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駅伝だけじゃない!!

後輩の活躍は大学のホームページや
中スポサイトで。58会プログでも適
宜、ご紹介しています。そして、中大ス
ポーツのいまとむかしの輝かしい実績
は、中大検定で知ることができます。では、早速、練習問題。2択です。練習問題

に挑戦しよう中 大 検 定

検索 白門58

017年の箱根駅伝に中央大学は出場
できません。4年連続の出場ととなっ

た10月15日の予選会で敗退し、87連続出場
が途絶えました。大変残念な結果ですが、新
たなスタートを期待し、引き続き応援してい
きたいと思います。
　ところで、大学スポーツというととかく駅
伝や硬式野球ばかりが取り上げられます。確
かにその二つは、大学スポーツの花形で、か
つては中大が圧倒的な強さを誇った分野で
す。しかし他大学がこの分野にヒト・モノ・カ
ネで多大な力を入れる中で、中大は苦戦を強
いられています。
　でも、大学スポーツは駅伝や硬式野球だ
けではありません。今年も多くの競技で中大
は好成績を収めています。
　後輩の活躍はOBである私達の名誉であ
り、元気をもらうことができます。後輩の活
躍のために、勝っても負けても大きな声援を
送り、OB一人ひとりが可能な範囲の支援を
贈ろうではありませんか。

Q．スケート部は2012年1月に念願のインカレ
初優勝を果たしたが、これは創部以来何年目の初
優勝？
① 92年ぶり　② 65年ぶり

【正解】　① 92 年ぶり
【解説】   大学アイスホッケー 4 強の座からついにブ
レークスルーし、いまや最強に。

Q．全日本プロレスで活躍したジャンボ鶴田が中
大入学時に最初に入った部会は？
① バスケットボール部　② 空手部

【正解】　① バスケットボール部
【解説】  本名鶴田友美は最初バスケットボール部に入
部。しかしバスケットに限界を感じ、オリンピックに
出るためにレスリングを始め、わずか 2 年あまりのト
レーニングでミュンヘンオリンピック出場を果たした。
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頑張る後輩を応援しよう。中大スポーツの観戦
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　中大スポーツのリアルタイム情報は、中央大学学
生が編集する「中大スポーツ」のブログで、リアルタ
イムに知ることができます。また、大学ホームページ
などの発信情報は、白門58会のブログとfacebook
に適宜転載しています。
　2016年の後輩たちの活躍を、中大スポブログな
どから拾ってみました。

陸上競技部
圧巻の走りで４×１００㍍Ｒ４連覇！
9月3日熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

　日本学生陸上競技対校選手権２日
目　大会２日目も終盤、観客の目は４×
１００㍍Ｒ（４継）決勝に向けられた。中
大からは川上拓也（法３）、谷口耕太郎

（商４）、諏訪達郎主将（法４）、竹田
一平（経２）が出場。38秒92で見事優
勝を果たし、大会４連覇という大記録を
打ち立てた。

バレーボール部
全日本選手権大会で３連覇達成！
１２月３日　愛知県稲永スポーツセンター

　全日本バレーボール大学男子選手
権大会決勝戦、中央大学は東海大学
と対戦し、セットカウント３－１で勝利し、
インカレ３連覇を達成。　

スケート部
明治大下しリーグ戦連覇達成
ダイドードリンコアイスアリーナ

　関東大学アイスホッケーリーグ戦は
約３ヵ月かけて行うリーグ戦。最終戦で
勝ち点が同じ同率首位の明大との、直
接対決となった。中大は１回戦で明大
に勝利しているため、引き分け以上で
優勝が決まる。持ち前のチーム力で序

盤から攻め、３－１で勝利。スケート部は
大会連覇を達成した。

バドミントン部
男子団体にて２年ぶりの優勝
2016年10月16日　千葉市／葛飾区

　第67回全日本学生バドミントン選手
権大会・男子団体において、本学バドミ
ントン部が２年ぶりに優勝。
　10月20日の個人戦シングルスは五十
嵐優（法３）が、決勝戦で西本拳太（法
４）との中大対決を制し、初優勝。西本
はその後の11月4日、全日本総合バドミ
ントン選手権大会・男子シングルスで優
勝している。

