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皆様方は早稲田在学中の若き日々に多くの事を学び、

友人も多く作られた事と思います。武蔵野稲門会では

皆様が世代を超えて同窓のよしみを結び、楽しくいきい

きと活動できる会でありたいと願い、その努力を続けて

おります。当会には本号 6ページで紹介しているように

多くの同好会があります。ふるつてご参加ください。

私たちは地域貢献にも力を入れており、創立30周年を記

念しての早稲田大学グリークラブの演奏会、講演会「首都

武蔵野稲門会会長
いわお

厳 (昭430理工)

直下地震とどう向き合うか、武蔵野市の取り組み」などの催

事、地域のお子さんたちにも楽しんでいただけるよう「親子

タグラグビー」などを会員が協力して実施いたしております。

皆様のお知 り合いに早稲田卒の方がおられましたら、

ぜひ入会を勧めてください。

そして、今年は校友会東京三多摩支部の幹事稲門会を

三鷹稲門会と私どもが務めることになりました。稲門会

全体の発展のためにも皆様のご協力をお願いいたします。
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懇親会 マンドリン小合奏|(早稲田大学マンドリン楽部 10B10こ―)| |||||||

1月 26日 (日 )午後、武蔵野スイングホール 11階のレイ

ンボーサロンにア3人が出席して、新年会が開催されました。

今回は武蔵野市在住の学生さん 6人をゲス トに迎え、

若やいだ雰囲気の中、片岡さん、彦坂さんの司会により

スター ト。「一月―日」を星田さんの指揮で斉唱し、正月

気分が盛り上がりました。山内会長による新年挨拶に続

いて、新会員 2名 とゲス トの紹介。佐川さんの音頭で元

気よく杯を合わせて、新年を寿ぎました。

歓談の後、土屋正忠衆議院議員 (前武蔵野市長)から時

節柄、都知事選にも少し触れたスピーチをいただきました。

同好会紹介では、14ある各会それぞれの活動について、

反省会と称する「飲み会」の充実ぶりも披露されました。

最後は、諸江さん、片岡さんのリードで「早稲田の栄光」、

校歌「都の西北」の大合唱と正一ルで締めくくりました。

(徳田 直子 昭440法 )

「創立 30日年記念講演会 一首都直下地震こどう向き合うか」

平成 24年 10月 開催の「グリークラブ演奏会」に続く

記念事業第 2弾として、平成 25年 11月 4日 (月・祝)、

武蔵野公会堂において、記念講演会「首都直下地震とど

う向き合うか」を開催。後援して頂いた武蔵野市 。武蔵

野市教育委員会を代表して、邑上守正市長 (当会会員)

より、地域へ貢献する当会への高い評価の祝辞あり。基

調講演として、地震防災工学、地盤工学を専門分野とす

る早稲田大学濱田政則教授により、東北大震災の教訓、

首都直下地震の可台旨陛とその対策について、詳細な講演

があり、約 200名 の参加者は、改めて首都直下地震に

ついての認識を深めました。続いて武蔵野市の防災安

全部西川和延防災課長より、「武蔵野市の取り組み」に

ついて、自助 0共助 0公助を基本としながら、何よりも

自分の生命を守ることを最重要とし、日ごろの備えの

大切なことが強調されました。武蔵野市提供の非常食の

お土産に感謝 | (星田 正 昭360政経)

会費納入のお願い
平成 26年度武蔵野稲門会費 2′000円 を下記郵便振替回座へお振込ください。

加入者名 :武蔵野稲門会 口座番号 :00150-8-190961
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鎌倉社寺巡リバス研修旅行

角田 正三 (昭 380政経 )

