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■2022 12/１（木）～「早稲田スポーツ」強化募金（野球・駅伝・ラグビー）」
開始⇒ https://kifu.waseda.jp/contribution/waseda-sports- ｐ２

■速報！ 12/10：「箱根駅伝2023」現時点の早稲田・区間配置予想 ｐ４
■2023 2/11（土・祝）17:00～19:00：「中野稲門会新年会2023」
☆会場：中野サンプラザ・ブロッサムルーム（11F） 17:00～19：00
会費：5,000円 ※詳しくは⇒ ｐ６

■売り切れ次第販売終了！：ご購入は早めに「中野限定カプセルトイ」 ｐ６

【写真説明】「早稲田スポーツ強化募金（野球・駅伝・ラグビー）」 チラシ（写真左上）。スポーツ観戦部会で野球、ラグビー

観戦時に撮影（その他の写真：藤森 青島）
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早 稲 田 愛

早稲田大学・校友会
3大スポーツ支援について

高田 宜美（中野稲門会会長）

学生時代から早稲田のスポーツ観戦は大好きで、特に印象的なのは早慶戦の６連戦で
した。６日間神宮球場に通ったことを今でも懐かしく思い出します。早慶戦以外は水泳、
アイスホッケー、相撲、バレー、陸上などなど。学生時代に今はスポーツ科学部に移転
しましたが、現在アリーナの付近にあった体育局で図書の整理のアルバイトをやってい
たことから運動部の監督さんたちと親しくさせてもらい多くのスポーツ観戦の機会があ
りました。このような背景から卒業後もスポーツ観戦に興味を持ち、最近は早慶戦、駅
伝、ラグビー、アメフトなどを観戦しています。
箱根駅伝の打ち上げは終了後、東京ドームで開催されていますが、今年も参加しまし

た。残念ながら10位以内に入れず、予選会からの再スタートすることになってしまい
ました（10月15日の予選会は４位で、2023年１月の箱根駅伝には出場できることにな
りました）。競争部OB会長・日本陸連副会長の瀬古利彦さん、競争部OBで住友電工陸
上部監督の渡辺康幸さんから「このままでは伝統の早稲田の駅伝は厳しい状況になり、
箱根駅伝に出場できなくなることもあるのではないか。このような状況を田中総長にお
会いして話したいとのご相談を受けました。陸上の長距離で活躍した選手は箱根駅伝に
出場することを望んでいる選手は多く、大学から手厚い待遇で入学させているケースが
多いようです。

●「早稲田スポ－ツ強化募金（野球・駅伝・ラグビー）」12/1より開始
早稲田大学には44の大学公認のスポーツ競技があり、７月10日に「早稲田スポーツ

125周年記念式典」が開催されました。それぞれのスポーツ競技が活発に行われている
ようですが、とりわけ、私たち校友にとってはテレビなどで放映されることもあり早慶
戦、駅伝（箱根、全日本大学駅伝、出雲駅伝）、早慶、早明ラグビーへの関心が強いと
思っております。
今年は４年に１度の総長選挙が６月に行われました。再選を目指す田中総長から推薦

人の依頼を受け、校友の立場としてお話しする機会があり、校友会として３大スポーツ
の支援策を検討してほしいとお願いいたしました。その結果、９月の校友会代議員会で
校友会からの硬式野球部・ラグビー部・駅伝に対しての奨学金援助が、2024年から始
まることが了承されました。また、11月30日のエグゼクティブフォーラムで、大学と
校友会が一体となって「早稲田スポーツ強化募金、野球・駅伝・ラグビー」が始動とい
うチラシも配布されました（※表紙参照）。
中野稲門会にとっても関係の深い駅伝チームは、来年２月頃から海外遠征を支援する

ためのクラウドファインディングも計画されています。校友として協力するつもりです
が、会員の皆様も母校の３大スポーツの施策に賛同いただき、応援しましょう。
●校友会寄付金サイト⇒https://kifu.waseda.jp/contribution/waseda-sports-

https://kifu.waseda.jp/contribution/waseda-sports-


野球・駅伝・ラグビー３大

何故「3大スポーツ」を支援するのかというと、校友の共通の関心は、テレビ・新聞等に露出する
母校のことです。この3大スポーツとしての駅伝・硬式野球・ラグビーの現在の共通点は、本当の大
学の頂点に立つスポーツではなくなりつつあるということで、いわゆる大学の広告宣伝効果として一
番の露出は駅伝で、次にラグビー、そして硬式野球です。選手獲得については大学全体でも言えます
が、少ない人数しか推薦で入学していません。基本的には４名が推薦で入学できる人数で、駅伝・ラ
ビー・硬式野球共に４年間で16名が推薦入学であるのが実態です（自己推薦は含みません）。
駅伝が一番わかりやすいので説明しますと、箱根駅伝は正月の風物詩になり、全国放送されます。

