
平成 23 年 12 月吉日

文京稲門会の皆様へ

早くも師走。天変地異の多かった年でしたが、文京稲門会の皆様におかれましてはご健勝
のこととお慶び申し上げます。

11 月の実績と 12 月以降の予定を下記のとおりご連絡致します。

記
1. 11 月の主な行事

(1) 麻雀同好会
11 月 12 日(土)に第 102 回月例会がマージャン利一で開催されました。27 名参加。
横山勉さんが、入会以来初の第１位となられました。
成績表は下記の通りです。
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安藤生美子 21 -16 40 -24 21 8 中山捷之 25 18 -7 ※ 36 6
石岡謙一 -3 -9 ※ -4 -16 17 名田屋昭二 ※ 4 -5 62 61 2
伊藤一雄 -3 -1 -3 -2 -9 14 百武三郎 ※ -5 24 -4 15 10
伊村富士夫 -16 -9 -12 20 -17 18 福本道治 -18 48 -3 33 60 3
上田泰正 ※ -9 4 -7 -12 16 藤井吉弘 -14 -18 22 -12 -22 21
小倉保志 -7 ※ -3 13 3 13 堀内俊男 -17 -26 -12 -26 -81 27
小野寺義邦 -5 23 30 ※ 48 5 堀内美保 4 -5 -18 -2 -21 20
河野明雄 -5 -21 -25 -13 -64 26 松谷　洋 -6 28 34 ※ 56 4
小島靖勝 -13 -21 -10 18 -26 22 本宮　勝 1 -9 ※ -10 -18 19
佐相　摂 29 -12 -20 -29 -32 23 諸留和夫 28 ※ -10 -5 13 11
高木美智子 -16 -18 -18 -2 -54 24 山本素子 -31 -10 37 -7 -11 15
館内　實 31 -8 -13 -1 9 12 横山勉 33 4 ※ 32 69 1
友松正旺 3 48 -20 -4 27 7 若林茂男 -10 ※ 3 -46 -53 25
中村晃夫 -11 24 -15 20 18 9

注　　※印は休み

(2) お散歩会
樋口一葉他、文士の足跡を訪ねて（樋口一葉、石川啄木、宮沢賢治等の足跡を辿りまし
た）
日時：11 月 27 日（日) 10 時　　本郷 3 丁目駅改札集合
法真寺 → 樋口一葉櫻木の宿跡 → 松坂屋質店跡(石川啄木) → 赤心館跡(石川啄木、金田
一京助) → 菊富士ホテル跡(竹久夢二他) → 宮沢賢治旧居跡 → 樋口一葉旧居跡 → 旧伊
勢屋質店(樋口一葉) → 樋口一葉終焉の地 → こんにゃくえんま

☆男性 5 名、女性 2 名　計 7 名参加。
☆前々幹事長の細谷さんがお元気な姿を見せて参加されました。(写真)

　　　　☆終了後ラクーア　春風萬理にて会食。
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　　　　樋口一葉旧居前に今も残る掘抜井戸

2. 12 月以降の行事
(1) 麻雀同好会

第 103 回　月例会
日時：12 月 10 日（土）午後 1 時～午後 5 時
場所：マージャン利一（中央区日本橋茅場町 3-3-7浅田ビル地下 1階 電話 3666-0179）
会費：２,０００円
☆前月欠席の方、当月欠席の方は 12 月 7 日（水）までにご連絡ください。
事務局（百武）TEL/FAX 03-3944-7148　E-mail sabu1223@yahoo.co.jp

(2) お散歩会
□12 月のお散歩会
  秩父に遠出します。

日時：12 月 18 日(日) 10 時　西武秩父駅改札集合
電車情報　特急ちちぶ７号　　　８：３０　池袋発⇒　９：５０　西武秩父着

快速急行　三峰口行　８：０５　池袋発⇒　９：４７　西武秩父着
  ☆秩父神社、仲見世、秩父お祭り会館等西武秩父駅近辺を散策予定。
　☆散歩後、現地で簡単な忘年会を予定しています。