昨夜の嵐はどこへやら1 快晴に近いお天気でした。

11月 18日 (月 )総勢 33名 はア:50三鷹駅北口をバス

で出発しました。

訪問先は円覚寺、建長寺、鎌倉大仏、鶴岡八幡宮およ

び鎌倉霊園という過密気味のスケジユールです。

行きのバスの中では訪れる先の予備知識を得るために、

太田資暁さんによる「訪れる社寺の略史」について、さ

らに杉原鉄夫さんによる「杉原千畝氏と早稲田大学」に
ついてそれぞれレクチャーが行われました。

訪れた中で、強く私の印象に残つているのは建長寺と

鎌倉霊園です。

建長寺は鎌倉幕

府第五代執権北條
時頼によって 1253

年建立されたわが

国最初 の禅寺で

す。二代目住職と
して中国から来た

几庵普寧 (ご つた

んふねい)は 国や
かましく理屈つぱく議論をふつかけて紛糾するので、現在
の「ゴタゴタ」の語源となつたというエピソードが残つて
います。

この建長寺の境内に―歩踏み入れるやいなや、大書きさ

れた「むさし野稲門会」というご案内が掲げられており、

さらには稲門ご出身の宗務総長高井正俊様のお出迎えを受

けました。そして三門に上げていただき五百羅漢像を拝観
し、その後講堂に於いてお茶を振舞つていただいている間、

高井様の軽妙洒脱なお話を拝聴することが出来ました。

最後に鎌倉霊園を訪れました。鎌倉霊園には、杉原千

畝氏のお墓があります。氏は第二次世界大戦中リトアニ

アの領事館に於いて、6000余名の難民・主としてユダヤ

人にビザを発給し命を救つた偉大な外交官であり早稲田

大学の先輩であります。

到着した時は既に薄暗くなつていました。暗がりの中、

お墓を探すのに少し手間取りましたが怪我の功名とでも

申しましょうか、西の彼方に茜色に染まつた幻想的な富
士山を望むことが出来ました。そして真つ暗になつたお

墓の前でお線香に火を点じお花とワンカップ大関を供え

てお参りをした後、諸江昭雄さんの指揮の下に私のハー

モニカの前奏で、早稲田大学校歌を斉唱したことは参加

者全員の心に永く思い出として残ることでしよう。

帰りのバスではお互いに稲門出身であることに目覚め、

絆を深めることが出来た楽しい一日でした。

参加されたワセジョ&ワセダマンに乾杯 |
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第 31回 武蔵野稲門会秋季ゴルフコンペ開催

彦坂 員一 (昭480理工 )

恒例のゴルフ部会第 31回 コンペが、11月 2日 (土 )

に山梨県の上野原カントリークラブで開催されました。

当日は薄曇りの少し肌寒い天気でしたが、今回初参加さ

れた細川能夫氏を含め、総勢 13名が元気にプレーを楽し

みました。毎年訪れているコースでもあり、多少のアツプ

ダウンをもの
ともせず、シ
ニアとは思え
ぬ足取りで打
ちまくる展開
となりました。

プレー終了
後、吉祥寺の
カヤシマに再集合して、成績発表と表彰式を行いました。

今回は、井上良一氏がネットア3で優勝。優勝賞品は

誰もが欲しがる記念レリーフが彫られた高級ワインとグ

ラス。「今まで下位に低迷していたが、一念奮起してコー

スラウンドでの実践練習を重ねました。その成果が出て

非常に嬉しい」と満面の笑みでの優勝スピーチ。その後、

ブービーメイカーまで全員のスピーチで盛り上がり、次

回の健闘を誓つてお開きとなりました。春は、5月 27日

(火)に開催の予定です。

|||||||||||||||||1111111::lil:|||111:|:111111iiill:||:||:|||::|||:lll:|,||||||||||||||||||||:||||::|||||!||:|:illlllllllll:|:||||||||||:|:1111111:::11:IIIIIIIII,III:|||||||||:

最後の国立・ラグビー早明戦

諸江 昭雄 (昭 380法 )