テレビの関東地区での視聴率は、第98回大会（2022年）では、往路（１月２日）26.2％・復路（1
月3日）28.4％です。視聴率が高いのが良いことは事実です。例えば、今年のプロ野球の日本シリー
ズ第７戦は関東地区では13.4％です。箱根駅伝は、正月に２日間朝から昼までの5時間以上の放送が
あります。つまり、箱根駅伝に出場すると大学側は母校の宣伝になり、選手側は自分の力を世間に披
露できるのです。
また、箱根駅伝は関東地区の大学しか出場できないので、全国の高校の長距離選手は箱根駅伝に出

場するために、箱根駅伝に出場できそうな大学に入学したいのです。大学側にとっては選手の争奪戦
が行われています。早稲田大学にも全国的に長距離の早い選手が数名入学しますが、今年は13位と
シード権を失いました。高校長距離の良い選手に選択がありますが、大学での待遇とか、環境とかが
考慮されて選ばれています。
大学駅伝で有名な大学は、もちろん早稲田もそうですが、今は、青学・駒沢・国学院などに多くの

高校長距離の選手が入学し、箱根駅伝を中心に活躍しています。我が母校も極論ですがこの争奪戦に
参入しないと、箱根駅伝のシード権（10位以内）・出場権（予選会での10位以内）、つまり20校に
入れない状況もあるかもしれません。

●常に優勝を目指すチームへ－名将・花田勝彦氏新監督に就任
今年の６月から駅伝監督に就任された花田勝彦さんは滋賀の彦根東高校から早稲田に入学し、武井

隆次さん（前国学院久我山駅伝監督）・櫛部静二さん（城西大学駅伝監督）の３名が「早大三羽烏」
といわれ、1993年の箱根駅伝の4区（平塚～小田原）で区間新記録を樹立、母校を総合優勝に導いて
おります。大学卒業後は瀬古利彦さんのSB食品に入社し、アトランタ五輪では10,000m、シドニー
五輪ではマラソンに出場し、選手引退後は上武大学駅伝監督として箱根駅伝８回の出場を果たし、そ
の後GMOの駅伝監督にもなった方です。
現在、花田監督指導のもと早稲田大学競走部は、箱根駅伝予選会4位、全日本大学駅伝６位（シー

ド権獲得）で順調に成績を上げているものの、選手層の薄さには苦労しているところです。
早大硬式野球部もこのコロナ禍で今秋は２位となり、来期に期待がかかりますが、東京六大学野球

では明治・法政・立教は選手を豊富に獲得しているなか、早稲田は少ない選手しか推薦で獲得できな
いのです。また、関東大学対抗戦グループでのラグビーは帝京・明治に敗れ、３位となりましたが、
良い選手の獲得には同じく苦労しています。
校友としてはこの３大スポーツを支援することで、2024年度から校友会からの奨学金補助が始め

とし、大学が早稲田スポーツ強化募金（野球・駅伝・ラグビー）を開始します。全国的に露出度・注
目度共に高いこの三大スポーツを支援していただきたいと存じます。学生スポーツは文武両道が基本
です。早稲田大学では2014年にアスリートプログラムが制定されて文武両道を目指していますが、高
校で活躍したスポーツ選手の他大学への入学も多くみられ、苦戦しているのが現状です。

▲『とことん早稲田応援MAP』第99回箱根駅伝 2023年１月２－３日「早稲田を応援する会」編（写真右上）

早稲田スポーツに
かける熱い思い

笹田 裕（幹事長）
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新春の１月2日・3日に行われる第99回「箱根駅伝2023」には21大学が出場します。前年の10位までに
よる10チーム（シード校）、10月14日の予選会を突破した10チーム、予選会で敗退した大学の選手を選
抜した関東学生連合チームの計21チームで争われます（再来年は100回の記念大会で恐らく30大学の出場
になり、全国から予選会は参加できるようです）。