卓球部
定松・宮本組、関東学生優勝！!
6月23日　所沢市民体育館

　関東学生卓球選手権大会ダブルス
　「狙っていました」（定松祐輔・文３）。
定松・宮本幸典（文３）組が、ダブルス
で関東Ｎｏ．１に輝いた。明大の丹羽や
森薗、専大の三部、及川、田添健など
が海外遠征で不出場。だが有力選手
を抑え、決勝は８回戦になる長い長い
トーナメントを制した。

　

準硬式野球部
2年ぶり12回目。全国制覇達成
8月24 仙台市民球場

　昨年準優勝の悔しさから１年。２年
ぶりの全国制覇へ九産大との決勝に
臨んだ。日本一の練習で磨き上げた中
大の野球を終始続け、８対２で九産大
を下し、悲願の全国制覇を果たした。ま
た、全日本12回の優勝回数も日本一の
回数となった。

軟式野球部
最後は主将が決めて優勝！　
8月31日ダイワハウススタジアム八王子

　全日本学生軟式野球選手権大会
準決勝、決勝　台風などで日程がず
れ、この日に準決勝と決勝の２試合を
行うこととなった。準決勝はコールド勝
ち。決勝は９回に追いつかれるも、延長
で田中右真主将（経３）が三遊間を抜
けるサヨナラ安打を放った。中大は４年
振り２度目の優勝を決めた。

ボート部
全日本大学選手権大会にて2種目優勝
9月22日　埼玉県・戸田ボートコース

　第43回全日本大学選手権大会・男
子舵手なしフォア（河津俊亮（文３）、久
保如竹（総１）、岡田直樹（法２）、宮浦

遠くからでも応援できる!!

検索中大スポブログ

中大スポーツ　
個人・団体で優勝続々

中大アイスホッケー（スケート部）は今や優勝常連校。
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真之（文２）および男子舵手なしクォド
ルプル（柏木裕葵（理工２）、石橋圭ニ
郎（法２）、徳永貴大（商１）、山岸航基
さ総３））の２種目において優勝。

硬式庭球部
望月、１年生対決敗れ準Ｖ
8月20日　岐阜メモリアルセンター

　全日本学生テニス選手権大会シン
グルス決勝　インカレ男子シングルス
決勝戦に臨んだ望月勇希（法１＝大阪
清風）が、小林雅（早大）との１年生対
決に６－７、６－４、３－６のセットカウント１
－２で敗れ、準優勝に終わった。中大
勢38年ぶり２人目の快挙とはならなかっ
たが、予選上がりの１年生が大学最高
峰の舞台で快進撃を巻き起こした。

女子陸上部
恵、最終種目で逆転！　大会新記録
9月4日　熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

　第85回日本学生陸上競技対校選
手権大会の七種競技では、ヘンプヒル
恵（文２）が、最終種目の800ｍで巻き
返し、優勝。総合得点5547点は、６月に
記録した恵の自己ベストより約300点も
低いものの、大会記録を更新した。日本
チャンピオンの意地を、インカレで見せ
つけた。

水泳部
２人が表彰台に
9月4日　東京辰巳国際水泳場

　第92回日本学生選手権水泳競技
大会で中大・宇都宮壱基は萩野公介

（東洋大）瀬戸大也（早大）に次いで
３位。女子200㍍個人メドレーでは大
本里佳（法１）が１年生ながら３位に入
り表彰台に立った。

剣道部
決勝で敗れ22年ぶりの全国制覇逃す
10月9日　エディオンアリーナ大阪

　全日本学生剣道優勝大会　13年ぶ
りに関東王者としてこの大会に参加し
た中大剣道部。迎えた決勝、相手は優
勝候補を倒しのし上がってきた大阪体
育大学。順調に決勝まで勝ち進んだも
のの一歩及ばず、準優勝という結果に
終わった。

自転車部
新チーム始動　全種目表彰台で船出
10月16日山梨県境川自転車競技場

　全日本学生自転車競技トラック新人
戦・東日本大会８月末のインカレで、４年
生が引退となった中大自転車競技部。
新主将には原井博斗（法３）が就任。こ
の日が新チーム初戦となった。結果は、
スプリント、１㌔タイムトライアル、４㌔イ
ンディヴィデュアルパーシュート、ポイント
レース、ケイリンの全種目で表彰台。添
田監督は「今後強化する方向性が見
えた」と振り返った。