確かに泣いている !厳ついラガーマンが泣いている !昨

年 12月 1日 の早明戦が終わつて、ユーミンの唄「ノーサイド」

が流れる中、国立競技場の大スクリーンに映つた男が、早

稲田の主将が泣いていた。それを見ていたら俺も涙腺が緩

んで動けない|ラ グビー好きの「早稲田をもつと応援する会」

がこの目で見た伝統の―戦、国立最後の早明戦であつた。

場所を替えても早明戦は続くのに、何故こんなに満員のフア

ンが押し寄せたのだろうか。多分、今日の来場者が夫々「自

分の早明戦」を持つており、その残影を求めて集まつたの

であろう。試合は一昔前の懐かしい「縦の明治、横の早稲

田」を街彿とさせ、ゴールを背に早稲田は釘付けにされる。

然し耐えて、耐えて、また耐えて反撃して早稲田の勝利。

試合は終わつたが誰も帰らない、ユーミンの唄が聞き

たかっただけではない、帰れないのだ。迫りくる夕暮れに
「ノーサイド」の唄は選手と観客へのまたとないオマージユ

だつた。ご一緒した吉井さんから後日携帯で撮つた写真
を見せられた。「諸さん、泣いていたね ?|」 隠し撮りだつた。

素直に頷いてこう言つた。「ラグビーつて本当に良いね。」

参加者 (敬称略)谷口隆衛、上條節夫、片岡冬里、田坂忠俊、

吉井滋 (練馬稲門会)、 諸江昭雄

不動産の売買・賃貸・管理・リフォーム

都知事免許(11)23754

株式会社 ノ
ア
コレ~

代表取締役 滝 本 尚 男
(昭和38年法学部卒)

〒180-0022 東京都武蔵野市境 2-11-22
(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

(昭 55年法学部卒。第二東 士会所属)

〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-1-23 虎ノ門東宝ビル 6F・ 7F

丁EL(代 :表)03-6206-1022  FAX 03-3500-1013
Email:hori@hori… lawsjp http://horl-laWSjpe

堀 法 律 事 務 所

弁護士 堀 裕
靡
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(日召560商 )

2014年、吉祥寺は 50年 に一度と言われる大きな変

化を遂げます。幅 16mの「南北自由通路」の完成と同

時に、駅周辺の再整備、井の頭線駅舎と京王ビル (大型

商業施設キラリナ)の改修工事の完成。また夏から秋に

かけて、ヤマダ電機、ユニクロ等の大型店舗の開店も

予定されております。4月 13日 には、吉祥寺活性化協

議会主催の「南北自由通路完成記念イベン ト」を開催

し、私は、その実行委員長を務めさせていただきました。

南と北が一体となつた新たな吉祥寺の魅力を、いまま

で吉祥寺が培つてきた魅力の発信を今年度は、様々な

機会、イベン トを通して、行なつていきたい、そのスター

トとなる記念イベン トでした。

吉祥寺の魅力、それは井の頭公園、様々な大型商業

施設、チェーン店にない個性あふれる店舗、それぞれ

個性の違う23の商店街等によつて、「回遊して楽しい街」

というところにあると思います。7年連続で「住みたい

街No l」 という評価もいただく中で、これからの吉祥寺

の街作りの鍵は、次のようなことにあると思われます。

吉祥寺の 23商店街、東急百貨店、パルコ、第―ホテル、

等の大型店。」R′ 京正電鉄、バス会社等の交通各社。成

嘆大学、藤村女子中、高等学校をはじめとした学校関係、

また地元の報道メディア、金融関係各社等、吉祥寺の街

を愛する関係機関が、「吉祥寺活性化協議会 」を形成し、

毎月代表者が集う幹事会において吉祥寺の街作 りの事、

各種イベン トの企画、検討を繰り返しています。

もちろん、各行政機関とも連携を図りながら、 しか

し決 して行政頼みにならず、吉祥寺を愛する人々の結

集とつながりを強化する中で安心安全は基より、人の

心が通い合う、楽 しく魅力ある吉祥寺になる様、頑張

りたいと思います。

フィギアスケート選手時代とその後の活動

中山 (旧姓山内)美代子   (昭 410法 )