駅伝の魅力を皆様にお伝えすると…。これは面白いことで、駅伝は最低で20.8Km（5区・6区）、最長
では23.1Km（2区・9区）を走ります。つまり、5,000ｍ、10,000mの記録がいくら良くてもあくまでも
トラックでの記録、駅伝はロード（道）を走るのです。10,000ｍの記録が速くても、20ｋｍ以上、かつ
ロードを走るので、トラックとは足の負担が違うのです。テレビでは10,000ｍの記録で速い選手のランク
を各区毎に注目選手として説明しますが、本来はハーフマラソンの記録が一番比較しやすいと思います。

＜各区間の特徴＞１区（大手町～鶴見）は、皆、牽制し合いながら走るため、上位との差はあまりつきま
せん。２区（鶴見～戸塚）は区間最長距離で、権太坂という坂があり、各大学のエース級が走ります。３
区（鶴見～平塚）は、前半はゆるやかな道で、藤沢の遊行寺の坂を通過すると、茅ヶ崎で海岸を走るため、
風に左右されます。４区（平塚～小田原）では、風の影響を受けながら海岸線を走ります。５区（小田原
～芦ノ湖）は一番差がつく区間で、２区と並び称される難しい区間です。通称「山上り」ともいわれ、6
分位の差が簡単につく区間で、この区間が一番面白いかもしれません。６区は５区の山上りに対して「山
下り」ともいわれ、急カーブを高速で駆け下りる区間です。７区（４区の逆）・８区（３区の逆）ですが、
遊行寺の坂を登るので、ここも多少きつい区間です。９区は２区の逆で、権太坂を下るため少しは楽な区
間です。10区（１区の逆）は順位の変動があまりない区間です。（笹田 裕）

（赤羽根・顧問＆笹田:共同予想）
早稲田の駅伝チームは競走部に属し、駅伝主将として鈴木選手（浜松日体）4年が全体をまとめています。前回の

箱根駅伝は13位とシードが獲得できませんでしたので、学生3大駅伝のひとつである出雲駅伝（前回、箱根駅伝10
位のシード権がある大学しか関東では出場できない）は出場できず、全日本大学駅伝（伊勢路駅伝）は前回6位で
シード権があり今回も6位でした。この駅伝は8区間で行われ最長区間は8区で19.7kmです。合計キロ数は106.8km
で平均13kmほどです。早稲田チームは下級生の頑張りで6位に入賞しました。鈴木主将は怪我で欠場し、来年の駅
伝主将の菖蒲選手（西京）3年は区間15位と失速してしまいましたが、7区伊藤大志（佐久長聖）2年・8区佐藤（宮
崎日大）3年の活躍により6位となりました。
さて、箱根の早稲田の配置は1区間世田（鳥栖工業）1年・2区石塚（早実）2年・3区井川（九州学院）4年・4区

佐藤（宮崎日大）3年・5区伊藤（佐久長聖）2年（以上往路）。6区北村（群馬 樹徳）3年・7区鈴木（浜松日体）
4年・8区山口（学法石川）1年・9区伊福（洛南）2年・10区菖蒲（西京）3年（以上復路）という配置ではないで
しょうか。ただ怪我による調子とかをみると、7区・10区が変更されるかもしれません。菅野（西武文理）2年・辻
（早実）3年・小指4年（学法石川）がその交代の候補です。
期待の選手は2区に石塚・3区の井川・4区の佐藤・5区の伊藤で、往路は上手くいけば3位入賞も期待できます。

特に伊藤は前回の区間11位でしたが、今年はトラックでも調子が良く、箱根予選会ではハーフを1時間3分49秒で走
り、今回は挽回を期待します。復路の期待は6区の北村で、現在絶好調であり、前々回の6区で58分台を走っていま
す。9区の伊福は11月20日行われた上尾ハーフマラソンで1時間2分50秒と素晴らしい記録でメンバー入りと思いま
す。全体で一番安定している選手は石塚で、1年の時の4区は早稲田記録1時間2分20秒でシーズンを通じて最も安定
しています。本来は10,000ｍの27分台の記録を持つ井川については安心して走る選手だと思います。また、2区の
佐藤は長い距離に強く、前述の全日本大学駅伝の8区で区間5位になり、箱根予選会でも井川に次ぐ1時間3分5秒の
タイムでした。全体の順位予想として、シード権は獲得できると思います。元旦(2023年１月１日）にはメールでも
う少し詳しいご案内をできると思いますので、乞うご期待！（笹田:2023年12月10日記）

