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白門58会通信 第7号
平成 27 年 10 月 31 日（土）

発行者　中央大学学員会白門 58 会支部
東京都新宿区高田馬場 2 − 14 − 6　アライビル 7 階　コンサルファーム有限会社　内

http://www.ene-web.com/chuo/
chuo58@noracomi.co.jp

　58会ホームページをリニューアルしました。
　新しいホームページでは、ほぼ毎日更新しているブ
ログ「白門58会通信」フェイスブック記事を「新着
情報」としてご紹介。会員の紹介ページや、作家・門
田隆将氏など会報に掲載された会員インタビューや
会員紹介ページを充実させています。会員皆さんか
らの「自己紹介」「近況報告」などを受け付ける専用
フォームも用意しました。たくさんの会員の皆さんの
ページを作成・リンクしていきたいと考えています。
　また、リニューアルと同時に特設サイト「中大検定
（http://chudaikentei.jp/）」もオープンしました
（次ページに詳細）。ぜひ挑戦してください。
　ホームページ、ブログ、フェイスブックは、会員の皆
さんと一緒に作りながら、充実させていきたいと思い
ます。投稿お待ちしています。

ブログ、ほぼ毎日更新!!

58会ホームページリニューアル!!

http://chuo58.com/ 

検索 白門58
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中央大学にまつわる検定問題。 創立時のことから現在の
ことまで、基本的なことからマニアックな雑学まで、さま
ざまな問題を出題いたします。
全問正解で合格です。合格者には賞状を発行します！！
設問は毎回少しずつ変わります。間違えた時点でチャレ
ンジ終了となりますが、何回でも挑戦してください。
※�本サイトは中央大学卒業生有志による「遊び」のページです。問題文・
回答・解説文の誤りは随時修正しますが、それ以上の責は負いません。

Q．中央大学、創立者は何人？

　① 18人　　　② 8人
【正解】　① 18 人
【解説】   増島六一郎、岡村輝彦、
山田喜之助、高橋健三、菊池武
夫、西川鉄次郎、江木衷、高橋
一勝、岡山兼吉、磯部醇、藤田
隆三郎、土方寧、奥田義人、穂
積陳重、合川正道、元田肇、渋
谷慥爾、渡辺安績、以上の18 名。

Q．中央大学経済学部出身の
タレント・コメディアンで、ザ・
ドリフターズのメンバーとし
て国民的な人気を得た人物と

は？

　① 高木ブー　② 志村けん
【正解】　① 高木ブー
【解説】  中央大学経済学部在学
中は音楽研究会「ルナ・ハワイア
ン」に所属。この研究会の先輩
に谷啓がいる。

イベント報告 Facebook記事より

　10月25日、多摩校舎での第24回ホーム
カミングデーに参加しました。58会、集まり
がイマイチで参加者5人でした。が、しかし、
58会支部に送られてきた抽選券のうち何と
2枚が“当り”でした！ビックリ!!!

　賞品は電動ア
シスト自転車と、
10万円のカタロ
グギフトでした。

ケッコウな高額商品！自転車の方は現物の
半額程度で引き取り手が見つかり、後日58
会口座に入金予定です。
　10万円のプレミアムカタログギフト券の方
は、引き取り手が見つかりません。で、会員の
皆さんに相談です。中々豪華な内容のカタロ
グギフトなので、希望者がいらっしゃればあ
る程度の金額でお譲りするということにした
いのですが。買い取ってもいいよという方は

chuo58@noracomi.
co.jpにご連絡くださ
い。尚、ギフトの引き
換え期間が来年の4
月19日迄なので11
月中にはご連絡願います。ギフトの内容は下
記のURLでご確認いただけます。
http://www.ringbell.co.jp/ps_universe/
　希望者がいない場合はネットオークショ
ンに出すことも考えています。よろしくお願い
します。

中央大学のことをどれくらい知っていますか?
http://chudaikentei.jp/

認定証
中大検定合格

あなたは中大検定に合格しました。

様

中大検定試験委員会( 白門 58 会 )

【 ご投稿にあたっての注意事項 】 
◎ 問題の回答は二択で作成ください。
◎  ご投稿の際に回答の番号に必ずチェックを

入れてください。
◎  回答の解説もご入力ください。 
　  投稿は専用フォームか

ら。たくさんの投稿を
お待ちしています。会員
への発送件数を増やし、
入会促進をはかります。

あなたは

に挑戦しよう中 大 検 定

中
大
検
定
と
は

では、早速、練習問題。2択です。 中大検定では、皆様からの
検定問題を募集していま

す。練習問題を参考に、中央大学に関する豆知
識、雑学をお持ちの方はぜひご投稿ください。

練習問題

Facebook記事はブログにも転載しています。58会のFacebookと　　　ブログは、 複数の幹事が担当し、ほぼ毎日の更新を行っています。

ホームカミングー参加報告　10万円のカタログギフト当選 !!