女子卓球部
山本「悔しい…でもうれしい」準優勝
10月28～30日　真島総合スポーツアリーナ

　全日本大学総合卓球選手権大会
（個人の部）シングルス長野五輪の会
場でも使われた通称ホワイトリングで行
われた今大会。エース山本怜（文３）は
２年連続でベスト４に入っていた。３年
生となった今大会。５回戦で苦戦を強
いられるも、決勝進出。決勝では同志
大の成本にストレート負けを喫したが、
堂々の準優勝を果たした。

『中大スポーツ』は学生達が取材・編集する新聞。体育連盟の公認サークルでもある。
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2016年度総会・懇親会
7月23日土曜日、駿河台記念館

２ 0 1 6 年 度 総 会 報 告

会員卓話①
「新聞社の裏側」
内山　勢　さん

　お一人目、毎日新聞にお勤めの内山 勢さん。内山さんは新
聞記者のかたわら宇都宮大学の客員教授をされており『地域
メディア演習』という講座をお持ちです。また毎日新聞の企画

『キャンパる』（取材・執筆を大学生が行う企画）の担当も６年
になるそうです。日頃、若い世代の人と接する機会の多い内山
さん、街中で突然｢内山さ～ん！｣と妙齢の女性に声を掛けら
れることもあるとか。羨ましい…かな。
　内山さんの卓話は「新聞社の裏側」。学生たちに授業で伝
えていることも含めて話していただきました。警察関係の隠語

同期の仕事は?
会員卓話で盛り上がる

やら、丁度都知事選に出馬していた鳥越俊太郎氏の大きな声
では言えないような（？）話やら、裏話を交えながら新聞社の仕
事について話してくださいました。因みに、さんずい→汚職事
件、マグロ→礫死体だそうです！
　卓話の中でも二度の震災の取材についての話は印象に残り
ました。
　阪神大震災では新幹線、自転車、バイク（1人づつ荷台に
乗ってピストン輸送）と乗り継いで震災翌日の午前３時大阪入
り、燃える町と、それを目の前にしながら水すら出ない状態にた
だ立ち尽くす消防隊員達を見たそうです。
　このほか、戦時中政府が情報統制し、新聞社もその圧力に
屈する形でほとんど報道されることのなかったいくつかの大地
震について再検証。それらの地震は所謂“ベタ記事”と呼ばれ
る小さな記事で被害もごく僅かと記されたのみだった。そのた
め、多くの犠牲は省みられることなく、地震学、防災学の進歩に
も悪影響を及ぼしたということでした。
　内山さんは彼と関わる若い人達に｢報道されないニュースは
事実上、歴史上存在しないのと同じことになる。しっかりと見極
めてニュースと向き合い、埋もれた事実、隠された事実を丹念
に報道していくことが新聞記者の仕事。そして判断は読者に
委ねるもの。｣と話されていると。ここで皆から拍手。新聞記者の
矜持を見た気がしました。

　58会事業報告・会計報告（会計・柳 幸季　会計監
査・竹田 佳代子）を拍手で承認、続いて参加会員10名
の近況報告。その後58会会員の内山 勢さん（現支部
長）と内村 愛さん（元支部長）の卓話。お二人ともパ
ワーポイントを使用して話されました。（報告・柳）

イベント報告 Facebook記事より

　10月23日、多摩校舎での第25回ホーム
カミングデーに参加しました。今年は震災で
卒業式が中止になった2010年度卒の皆さ
んの卒業式が開かれました。
　そして、恒例のお楽しみ抽選会では、昨年
に引き続き“当り”ました！　昨年ほどの高額
賞品ではありませんが、温泉のペア宿泊券で
した。南阿蘇温泉郷『夢しずく』の2017年11
月末日まで使える無料宿泊券です。希望者