22’12/10現在：早稲田・区間配置予想箱根駅伝
2023
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藤森敏光（スポーツ観戦部会長） 

秋から冬にかけては、大学スポーツ真っ盛りのシーズンとなり、4 年生にとっては負けたら終わ
りとなる、大学スポーツに取り組んだ集大成の試合が行われます。 
 今年も多くの部が 4 年生を中心に持てる力を発揮し、最後は笑顔で終えた試合も多く、その結
果の一部を皆様にお伝えします。 

１．東京六大学野球・早慶戦を連勝で飾り慶応の優勝を阻止するも、2位に終わる 
東京六大学野球秋のリーグ戦は、勝ち点１で 5 位に終わった春のリベンジを誓い、全員野球で

優勝を目指し厳しい夏合宿を経て試合に臨みました。 
 先ずは法政に 2 試合とも 2 対０と完封で勝利し、好調な投手陣に大きな期待が持てましたが、
続く明治戦では打てず守れずで明治に連敗と、早くもこれ以上負けられない状況に追い込まれて
しまいました。 
 しかし、その後は東大と立教に連勝し、優勝へのわずかな望みを繋ぎましたが、早慶戦を戦う前
にして慶応が勝てば慶応の優勝、早稲田が勝てば明治の優勝と、早稲田は優勝にあと一歩届きませ
んでした。 
 それでも早慶戦だけは絶対に負けられない試合と気合十分で臨み、１回戦は９回に逆転勝ちし、
2 回戦も最後慶応の追い上げを振り切り連勝し、目の前での慶応の優勝を阻むことができました。 
３年生以下に良い投手がいるので、来年こそは優勝の栄誉に輝いてほしいですね。 

 なお、蛭間拓哉選手（スポ４・埼玉・浦和学院）が、埼玉西武ライオンズにドラフト１位指名を
受けて、入団が決まりました。 

２．ラクビー関東対抗戦は３位に終わり、大学選手権でリベンジし大学日本一を目指す 
夏合宿で順調な仕上がりを見せてシーズンインし、序盤は順調に白星を重ねましたが、優勝候補

筆頭の帝京大学との試合では、フィジカルの違いを見せつけられ 17 対 49 と完敗し、続く早慶戦
では雨の中お互いミスが目立ち、序盤はリードを許す厳しい展開になりました。 
 しかし相手の反則シンビン退場の間に 2トライを奪い逆転すると、19対 13で何とか逃げ切り、
早明戦で 2 位を賭けて戦うことになりました。 

3 万 5 千人以上入った 9 年ぶりの国立競技場での試合は、開始から明治の怒涛の攻撃を受け 3
トライを献上し、一気に 0 対 21 と劣勢に立ちましたが、その後 2 トライを返し、前半は 14 対 21
と後半の逆転に期待しました。
後半に入り早稲田はハイパントを効果的に多用し攻撃のリズムを掴みましたが、飛ばしパスを

インターセプトされ独走トライを許し、結局このトライが決勝点となり 21 対 35 で敗れ 5 勝 2 敗
勝ち点 23 で 3 位に終わりました。
その結果大学選手権は３回戦で、リーグ戦３位で初出場となる東洋大学との対戦となりました

が、相手には２m を超える外国人選手もおり、簡単に勝てる相手ではありません。 
案の定終盤まで東洋大学にリードを許す苦しい展開の中、何とか勝利を掴んだので、明治との

準々決勝にも勝利し、新年の準決勝・決勝を勝ち上がって、大学日本一「荒ぶる」を獲得してもら
いたいと思います。 

３．その他のスポーツ 
今回は敢えて悔しい報告にしますが、ア式蹴球部（サッカー）男子は 2 部リーグに転落、男子バ

レー部は準決勝で筑波大に敗れ 6 連覇を阻まれ 3 位に終わる等、残念な結果もありますが、選手
は常に勝利を目指し日々努力をしています。
結果は真摯に受け止め、3 年生以下がその悔しさを胸に、来年は 1 つでも上の成績が残せるよ

う頑張ってもらいたいと思いますし、我々も全力で応援しましょう！  （写真／藤森） 

2022年 ワセスポ 結果
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〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