大学時代は体育会スケー ト部フィギュア部門に入つて

おりまして今は無い新宿の新宿アイススケート場が部の

練習場でした。現役時代は決して熱心と言う選手ではな

くインカレは 2回出場しかも 14位というところでした。3

年生の時の松原湖のインカレでは気温が高く暖かかつた

ので、湖水が凍らず湖にさざ波が立っているという、今で

は考えられない状況で試合は中止になつてしまいました。

私が学生の現役の頃は現在プロである福原美和や田村

正人、小塚嗣彦といつた国際級の選手がいて、インカレ

優勝という嬉しい結果を出すことも出来ました。

卒業後は父の転勤で四国の愛媛県松山に帰りました。

卒業した昭和 41年に何と四国で初めてのアイススケー

トリンク (伊予鉄スポーツセンター)が松山に出来まし

た。なにしろ、氷など見たこともない南国四国の人々に

歩くことから教えなければなりませんでした。

四国で初めてスケー ト連盟を発足させ、スケー トセン

ターのクラブを作り、選手を育て国体にも初年度は視察

員、2年 目には男女 1名ずつ選手を北海道帯広で開催さ

れた国体に出場させることが出来るようになりました。

初めての国体出場フィギュア部門では成績は良くなかつ

たもののビリという訳ではありませんでした。そのよう

な状態が 3年程続きました。その後、私は上京し審判員

の資格を N級、ND級と取得し、国内の色々な競技会審

判や、チームリーダーとして海外の試合に選手を連れて

行つたりしました。浅田真央選手がジュニアの時にザグ

レブのムラ ドス ト・ 卜回フィーに連れて行つたりした事

もありました。その他、月数回行われるバッジテス ト(初

級から8級まである)の審判をするために色々なリンク

に出かけて行くこともしょつちゅうでした。

昨年 70歳になり定年を迎え日本スケー ト連盟主催の

試合からもバッジテス トの審判からも解放されたとたん、

早大スケー ト部 OB会の副会長という大役を引き受ける

ことになりました。             ｀

トリノオ リンピックでは日本で初めて金メダルを

取つた荒川静香や現在はオリンピックや世界選手権で

金メダルを取つた羽生結弦選手、これから期待される

今丼逢選手といつた選手が活躍 しています。今後が

楽しみです。

『まだ稲門会に入つてないの 7』
‐

'■
辮ヽ 神凛

“

:年 ■華■導離 ‐‐■疑 ■

ッ 菅 務

薔毅

箸 霧 霧

秘 か囃鎌 轟 ‐溶 1キ墨 神 ■■■中 諄静

“
=

平野 秀樹 (平 10社会科学)

―昨年から、奇数月第 3

木曜日に稲門会有志で開催

される「若手の会」に参加

させていただいており、ま

た 2012年 のグリークラブ

演奏会には家族 4人で参

加。(写真は一昨年9月の「若

手の会」に、稲門会会員の

奥様の代理で管直人さんが

参加された時のものです。)

そして、最近『そろそろ

稲門会へ』と諸先輩方からお誘いいただき目出度く入会

できました。武蔵野市に自宅を、と考えるくらい武蔵野

好きですので、武蔵野稲門会の活動に積極参加できるこ

吉祥寺の街作りについて

空め
孝お麟

むさしのFJ司法書士法人
代表 ■1フト  好  (昭 45年法学音「卒)

事務所
〒 180-0022 武蔵野市境 2-14-1 スイングビル 603

電話  0422-60-5600
FAX 0422-60-5610

不動産登記 相続遺言 簡易裁判所代理 成年後見申し立て

虎ノ門カレッジ法律事務所

弁護士 福  原 弘
(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1番23号 虎ノ門東宝ビル3階
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とが楽しみです。

ところで私は子供のころから車好きだつたため、元年

にトヨタ自動車間に入社してディーラー各社の経営分析、

商品開発や宣伝などを 10年。現在は三鷹駅北日、横河

グランド東で自動車販売「開アニバーサリー」を営んで

います。

仕事もプライベー トも地域密着で過ごせたらどんなに

幸せかと常々思つていますので、末永くよろしくお願い

します。

t_II聾重盆雲JI_盆ユよ重   ._……、_
坂本 智美 (平 150教育学研)