にお譲りし、その方から58会に維持費の寄
付をいただきます。震災に遭った熊本支援
の一環。ただし、‘繁忙期の利用はダメ’とか
休前日の宿泊は‘別途料金がかかります’と
か多少の制約がありますが、九州旅行の予
定がある方、九州行きたいなぁと思っていた
方にお渡しします。締切りは来年2月末日。ご
寄付頂く希望額は5,000円～で、希望者多
数の方の場合は抽選です。ご希望の方は58

会ブログにコメントするか、事務局にメール
してください。

･･････････････････････････････････････

■　昨年のカタログギフトは無圧布団に
　ところで昨年の抽選で当った『カタログギ
フト券』（10万円相当！！）を入札でお譲りし
た神奈川県在住のＮさん、無圧布団を引き
換えられたそうです。その報告を頂きました
ので一部掲載します。20,000円の寄付をい
ただきました。ありがとうございます。

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　　 九州宿泊券当選 !!
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会員卓話②
「フロムソイル～土からのビジネス」
内村　愛　さん

　お二人目、内村 愛さん。自己紹介から入られました。静岡出
身、名前が“愛”なので女の人に間違えられることが多いとか。
ニックネームは“アイちゃん、ラブちゃん”…女の子ですよね(笑)。
名前の読みは“ちかし”さんです！
　PR企画広告会社『フロム・ソイル』を経営されています。ソイ
ルは“土”の意だそうです。社名にソイル・土を付けたのは、広告
の仕事も基本はコミュニケーション、そのコミュニケーションのた
めの土壌造りが大事だと考えたからだと。が、『フロム・ソイル』を
立ち上げた途端、なぜか土その物と関わる仕事が次 と々入るよ
うになって、ご本人“不思議の感あり”のようです。中大の『学び
の回廊』の仕事もされていて多摩校舎にもよく行くと。
　広告の仕事を請け負って伊豆のホテル『天坊』を訪ねた時、
ホテルの庭がほったらかし状態になっているのに気付き｢ここを
整備してお客さんが散歩したくなるような庭園にして、PR材料
にしては？｣と提案したところ｢じゃあその企画もやってよ。｣と言
われ、庭園プロデュースの仕事までやることになったそうです。
当時、天坊が契約していた業者では本格的な造園までは出来
なかったので、内村さんが企画し各専門家(庭園デザイン、土
壌改良、植栽・伐採など)のチームを組むところから、自ら除草や

刈り込みまでやるはめ（？）になったと。他にも千葉の勝浦では
蔵カフェや宿泊できる古民家もある『里庭・桂花』をプロデュー
ス、“勝浦のチベット”と呼ばれる市野川にも古民家を借りてい
て“週末オーガニックレストラン”や“セミナーハウス利用”などの
計画も進んでいる模様です。“庭”を維持するには造って終わり
ではなく、引き続きメンテナンスが必要、手がけた所は年1回は
その為に手入れをしに行くそうです。
　今では、庭園プロデュースの依頼から広告の仕事に繫が
るという“逆転現象”が起きているそうで、｢僕は別に造園業者
じゃないんだけどね。｣と。でも土と関わる仕事も楽しんでいらっ
しゃるみたいです。

次回も『会員の卓話を聞く会』を予定

　卓話の後は7名参加で懇親会。午後4時過ぎと早い時間
だったので、事務局長の案内で昼も通して営業している新お
茶の水ビルの『山葵』という居酒屋に行きました。焼き牡蠣ス
コップ一掬い500円とか、会計に1人1,000円プラスで飲み放
題にできるとか…安くてビックリでしたが、値段の割りに料理は
美味しく、飲み放題にしたので、心置きなく飲み、話し、笑い、楽
しくすごしました。楽しみ過ぎて写真を撮り忘れました。すみま
せん。
　参加された方々の近況報告を聞いていて｢皆、そこそこの
年齢になって近況を聞くだけでも中々面白い！｣と思いました。
ので、『会員の卓話を聞く会』企画も良いなと、幹事各位で話し
ました。
　裏話、笑い話、ためになる話、聞きたい方、話したい方は次
回、是非ご出席を！！

　西川の無圧布団（2枚組）を12月23日に
ネットで注文させて頂きましが、年末年始と重
なったということで、届いたのは関東が大雪に
見舞われた1月18日の前日の17日でした。
　当日、写真を撮り、直ぐに「届きましたよ」とご
連絡しようかとも考えましたが、１週間使ってみ
ての感想もきちんと書いてお送りしようと思い、
ご報告が遅れてしまいました。どうか、ご容赦く
ださい。
　私は、腰痛、肩凝り、不眠症に悩まされてお
りましたので、この商品を選びました。さすが

