長がそれぞれ挨拶された。

邑上守正武蔵野市長の音頭で乾杯。田中

節男明治大学校友会武蔵野地域副支部長、

三多摩各稲門会の来賓紹介、新会員の壇上

での紹介、土屋正忠衆院議員の挨拶があつ

て、しばし歓談となった。早大 OBバンド「ダ

ンモ OBバンド」の演奏のなか、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、俳句の会、新たにクラ

シック同好会結成や街の便利な情報提供を

呼びかけた。会報に協力して広告を出され

た 7名が拍手で紹介され、早慶六連戦の選

手の荒川悌二氏の思い出話もあり和気調々

と進行し、山下倫一氏指揮のもと、校歌斉

唱で開会した。(り |1崎言己)

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
0422-54-3122

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@kuima―hOri-lawocom

〈出席者〉

〔大学〕高木直二理事、桜丼直子創立 125

周年記念事業募金局渉外担当課長

〔衆議院議員〕土屋正忠

〔武蔵野市役所〕邑上守正市長

〔明治大学校友会〕田中節男武蔵野地域副支部長

〔早稲田大学三多摩支部〕

(昭島)福田武幹事長、(小金丼)ガ 杉ヽ山譴

子会長、中村彰宏幹事、(国分寺)若月啓功

副会長、吉田辰雄会計幹事、(小平)西村弘

会長、国友康邦副会長、(立りID鴛海量良会

長、志本JI贋子副会長、佐竹茂市郎副幹事長、

(調布)河野瑠美会長、(西東京)北中信雄

副会長、金子正男事務局長、(東村山)山下

邦康会長、小野智幹事、(府中)小室修一会長、

鈴木正明事務局長、(三鷹)吉野良助会長

〔会員〕秋本澄子、秋本光雄、秋山陽、荒川

悌二、池田俊雄、池田正行、石丼聡、市川毅、

伊藤幸子、丼上俊雄、内田軍治、穎川三隆、

江口恵賀、小川敏男、沖島祥介、小此木俊男、

小美濃隆、荻原宏、角田正三、梶塚謙、勝倉

啓仁、勝沼修二、上條節夫、川崎大八、菅

伸子、神林昇、木村正人、栗原裕、古賀あ

つ子、小坂強、小林一郎、小林和子、三枝

武、坂丼正美、酒井富雄、佐川素子、佐藤

孝一、庄司駿一、砂田一郎、瀬尾雅之、千田

景三、高木福雄、滝本尚男、高橋清、田中久

雄、谷内隆衛、田山昭生、千田浩一郎、千葉

昌信、土屋正忠、寺田昌弘、轟常弥、冨永澄

男、中島未明、中村幸子、中山美代子、中山翠、

根岸俊吉、根本洋子、野村洋子、橋本直樹、

深沢敬明t福原弘、古屋正宏、星田正、堀裕一、

前田信昭、町田顕、松下玲子、三上卓治、水

野学、邑上守正、山内巌、山内杏子、山下倫

一、山中健嗣、山本富士雄、渡辺吉章

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

稲門会今後の予定

御参加下さい。

12月 2日 (土)早明ラグビーOB戦
平成19年 1月 新年会

春 お花見
6月 9日 平成19年度総会

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371~2

丁EL 0422-52-0909 httpゾ /www。9kishima.cojp

会報に限らず稲門会員への連絡をより

スムースにするため努力して行きます。

川崎大八 (昭 420理工)

英語、韓国語、中国語、イタリア語、パソコンの最高の先生を揃えてます !

当スクールは90パーセント女性なので、男性の生徒さん、大歓迎です !

詳しくはHOmePageで  http:〃 www1/parkcた yonejp/als/

アメリカン ランゲージスクール久我山校

井の頭線久我山駅サミットストア斜め前
丁EL FAX 03(3333)5440

mai!:a:skugayama@aolecom
日0月 定休 受付時間 午後2時～9時

当Fホ寸 潤:f(昭 48年第一文学部卒)