恒例でありました「新年会」を久しぶりに再開します。WISHの学生も招待し、世代を越え、楽
しく語らう“ステージ”です。ご家族・ご友人のご参加も大歓迎です。 

●申込方法：
① 申込み：新年会のご案内は郵送にて皆さまのお手元にお届けします。同封のハガキにて、ご出

欠のご返事をお願いしますご（出欠の有無に関係なくご返事ください）。
② 締切：2023年 1月 20日(金)
③参加費： ご出席される方は、下記口座に５,000 円をお振り込みください。

 ＊みずほ銀行 中野北口支店 [中野稲門会（普通預金）1884821] 
※なお、 お申し込み後、ご欠席となる場合は、早めにご連絡ください。ご連絡が 1 月 31 日（火）
以降となった場合は、会費を返却いたしかねますのでご了承ください。

●問合先：
・中野稲門会幹事長：笹田 裕 メール：waseda1968@yahoo.co.jp
・携 帯：070-6653-6570
・ホームページ：https://tomon-nakano.com/の問い合わせもご利用ください。

最近、駅の構内や街中で数多く見かけるようになったカプセルトイの自動販売機。その昔はカラ
フルなボール型チューインガムの子ども向け販売が主流でしたが、今や中身も多岐にわたり、子ど
もから大人まで購入時のスリルを味わうマイクロ・エンターテイメントとなった感があります。コ
ロナ禍後は、対面販売を避けられるメリットからか、カプセルトイ専門店が急に増えてきて、内容
も一層充実してきました。
そんな中、中野区内でも、中野の街をテーマにしたカプセルトイが二つ、登場しています。 

一つは「地元カプセル中野」。全７種類のキーホルダーで、中野サンプラザ、関東バス、中野ブロ 

INF ORMATION

＜記＞ 
☆日 時： ２０２３年２月１１日（祝・土） １７：００～１９：００
☆会 費： ５，０００円 （開場：１６：３０） 
☆会 場： 中野サンプラザ １１階ブロッサムルーム
※新コロナ対策は十分に考慮されています。※円卓で飲食、各自の着席方式で行います。
※催しについてはビンゴゲーム大会等を行います（多数景品をご用意しております）

※HP・お問い合わせ（トップページ下段）からのお申し込みも受け付けます。 
 

売り切れ次第販売終了！：ご購入は早めに「中野限定カプセルトイ」

23‘ 2/11：「中野稲門会新年会 2023」開催
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ードウェイ、中野大好きナカノさん、レンガ坂商店街、ＴＡＣ、 
中野サンモールをそれぞれモチーフにしています。販売機のある 
場所は、中野サンモールのカプセルトイ専門店をはじめ、中野ブ 
ロードウェイ、中野駅南口のみどりの窓口の奥などですが、12 月
28 日までは中野区役所 1 階ロビーの福祉売店横にもあります。
もう一つは、中野サンプラザのカプセルトイ。現在販売されて 

いるのは「開業 50 周年限定ガチャ第２弾」とのこと。８月１日から発売された第１弾は早々に完
売となったようですが、今回はサンプラザの３Ｄクリスタルキーホルダーをはじめ、サンプラザを
モチーフにした立体けしごむ（全５色）、マスキングテープ、缶バッジ（全５種）の販売。販売機
のあるのはサンプラザ１階ロビーのみです。
なお、これらはいずれも販売機限定商品であり、売り切れ次第販売終了、その後の再販売や新た

な企画商品の販売は未定とのことですので、ご興味のある方は、どうかお早めに。 
先日、私もサンプラザで３個（１個 300 円）購入してみましたが、運が良いのか悪いのか、３

個ともサンプラザのクリスタルキーホルダーでした。こうなると、次は違うものが出てくるので
は、他のものも手に入れたい、全種類揃えたい、との欲望がふつふつと沸いてきます。ほどほどに
楽しむのも大切ですね。 

（豊川士朗 杉並区・84 年卒 理工・建築学科／中野区まちづくり推進部長） 

 

健康麻雀部会は、賭け勝負ではなく、4 回戦の獲得点数で一位、二位、三位などの順位をきそい
ます。毎月、定例会を第二水曜日に実施しておりますが、「麻雀大好き」なのに平日は参加できな
いというお声にお応えするために、来年より土曜日に新設することに致しました。月２回になりま
すが、どなたでもご都合のつく方はご参加ください（２回参加も OKです！）。 
基本、定例会は、第二水曜日 12:30〜で、新設会は、第三土曜日 13:00〜になります。 