に最初はなかなか慣れませんでしたが、ようや
く１週間使い、だんだんと身体に馴染んで来
ました。
　体の特定の部位に負担がかからないので、
大雪の除雪で疲れた身体にも、なんとなく良
かったように感じました。だんだん、身体に馴
染んでくると、その良さが実感され、腰痛、肩凝
り、不眠症にも効果がありそうな感じです。
　普段、安物の布団でしか寝たことのない私に
とっては、本当に素晴らしいプレゼントでした。
　白門58会事務局の皆様方には、本当にお

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。

世話になり、ありがとうございました。
･･････････････････････････････････････
　無圧布団の写真も添付してくださったの
で、掲載します。
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同期の人気作家・門田隆将さんの新刊

『汝、ふたつの故国に殉ず』
KADOKAWA　1,944円（税込）
日本と台湾の絆を表す英雄が歩んだ苦難と感動の物語。「日台」同時発売!

　「台北二二八紀念館」は台湾の民衆弾圧事件「二二八事件」（1947年）の悲劇を語り継
ぐための場所。そこに中央大学の学帽が展示されています。本書でその意味を知ることが
できます。

*********
　台湾で、その命日が「正義と勇気の日」に制定された日本人がいた――。日本と台湾の絆
を表す「英雄」が歩んだ苦難と感動の物語。史上初の「日台」同時発売ノンフィクション !　
1895年、ひとりの若者が台湾を目指して故郷・熊本をあとにした。台湾の治安維持と発展に
尽くすためである。やがて台湾女性と家庭を築いた彼は、のちに「英雄」と呼ばれる男の子
をもうけた。しかし、戦後の台湾の悲劇は、一家を動乱に巻き込んでいく。日本と台湾の“絆”
を表わす「５代120年」にわたる壮大な一族の物語――。 　　　　 （Amazonより）

中大OB・そごう水島廣雄氏の評伝刊行

『評伝 水島廣雄～後から来る旅人のために』
諏訪書房　2,700円（税込）　　★全国大手書店、Amazonで発売中

　同期・中川順一さんが経営する諏訪書房（ノラ・コミュニケーションズ）から、そごう元
会長・水島廣雄氏の評伝が刊行されました。中央大学のOBで、法学者として大学で教
鞭も取った水島氏は、私たちの卒業年、1983年に定年退職の講義を８号館で行ってい
ます。
　鈴木修氏（スズキ会長）、鈴木敏文氏（セブン&アイ名誉会長）ら、著名OBらの寄稿と
支援により刊行されました。昭和20年代後半の中央大学の様子も書かれています。

BOOKS同期の仕事〜中大OBを知る

台湾二二八事件と中央大学

　大陸から台湾に渡った国民党軍による大虐殺事件「台湾二二八事件」において、多くの中央大学出身者が犠牲となったこ
とはあまり知られていません。1947年2月28日に発生したこの事件は、日本統治終了後の本省人（台湾人）と外省人（在台中国
人）との大規模な抗争で、推定死亡者数は最大2万8千人といわれています。台湾全土に拡がった大虐殺事件でしたが、戒厳
令下の国民党政府により長く隠蔽されていました。しかし、1987年の戒厳令の終了と政府側の遺族への謝罪により、その実態
が明らかにされつつあります。この事件に巻き込まれた人たちの中には、中央大学など日本の大学で学んだ、本省人エリートた
ちが多かったのである。『汝、ふたつの故国に殉ず』の主人公で、戦前の中大法
学部で学んだ弁護士・湯徳章氏もその一人です。
　この事件を後世に伝えるために設けられた「台北二二八紀念館」には、中
央大学の学生帽が展示されています（写真）。台北に旅行する機会がある方
は、ぜひ立ち寄ってみてください。

サイン本

プレゼント

詳しく
は

最終ペ
ージに
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一代目
後藤昌弘さん
88歳（S3.4.17生）