はじめまして。教育学研究科

OGの坂本智美です。杉原鉄夫さ

んからお誘いいただき、稲門会の

仲間入りをさせていただきました。

これから宜しくお願いします。

私は今、慶應義塾中等部 (国語

科)で元気な中学 2年生の担任を

しています。部活の顧間はテニス

部。私も生徒たちとお揃いのユニフオームを着て汗を流

すことも。最近体力の衰えを感じてきたので (|?)、 スポー

ツジムに通い始めました。水泳やホット∃ガにはまつて

います。

以前、早稲田実業で講師をしていたことがあり、2006

年夏には高校野球の生徒応援団引率で、初戦の鶴崎工

業から駒大苫小牧引き分け再試合までの全試合を甲子園

で観戦。ハンカチ王子率いる野球部の活躍と全国制覇の

瞬間をアルプススタンドで見守りました。

音楽はジャンルを問わず大好きで、よくライブにも行

きます。趣味は旅行と短歌創作。休日も試合引率があり、

会合にはなかなか参加できず心苦しいのですが、時間を

みつけて直接ご挨拶させていただきたいです |

二 :聾   二建Ωゼ譲墓テ血基点嵐
三枝 宏 (昭460政経 )

このたび 41年間に亘る会社

勤めを終えたのを機に武蔵野

稲門会に入れていただきまし

た。41年 間の内、約 18年 を

海外 (バ ンコク、シンガポー

ル、国ン ドン)で過ごし、各

地の稲門会にて多くの稲門の

皆様に大変お世話になりまし

た。特に知己の少ない海外ではどうしても会社中心の言

わば縦の繋がりに終始しがちな環境の中で、稲門会を通

じての横の拡がりは公私に亘る楽しい、且つ得難い貴重

な助けになり、まさに早稲田の底の深さ、有難さを身に

滲みて実感しました。こんな経験から、今後は地元武蔵

野での生活の幅を拡げるためにも武蔵野稲門会の皆様と

少しでもお近付きになれたらと思つています。趣味とい

えば、在学時代以来、登山・スキー・ゴルフなどアウト

ドアー中ノいのこれまででしたが、体の制約も増え、水彩画、

音楽演奏など違つた分野での趣味も深めてみたいと思つ

ています。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

幅広く趣味を楽しむ
卜 ■ギ 料 ヽ 摯 林 熟 緯 ヽ ず

"Nゆ

iⅢ■

… '黎 "ぢ 言 :菫 声 翼 iさ 柑

撃麒 絆 来 轟 締

梅沢 正春  (昭 440理工)

昭和 44年に理工学部とマンドリン楽部を無事卒業し、

日立製作所で半導体事業を担当してきました。

退職後の

老後を有意

義に過ごす

ために、同

窓で同じ地

域 に 住 む

方々で結成

されている

武蔵野稲門会に入会し、趣味のゴルフとテニスと旅行部

会に参加し楽しんでいます。健康には自信があるのです

が、頭の方はちよつと心西己です。

認知症予防には手足と頭を使うことがとても重要なの

で、楽器演奏とカラオケとダンスと料理を―生懸命やつ

ています。その他にも良く噛むこと、計算しながら散歩

する事などもしています。本当はダンディーな服装をし

て素敵な女性と楽しい会話をすることが、認知症予防に

はとても効果があるのですが、今の所チャンスがありま

せん。

是非、武蔵野稲門会で実現したいと思つています。

居心地良い稲門会に期待
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酒丼 幸  (昭 460法 )