(3) 2012 年 1 月 29 日（日) 新年会〔12 時受付、12 時 30分開始〕
会場　　水道橋グランドホテル
講演会 「東日本大震災その後(仮)」 講師　川嶋 舟(秋篠宮妃殿下の実弟);
東京農業大学講師、獣医師、博士(獣医学)
懇親会
☆参加ご希望の方は事務局までご連絡ください。

 (4) 2012 年 6 月　創立２０周年記念総会
日時：平成 24 年 6 月 16 日(土) を予定(確定ではありません)
詳細は調整中です。次回には連絡できると思います。
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3. その他
(1) 各部会の部長さんへ

毎月の活動を事務局にお知らせ願います。(囲碁部会、カラオケ部会ご連絡お願い致し
ます｡)ホームページで御紹介し、会員のなお一層の親睦を図り、入会者を増やし、事務
局も活動の援助をしたいと考えております。また、新たに部活動を立ち上げたいとお
思いの方も、お気軽に事務局までご一報いただきたくお願い申し上げます。

(2) 会費納入のお願い
今年の年会費〔５,０００円〕を未納の方はお納め願います。会の運営の成否は皆様の
年会費にかかっており、是非とも御協力をお願いいたします。

りそな銀行　茗荷谷支店（普）００８７３９０　文京稲門会
ゆうちょ銀行　００１９０－５－６５８２７９　文京稲門会

　　　11 月までに納入された方 (敬称略)
        池田、石澤、市川、上平、内田、大竹、沖中、小倉、角川、金子、清原、後藤、

斎藤(悦)、佐藤(善)、白岩、瀬沼、田上、谷口、鶴岡、鶴見、新田、鳩山、原口、
百武(三), 平井、平岡、藤井、藤本、筆谷、船越、細谷、三石、盛、山口、若林
以上 35 名の方々
  ☆　既に振込済みなのにお名前の掲載がない方がいらっしゃいましたら、誠に

申し訳ありませんでした。事務局までご一報下さい。
☆　現在 200 名以上の方に毎月のご連絡を差し上げております。
☆　過去に終身会費の時代があったようですが、平成 21 年の総会で銀行の金利

が大幅に下がった事と、文京区が都内第二位の高齢者在住区であり、運営
ができないという理由で廃止されました。終身会費の 5万円は会費の前払い
の扱いにすることに決定したため、現在では、今年分の会費を払わなくても
いいという前払い扱いの方はいらっしゃいません。申し訳ありませんが終身
会費を支払い済みの方もよろしくお願い致します。

(3) 名簿の精査を行っています。まだ送られていない方は下記の項目をご記入の上、事務局
までご返信ください。
[11 月末で 20 名の方から頂いておりますが、更なるご協力お願い致します]

〔ＦＡＸ０３－５９５５－７０８１ またはメールでのご返信〕
お送りいただきました個人情報は、事務局での管理にのみ使用いたします。皆様にお
届けする名簿には、２年前と同様、氏名と連絡先（メール・ＦＡＸ・電話のうち、御指
定いただいた１項目）のみを掲載して、個人情報の保護に努めます。
新たにメールアドレスを取得された方は、ＦＡＸや郵便から切り替えますので、是非
とも御連絡下さい。

  (4) 文京稲門会の高齢化を防ぐ意味でも若手会員の入会が望まれます。皆様のお近くに
若手OB、OGがいらっしゃいましたら、文京稲門会への入会をお勧め下さい。
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活動状況の説明が必要なら事務局からいたしますので、お気軽にお声をおかけ下さい

文京稲門会役員一同
会長 内田　佑司
副会長 河合　早苗

清原　保
田上　睦美
平井　ゆき子
筆谷　敏正
三石　由紀子

幹事長 谷口　和彦
副幹事長 松田　和彦

（文京稲門会ホームページ： http://bunkyo-toumon.info/ ）
…………………………………………………………………………………………………………

氏　　名　　　：

ふりがな　　　：

郵便番号　　　：

住　　所　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電　　話　　　： （名簿に記載する・しない）

Ｆ Ａ Ｘ　　　： （名簿に記載する・しない）

メールアドレス： （名簿に記載する・しない）

卒年・学科　　：

所属クラブ　　：

…………………………………………………………………………………………………………
以上
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