（卒業（S23）から67年経過していますので記憶も定
かではありませんが思い出として）
　昭和20年終戦後、当時の海軍･特別幹部練習生

（横須賀）後に、中央大学第一予科に入学、東京
板橋（小豆沢）から都電で「神保町」へ通学してい
た。学術研究会（通称：学研）の１年先輩に、藤江英
輔さん（「惜別の歌」の作曲者）がいらっしゃって、バ
イオリンを弾きながら　予科の寮歌（寮歌といっても
当時の中央予科には寮はなかったのですが・・）とし
て作られた。その際に　取り巻きの一人として同席
していたことを思い出します。惜別の歌は　それか
ら「うたごえ喫茶」で歌われるようになり今日　中央
大学の歌に至っています。歌詞は　島崎藤村の詩
集の一節（姉と妹のやり取り）から　あね（姉）→とも

（友）に置き換えて作られました。

　まだ食糧難の時代で、それでも母親の作ってくれ
た弁当を学内の片隅で食べるとき、堀武雄先生とい
う方がいらして、毎回お茶を頂いたことを思い出しま
す。堀先生には、当時父親が亡くなり６人兄弟の長
男であったため、働かねばならないこと等を相談した
際には、「本は働きながらでも読めるしこれからも勉
強も出来る」。とアドバイスを頂き、小学校の教員にな
りました。

二代目
後藤弘之さん
56歳（S35.4.23生）

（卒業（S58）から33年経過
しています）
　中央大学杉並高校から
経済学部へ進学し、サークル活動では代表を務め

（フォークソング研究会：今でもあるようです）を通し
て良き友人を得ました。（男3名・女2名　は今でも付
き合いがあります）
　また日本経済史のゼミ（藤村ゼミ：教授はお亡くなり
になっています）でもゼミ長としてタイ（テェラルコン大
学）訪問・交流などをした思い出があります。
　大学１・２年の第2外語（仏語）で一緒になった九
州出身のクラスメートの妹と結婚するなど中央大学
の４年間は人生の重要な節目となるものでした。
　卒業後に大学を訪問したのはOBとして就職説
明会に伺ったのを最後に転勤族となりしばらく地方
暮らしでした、14年前に南大沢に住まいを構えてか
らは、最近ホームカミングデーには毎年おじゃまして
います。

三代目
後藤晶乃さん
22歳（商学部商業貿易４年）

　中央大学付属高校から商学部へ進学。祖父の
「惜別の歌」との関わりや、父のフォークソング同
様、現在サウンドシャワーという音楽系サークルに所
属しています。
　祖父は中付高に進学した時点で喜んでおりまし
た。

　毎年開催されるホームカミングデーでは、
直系親子三代にわたり中大生となった方々を
表彰する「親子三代表彰」があります。昨年
2015年では同期の後藤弘之さんが、お父様
と娘さんとで受彰しました。以下、後藤家のコ
メントです。

同期の後藤弘之さん、
親子三代表彰を受ける
2015年のホームカミングデー



	 		 	

白門58会

受賞

　5月20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“第一回支部ホームページコンテスト”審査員特別賞受賞の

表彰を受けました。立派な賞状と副賞の金一封を頂戴しました。金一封は

58会の口座に入金いたしました。

第 　      号8白門
58会

自分史・家族史を作成する際の材料となるさまざまな事柄のメモと、
出来事を時系列で書き込む自分史年表です。
自分の誕生からだけでなく、両親や祖父母の人生も遡って記載可能！
100歳以上まで書き続け、引き継げる家族史年表でもあります。

どうしても書き残しておきたい
わたしの記憶・家族の記録
（自分史・家族史年表）
自分史づくりで最初にすること  冊子版

　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。ご協力お願いします。
　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
グッズを謹呈します。
　維持会費3,000円以上の方に会員・門田隆将さ
んの新刊『汝、ふたつの故国に殉ず』（★著者サイン
入り本）をプレゼント。
　同封の振り込み用紙をご利用ください。

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

振込先

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

ブログ、ほぼ毎日更新!!

全国有
名書店

・

Amaz
onで発

売中

学員会HPコンテストで

審査員特別賞

白門58会ホームページ

諏訪書房／発行
定価 800 円（＋税）
A4 判　84 ページ