弁護士にな り、数えれば 40年

が過ぎました。スター ト当時は今

ほど業務の専門化が進んでおらず、

「受けた相談は何でも対応する」心

意気で、個人の方々や中小企業を

中心に、間国の広い仕事をしてき

ました。

建築野次馬が昂じて 90年代から

カンボジアのアンコール遺跡調査

団に関わり、その縁で海外で数年暮らしました。生業

に戻つて、2002年から2年間日弁連の専従役職に就き、

明治期以来という司法改革に事務方として参画。裁判員

制度実施に向けた弁護士会の広報活動にも携わりまし

た。新制度の着実な成長は、うれしいです。

地元に根を下ろしたいと思い、2011年 4月 、早稲田

の後輩でもある長女圭と合流し、住まいに近い武蔵野の

地に公園通 り法律事務所を開設。地域の稲門会参加は

初めてですが、故郷の匂いがしますね。テニス部に顔を

出し、懐かしい居心地の良さに浸つています。歳のいつ

た新参ですが、どうかよろしくお願いいたします。

蹴̈

お客様の一生の思い出を創る会社になる

東京都公安委員会指定

免許から各種講習、車の購入までお任せください

武蔵野市境 2-6-43 JR中 央線武蔵境駅徒歩 5分

東京車人

武蔵 教習所

讚
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す.性ゑ盛藁i野血:生.   嵐期黛"
鈴木 康之  (昭 600政経 )

1960年、静岡県掛川市の生まれで

す。1985年、政治経済学部を卒業 し

ました。卒業後、出版社に入社、来

年で 30年になります。

仕事の宣伝になつてしまいますが、

現在、担当しているのは、坪内逍遥

と共に東京専門学校の創立時の基礎

を作つた明治の大哲学者、大西祝の選集 (岩波文庫、全

3巻)です。

結婚以来、偶々吉祥寺に住みつき、市内を、転々とし

て武蔵野歴も 25年になります。

いつの間にか武蔵野市から離れなくなつていました。

武蔵野での永住 (7)を決意 した昨年、武蔵野稲門会に

入会させていただき、初めて地域との御縁をいただきま

した。

これまで休日は、図書館、市民プール、井の頭公園、

映画館ぐらいがせいぜいの行動範囲でした。

稲門会に加えていただくことで、武蔵野とのつながリ

を深めていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

會津八―の「学規」

福田 晴美 (昭 47。 文 )

台東区上野駅の橋の下に接した車坂町 (現 東上野)

で生まれました。敗戦後の荒れた上野公園は子供の頃の

遊び場でした。

長じて進学に当たり、父からの条件は「行くなら国立

大学。卒業後は自立できる仕事に就く。」ということで

した。図らずもその通りになり東京都の教員になりまし

た。しかし、早稲田大学でもつと学びたいという願い止

みがたく、4年目から学士入学しました。幸い近くに異

動が叶い、高田馬場にアパー トを借りて、昼は教師、夜

は学生という生活を送りました。充実した 2年間でした。

爾来 42年間を早稲田界隈で暮らし、昨夏当市に参 りま

した。教頭 ′校長を経て、定年退職した今は、様々な活

動や趣味に、忙しい毎日です。用事で早稲田に行くと會

津八一記念館に立ち寄ります。幅広い研究内容と作品群

に心打たれます。先生の生き方と人のあるべき姿が「学

規」 (下の写真)に凝縮されていると受け止めています。

私の理想像であり「自註鹿鳴集」は愛読書の一冊です。

こちらの会報にもいろいろな企画が掲載されており、

これからも楽しみにしております。

練馬麻雀会がきつかけ
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谷岡 聡 (平 120文 )

2000年 3月 に卒業してから稲

門会とは縁がなく、たまたま転

勤で武蔵野研究開発センタの常

駐の勤務となり千葉から練馬に

引越 しをした所、練馬稲門会の

案内で練稲麻雀会に参加 したの

がきつかけで武蔵野稲門会にも

お誘いいただき入会しました。

自己 PR

麻雀歴 :高校時代からなのでかなり牌をにぎつています。

囲碁 : 35歳位のオヤジになつてから始めていまして、

我流でヘボですがイナゴ会でご指導いただけれ

ばと思つております。

テニス :中 学時代の軟式と大学のサークル以来でかなり

のブランクがあります。

自転車 :最近はあまり走りこんでいませんが、こちらに

引越 した頃、武蔵関から検見川浜へ片道 70km

弱を往復したこともあります。

入会したばかりですが、これからは顔を出したいと思

いますのでよろしくお願いします。
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食事とお酒
カヤシマ

佐 〕藤 孝 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

吉祥寺第一ホテル前

丁e1  0422-21-6461
http:〃 www.e― kayashima.⊂ om
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(昭360理工)