＜2023年１月のご案内＞ 
●水曜日会：1 月 11 日(水)  12:30〜 ●土曜日会：1 月 21 日(土)  13:00〜
●場所：「ZOO」中野通り（サンプラザ向かいの天丼天やビル 6 階）
●参加費：2,500 円(ゲーム代、賞品含む)
健康麻雀にご興味がありましたら、ぜひ、ご参加ください。 （健康麻雀部会長 石割葉子） 

「ワルツ、マンボ、ジルバ……。スッテプを知らない方も、忘れた方も大丈夫！ まずはダンス
音楽のリズムにのって、体を動かしましょう！ 上達者の方にはシャドウ練習をしていただきま
す。男女で組むのはまだ先です」 
岡本孝子先生の掛け声のもと、来春からダンス部会を再開します。ベテランの降旗顧問から青島

（幹事）へ部会長が交代いたしましたが、ダンスは初心者ですので、降旗さんにサポートをお願い
しながら引き継いでいきます。皆さん、踊りませんか？  （ダンス部会長 青島洋子） 

INFORMATION 

23ʼ３月～：ダンス部会再開！ まずはリズムにのって体を動かそう

23ʼ1/11、1/21：健康麻雀部会、月２回、水曜に加えて土曜も開催

⇒部会にご興味がおありの方は、部会にご登録ください。ご案内メールを送信いたします。 

▲３Ｄクリスタルキーホルダー
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オープン１周年 「やきとり 安兵衛」
絶品“豚かしら”・辛味噌との相性抜群

内野副幹事長が所属する消防団仲間の店「やきとり 安兵衛」を紹介します。 
実は、大将は私と同じ埼玉県東松山市付近の出身。ご存じの方もいるかもしれませんが、人口１万人

対比焼き鳥店舗の数は全国でも３本の指に入り（かつては日本一）、日本で唯一の焼き鳥組合がある街で
す。そんな「安兵衛」さんのおススメは、やはり「かしら」（味噌付）。やきとり屋さんですが、かしら
は「豚かしら」となります。しっかりとした肉の味と辛味噌との相性が抜群です！！ 
中野南口の郵便局付近の五差路、中野通り沿いにあるプロスペアー中野ビル１階（以前は、喫茶ポワ

ソンがありました）にて、2021 年 12 月 1 日にオープンし、ちょうど１周年記念です！
※私大場も、店舗仲介で、微力ながらお手伝いさせてい
ただきました。（大場敦 杉並区・2002 年卒 法／幹事）

【やきとり 安兵衛】 
●住所：東京都中野区中野 2-28-1 プロスペアー中野 1F
●TEL：03-3381-3421
●営業時間：月〜土曜（17:00〜24:00）
https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131902/13265793/

 

 
 
 
 

 
 

         
 
 

 
可知日出男＆グリーンズによる「復活サロンコンサート」第３弾。 
懐かしい JAZZとオリジナル曲や歌物を演奏します。 

●日時：2023 年１月 30 日（月） 14:00〜 & 19:15〜
●
●共演：渡部拓実（ベース）他
場所：中野 ZERO 地下・視聴覚

●入場：無料（ガンパ歓迎）
●主催：中野区社会教育団体→アンサンブルグリーン
●問合せ : 070-5466-9079（中野区社会教育団体）
（可知日出男 中野区・78 年卒／「アート☆アンサンブル★グリーン」主宰）

 
皆さまからのホットな情報のご提供、歓迎いたします！ 下記までご連絡下さい。 

●問合せ・連絡先：笹田 裕 waseda1968@yahoo.co.jp
青島洋子 y-aosima@tkk.att.ne.jp  足立良雄 adachi@m2.gyao.ne.jp 

INFORMATION 

稲門タイムズ中野６号 2022 年 12 月 20 日発行 
発行：中野稲門会 
発行者：高田宜美 
編集委員：笹田 裕（編集長） 

 青島洋子 
足立良雄 

事務局：中野区中野 2-13-26 内野行政書士内 
TEL.03-6379-8801 

2022 年度会費（年会費 4,000 円）を納入さ
れていない方は、お振り込みをお願いいたします。 
【振込先】   
■ゆうちょ銀行 00130-3-35392 中野稲門会
■みずほ銀行 中野北口支店 中野稲門会

   （普通） 1884821 

23‘1/30：可知日出男＆グリーンズ・第 3回「復活サロンコンサート」

編集委員より 

ホール

▲名物大将▶新規
オープン時の外観
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