
平成 24年 4月吉日

文京稲門会の皆様へ
待ち遠しかった桜の便りがようやく聞かれるようになりましたが、文京稲門会の皆様にお

かれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

3月の実績と 4月以降の予定を下記のとおりご連絡致します。

尚、今月から平成 24年度となります。重要なお知らせがあります。

記

0. 商議員、代議員の改選
　　現在の商議員、代議員の任期が平成 24年 5月 31日までなので改選が行われます。新役

員の任期は平成 24 年 6 月 1 日から平成 28 年 5 月 31 日までです。文京稲門会の割当数は商

議員、代議員とも 5名です。

(1) 商議員→商議員は校規によって、商議員会を組織し、学事や会計の報告を受け、諮問事

項について審議し、その議決をもって総長に建議するとともに、大学の維持・発展・財

政基盤の確立に貢献する任務を担うと定められています。(大学の組織)

　　□校友会費を納めていること。

　　□原則として改選時に 80歳以下であること。

　　□商議員会の維持運営のために 30,000円/年の会費をお願いしている。

    □年 1回の商議員会及び年 1回の商議員フォーラムに出席する。

　　　

(2) 代議員→代議員は校友会の最高議決機関である代議員会を組織する。代議員は幹事及

び代表幹事の承認。予算、決算、借入金ならびに重要な資産の取得および処分に関する事

項。規則の変更ならびに規定の制定および改廃。収益事業に関する重要事項を議決する。

　　□校友会費を納めていること。

　　□原則として改選時に 75歳以下であること。

    □秋季と春季の年 2回の代議員会に出席。

　　□会費はありません。

　　　以上商議員・代議員の概要を述べましたが、詳細をご希望の方は文京稲門会事務局にお

問い合わせ下さい。

☆☆　商議員・代議員に立候補して頂ける方は 4 月 23 日(金)までに文京稲門会事務局

までご連絡下さい。応募者多数の場合は調整することと致します。よろしくお願いい

たします。

1. 3月の主な行事

(1) 麻雀同好会

3月 10日(土)に第 106回月例会がマージャン利一で開催されました。

堀内美保さんが見事第 1位を獲得されました。

今回は年度末であり、平成 23年度(第 9期)下期の優勝者は名田屋さん、準優勝山本さ

ん、9期の優勝者は福本さん、準優勝名田屋さんとなりました。
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(2) お散歩会

 □3月のお散歩会

日　時： 3月 25日(日) 10時　千代田線根津駅 1番出口集合

行く先： 弥生 2 丁目遺跡⇒弥生美術館(植木金矢展)・竹久夢二美術館⇒高畠華宵終

焉の地⇒昼食会(根津・釜竹)

参加者：　男性 3人、女性 1人　計 4人

2. 4月以降の行事

(1) 麻雀同好会

第 107回　月例会

日時：4月 14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

☆今回は競技終了後懇親会を開催します。

日時：4月 14日(土) 午後 5時 15分から 2時間くらい

場所：浜町亭（中央区八丁堀 1-11-3　電話 3553-5575）

会費：３,０００円

☆出欠の連絡：会員の皆様は全員 4月 11日(水)までにご連絡下さい。片方だけの参加

も可。

事務局（諸留）TEL/FAX 03-3944-0847 E-mail  ka  _  morotome@sky.bbexcite.jp   

(2) お散歩会

□4月のお散歩会(お花見を期待)

日　時：4月 8日(日)  10時　丸の内線茗荷谷駅 2番出口集合

コース： 茗荷谷駅→林泉寺(しばられ地蔵)→深光寺(滝沢馬琴の墓)→伝明寺(藤寺)→

高橋泥舟、山岡鉄舟旧居跡→石川啄木終焉の地→播磨坂さくら並木(お花見) →

極楽水跡→善仁寺→光円寺(区内最古の寺) →伝通院(徳川家菩提寺) →沢蔵司稲荷
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(3) 囲碁部会

■例会日： 《第 1土曜日午後》 および 《第 3土曜日午後》

■会場： 囲碁クラブ*富士*

所在地 豊島区南池袋 ２－２６－７ 城北ビル９階

        電話 ０３－３９８３－３７４０

★池袋駅東口にある地下道の出入口ナンバーで、《39番出口》 のあるビルの９階です。

ちなみに、《40番出口》 はキンカ堂の裏側にあり、西武デパート方面から広い地下

道を歩いて行くと、《40番出口》（キンカ堂裏）を左側に見ながら通り越して、突き

当りの最後の出口が 《39番出口》 です。

■席料 700円 各自 9階の碁会所の受付嬢にお支払いの上、入場してください。

回数券だと 11枚つづりで 7000円（1回あたり 637円）です。

■豊島稲門会囲碁部会の 《けいこ会》 に合流して行っています。

各当日豊島の方は 10名～10数名ほどが毎回集まっています。

【 勧誘 】

囲碁・将棋・麻雀等は脳の活性化に大いに役立つという医学的見解もあるそうです。

これから碁を始めたいと思う方、碁のお好きな方お気軽に一度覗きに来てください。

連絡先：氏家隆正

電話 ０３－３９４５－１２４１ 携帯 ０９０－６７１７－１２２８

PCメール takams@gmail.com

　　　  (4)文稲会ゴルフコンペのご案内

日　時：４月１９日(木)午前９時より４組予定

コース：浦和ゴルフ倶楽部【埼玉県桜区新開３－１３－１】

会　費：プレー費昼食で約１５千円、会費４千円程度

〆　切：３月３１日(土)

連絡先：村松 修〔電話 03-3827-6129 FAX03-5834-8013 携帯 090-5449-0536〕

備　考：先着１６名迄と致します

(5) 創立２０周年記念総会

日時：平成 24年 6月 16日(土) 12時 30分～

場所：水道橋グランドホテル

会費：８，０００円

総会終了後、懇親会とコンサートを予定しています。ゲストに早稲田OBのボーカル

グループ　ボニージャックスをお招きし楽しい時間を皆様方と持ちたいと思います 。

20周年ということもあり、大勢の会員のご出席をお願い致します。

参加お申し込みは事務局までお願い申し上げます。

〔ＦＡＸ０３－５９５５－７０８１ またはメールでのご返信〕

また、お申し込みされた方は下記の口座までお振込をお願い申し上げます。

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
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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。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

   4月から新年度となりますので、毎回のお願いで恐縮ですが、年会費(5,000円)を下記

の口座にお振込み下さい。(既に昨年度に今年分を振り込まれた方は結構です)

    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致します。

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

(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。

〔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。

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　由起子

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　　　：
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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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