平成 25年 11月 30日 (土)市陸上競技場で恒例のラグビー教室と早

大対明大 OB戦を開催しました。

親子タグラグビーでは、十数組の参加があり、社会人リーグで活躍す

る早明両校 OB選手から、ボールの扱いや、スクラムの仕組等の指導をい

ただきました。参加者に言己念としてチームのキーホルダーを配りました。

早明 OB戦は、80歳代の選手も加わり短い試合時間でしたが、半日

を楽しみました。

平成26年行事予定

同好会が 2つ 発足します

俳旬・川朽「の会

俳句・り|1柳「稲穂会」 8月発足予定 (募集締切 6月 15日 (日 ))

世話人 星田  正  丁el・ Fax 0422-53-5436

太田 資暁  丁el・ Fax 0422-20-1705

温泉同好会

年 2回  1泊 2日 程度 「温泉と景観を楽 しむ」

世話人 中山美代子  丁e10 Fax 0422-22-8862

徳田 直子  丁e10 Fax 0422-43-2773

日時 平成 26年 11月 9日 (日 )

午後 2時～

会場 吉祥寺東急イン

今号も皆様から貴重な原稿をお寄

せいただき、発行の運びとなりました。

会員の方々の幅広いご活躍ぶりの一端

をご紹介できたのではないかと思つて

おります。感想、ご意見などをお間か

せいただければ幸いです。  (徳田)

公園通り法律事務所

弁護土 酒 丼  幸 (8蘇□46年 法学者眸 )

弁護土 酒 丼  圭 (平成 16年 商学吝『卒 )

〒180-○○04
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-16 吉祥寺石丼ビル2階
電話 0422-23-6162    F∧ × 0422-23-6163
e― ma‖ :|∩ fo@koue∩do画。com
HP: http://kouendori.oom/  blog: http://kouendori.」 ugem.」 p/

○テニス部会
ニヽリ|1 勲  090-5497-9954

松本 誠 090-3204-4355
0三水会

毎月第 3水曜日 18時

谷内隆衛 0422(79)2858
0着手の会

奇数月第 3木曜日の夜
堀 裕- 0422(22)0631

0口碁 (イ ナゴ)会
毎月第 2、 第 4火曜日

寺田昌弘 03(3928)8710

○ゴルフ (平野杯)部会

年 2回
堀 裕- 0422(22)0631
彦坂員- 0422(51)8554

0旅行部会・お花見の会

角田正三 〇422(56)3162
諸江日召雄  0422 (54)0873

0カラオケ部会

奇数月の後半の水曜日

山内 巖 0422(54)1475

○マージャン部会

偶数月の第 2土曜日

松本 誠 090-3204-4355
牛込秀三 〇422(54)8503

0も つと早稲田を応援する会

川崎大八 〇422(43)9074
諸江日召雄  0422 (54)0873

0クラシック音楽同好会
山本富士雄 0422(22)8813

0江戸散策の会

東出重幸 0422(53)1443

曾益社 団法人 東 京 者「不 動 産 鑑 定 士 協 会 会 員

立 川 不 動 産 鑑 定 事 務 所
代 表・不 動 産 鑑 定 士  工 L  JII   勲

(昭 和 39年法 学 書「卒 。東 京 簡 易裁 非J所司 法 委 員 )

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本 町3丁 目7番 16号

TEL 0422-22-3935
FAX 0422-22-3945

E― mall:isao.tachikawac)nifty.co m
H P  :http://trea.jp