問題募集
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府中市
『郷土の森博物館』
に集合

２ 0 1 5 年 度 総 会 報 告

　6月13日土曜日『白門58会2015年度総会・交流会』を開催
しました。
　午後1時に府中市『郷土の森博物館』に集合。博物館内
の会議室を借りて総会開催。11名出席で各議案を拍手で
承認いただき30分程で終了。その後交流会。
　博物館館長の小野一之さん(58年文卒。写真)の手配で
博物館館内展示と移築建築物の並んだ園内を見学するこ
とができました。もちろん小野館長の詳しい解説付きで。名
物醤油味の焼き団子“はけ上団子”もご馳走になりました。
　4時半頃博物館を出て、大國魂神社まで史跡などの説明を
聴きながら散策。その後、府中駅近くのお洒落な洋風居酒屋
にて有志で懇親会。愉快に飲んで話して散会となりました。

　『白門58会暑気払いイベント』を8月8日に
開催しました。
　前日まで続いた猛暑日が途切れ、少～し
だけ暑さもトーンダウン。流石“立秋”…と言う
ほど涼しかったわけではないですが、猛暑日
はまぬがれて幹事的にはホッとしました。
　15:30『江戸東京博物館』チケット売場に集
合。幹事一人だけ屋外のチケット売場で待っ
ていて、後の皆さんは一階屋内の売場におい

ででした(笑)。参加者6名。特別展『徳川の城
～天守と御殿～』から先に見学しました。
　18:00～は博物館からJR両国駅をはさん
で5～6分歩いた所にある『麦酒倶楽部ポパ
イ』というビアバーでした。懇親会からの参加
者も加え楽しく過ごしました。

　私が担当している「キャンパる」は学生記者の集まりで、毎日新

聞東京本社管内の毎週金曜日夕刊で掲載している「キャンパる」

紙面を埋めるため、学生記者たちが取材、執筆しています。今年

で発足26年で、私は十代目編集長になります。大学のゼミやサー

クルをイメージしてもらえればわかりやすいかと思います。

　毎週火曜日午後６時から竹橋の毎日新聞東京本社４階会

議室で、２時間ほどかけて、毎週の紙面をどうするか、30人ほど

の学生たちが、編集会議を行っています。 司会も学生で自主運

営がなされています。私はアドバイザー的な立場で、原稿は何

度もやりとりして、ひとつの記事に仕上げていきます。

　一切の経費が出ないボランティア活動ですが、取材した記

事が全国紙の新聞に著名付きで掲載される喜びは何物にも代

え難く、毎週熱心な学生記者が会議に顔を出します。私が彼ら

彼女らの親世代ですが、親子との会話とは違い、ストレートな

会話に刺激されます。

　２年前に、創刊25年を記念して、今まで培ってきた取材ノウ

ハウやネットワークを総動員して、就活本『間違いだらけの就

活！～現役学生記者が贈る～』（毎日新聞出版）を出版しました。

内山　勢
Uchiyama Tsuyoshi

白門58会　会長
経済学部経済学科 卒業
毎日新聞東京本社 勤務 

フェイスブック
https://www.facebook.com/tsuyoshi.uchiyama.7?fref=tl_
fr_box&pnref=lhc.friends 
毎日新聞キャンパる 
https://www.facebook.com/campal.mainichi#!/campal.
mainichi?fref=nf 

会員紹介　ホームページ「中大会員のページ」より

Facebook記事はブログにも転載しています。58会のFacebookと　　　ブログは、 複数の幹事が担当し、ほぼ毎日の更新を行っています。

白門58会暑気払いイベント『江戸東京博物館』とビアバー

同期が館長

学部卒業後、大学院に進
んだ小野氏は、博物館の立
ち上げから関わっている。



白門58会

　白門58会は入会金・会費無料で運営しています。会の

運営費は、会員の任意の維持費と会報の広告、学員会本

部からの支援金などによって賄っています。維持費は会

報発送費のほか、白門支援金など学員会や大学への寄付

に充てています。

　維持会費は1,000円以上、いくらでも結構です。
　維持会費ご協力の方には、金額にかかわらず学員会

制作のロールバナーと白門タウン誌・白門ビジネス誌を

謹呈します。数に限りがありますので、品切れの場合はご

容赦ください。

　年内のお振込をお願いします。

ゆうちょ銀行（武蔵府中郵便局）
00181–5–433209
白門58会（ハクモンゴハチカイ）

▶維持会費納入のお願い

会報編集者、ブログ管理者募集
　本会では会活動の活性化のために、会報に加え、ブログ、
Facebookを活用しています。
　Facebookの「いいね！」、ブログの書き込み、そして会報
編集者、ブログ管理者を募集しています。
ご協力いただける方は、事務局までメー
ルにてご連絡ください。
chuo58@noracomi.co.jp

〒 143-0023　�東京都大田区山王 1-12-4�ヴァンティアン 100
ＴＥＬ 03-3774-9018��ＦＡＸ 03-5742-1218

沼津オフィス
〒 410-0015　静岡県沼津市沢田町 6-31�

ＰＨＩＬ ＰＬＡＮＮＩＮＧ
株式会社 フィルプランニング

広告・企画

振込先

学員会会報コンテストで

努力賞受賞
　5月15日中央大学駿河台記念館で開催された『定

時協議員会・定時学員総会』において“第一回会報コ

ンテスト”努力賞受賞の表彰を受けました。編集長・

内山勢さん以下スタッフ一同｢第一回コンテストだから

何か取りたいね。｣と言いつつ頑張ったので、佳作くら

いは欲しかったかなというのが本音ですが、立派な賞

状も頂き副賞の金一封も頂戴したのでまずまず満足

です。金一封は58会の口座に入金いたしました。

58会2015年度役員・幹事
会　長 内山 勢
副会長 小暮 睦美 米山 真澄 吉住 康 内村 愛
 中川 順一（事務局長）　　
幹事長 柳 幸季（会計担当兼務）
幹　事 伊崎 圭一 岩原 美佳 内田 和浩 黒木 康夫
 竹田 佳代子（会計監査兼務） 福吉 泰造
 藤森 康友 宮本 裕之 村田 稔 光主 圭子
 本池 克紀 元村 慶子 山田 葵 畔川 いづみ
 荒井 辰雄 安東 正策 堀井 義明
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