平成２０年３月８日
横浜国立大学剣友会 会員各位
横浜国立大学剣友会
会長 美馬宏三

剣友会 総会開催のご案内
春の息吹が聞こえて来るようになりましたが、皆様にはお変わりなくお過ごしのことと思います。
今年もまた剣友会総会の時期になりました。昨年は、四十周年記念総会にあたり、総勢１５２名のご出
席を得て盛大に行われました。ご出席された剣友の皆様には、卒業年次の近い方々に同じテーブルを囲
んでもらいましたので、心の通った仲間同志が青春時代の思いを取り戻し、楽しく賑やかに過ごすこと
ができたと喜ばれました。この様子は別添資料に記載されています。
（参照：横浜国大剣道部のホームページ （http://homepage1.nifty.com/percival/ynu/ ）
今年の総会も昨年に負けないよう盛大で楽しいものにしたいと思います。
昨年と同様に、同期生やその前後の年代の方々をお誘いの上、是非、ご出席下さいますようお願い申
し上げます。
－記－

日時： 平成２０年６月２８日（土）
【第一部：交流稽古会】場所：横浜国立大学 体育館 ２階 剣道場
集合時間： １２：３０～ （３０分間 準備体操）
開会： １３：００～ １５：３０
養成軒
【第２部：総会】
開会： １７：００
閉会： １９：３０
場所：養成軒 （関内 伊勢崎モール内）
横浜市中区伊勢佐木町２－９－１
TEL045
045－
251－
TEL
045
－251
－4152
総会費 6,000 円（振込み／当日支払）
関内駅

会費振込みの御案内
会費：年会費 3,000 円（一般） 5,000
5,000 円（夫婦）お二人分
寄付：年会費とあわせて下記口座に振込頂ければ年会費を減じた分を寄付といたします。

＊本年より振込口座が変更となっております。ご注意ください。
（銀行振込み）三井住友銀行 高幡不動支店 普通 1566787「横浜国立大学剣友会」
1566787「横浜国立大学剣友会」
（郵便振込み）10140
（郵便振込み）10140‐
10140‐11297681「横浜国立大学剣友会」
11297681「横浜国立大学剣友会」 （総合口座）
【注意】郵便口座が総合口座に変更されています。
振替 ＝ 電信振替をしてください。
ATM での納入がお得です。
剣友会幹事 石川信行 携帯電話：ishikawa.nobuyuki@canon.co.jp
中川弘昭 携帯電話：vyh02353@nifty.ne.jp
昨年度の４０周年記念総会の模様（写真）は HP に掲載されております。
http://homepage1.nifty.com/percival/ynu/index1.htm

QR コード

幹事会 事務局からのご連絡
１．今年から銀行／郵便局の口座が変更になっております。
特に、郵便局は“通常振替” ではなく、“電信振替”に変更となります。
“電信振替”に変更となります。
同封している振込用紙も以前と変更されていますのでご注意ください。
２．プライバシーシールを導入
今年からプライバシーシールを同封しています。
返信用ハガキの氏名・住所・勤務先
返信用ハガキの氏名・住所・勤務先
等の部分に貼り付けて返信ください。

返信ハガキ

３．メールアドレスの登録をお願いいたします。
先輩方への情報発信の方法としてメールを活用していきたいと考えております。
返信用ハガキにメールアドレスを記入ください。
携帯メールアドレスでも可です。
４．連絡先不明の先輩方（敬称略） 御存知の方は幹事会事務局までご連絡ください。
昭和 38 (大学 12)経済 若山 紀 昭和 49 (大学 22)造船 小山田 司
昭和 58 (大学 31)情報工学

内藤 一紀 和 63 (大学 36)教育(体育)

昭和 49 (大学 22)金属 星田 達男
山崎 嘉信 平成 2 年 (大学 38)電子情報 山崎 正純

平成 7 年 (大学 43)建設 秋山 昌彦 平成 7 年 (大学 43) 教育(社会)谷田 進一 平成 7 年 (大学 43)経済(経法)宮崎 高盛 平成 7 年 (大
学 43) 教育(体育) 小倉（横山） 幸栄 平成 8 年 (大学 44)教育(心理) 五木 めぐみ 平成 9 年 (大学 45)経営 蜷川 悌司 平成 13 年（大
学 49）建設(建築)

楢木克哉

５．H19 年度寄付納入実績
昨年度に年会費・総会費とは別に寄付を頂いた先輩方に感謝の意を込めてここにお名前だけご紹介させていた
だきます。(敬称略) 本年も引き続き御支援の程よろしくお願いいたします。
横山金一先生 S.14 宮本 海 S.15 篠田 文男 S.17 渡部 潤 S.17 天野 八郎 S.29 (特別剣友) (大学 2)太田 義康 S.30 (特別剣友)佐藤 暢朗
S.38 (大学 11)美馬 宏三 S.38 (大学 11)麻生 興太郎 S.38 (大学 11)市川 治臣 S.39 (大学 12)鴻野 寧人 S.39 (大学 12)小室 紘和 S.39 (大学 12)
岡田 健三 S.39 (大学 12)幡野 富士男 S.39 (大学 12)門手 功汎 S.40 (大学 13)赤城 一也 S.41 (大学 14)石野 三正 S.41 (大学 14)小迫 豊三郎
S.43 (大学 16) 田中 和憲 S.44 (大学 17)秋田 範正 S.44 (大学 17)大武 章人 S.45 (大学 18)緒形 正之助 S.45 (大学 18) 宮部 安男 S.46 (大
学 19)郡司 常雄 S.46 (大学 19)吉岡 京一 S.47 (大学 20)蔵原 成実 S.48 (大学 21)竹馬 泰一 S.49 (大学 22)渋谷 英樹 S.49 (大学 22)大場 得信
S.49 (大学22) 薗頭 幹雄 S.51 (大学24)座間 徳彦 S.51 (大学24)坂田 吉弘 S.51 (大学24) 岩崎 行雄 S.51 (大学24)渋谷 京子 S.52 (大学25)
南 圭一 S.53 (大学 26) 尾崎 庸夫 S.53 (大学 26) 森田 祐司 S.55 (大学 28) 高田 茂 S.54 (大学 27)幡野 幸一 S.54 (大学 27) 柳下 真理
S.55 (大学 28) 田中 不二夫 S.55 (大学 28) 渕野 聡志 S.55 (大学 28)木名瀬 孝夫 S.55 (大学 28)佐々木（馬場） 康子 S.56 (大学 29) 土屋 尚
之 S.56 (大学 29) 上杉 淑子 S.57 (大学 30) 田中 和美 S.57 (大学 30) 石川 信行 S.58 (大学 31) 山本 悦 S.57 (大学 30) 八木 大介 S.58 (大
学31)横山 彰 S.59 (大学32) 枝迫 大成 S.59 (大学32) 小沢 孝明 S.59 (大学32) 高田 晴彦 S.59 (大学32) 高田 忠員 S.59 (大学32) 大橋 由
紀子 S.60 (大学 33) 津田 将美 S.60 (大学 33) 金 浩昭 S.61 (大学 34) 木村 俊彦 S.61 (大学 34) 児島 学 S.62 (大学 35) 清水 祐吾 S.62 (大
学 35) 浅見 洋光 H.3(大学 39) 外野 誠 H.4 (大学 40) 石原 学 H.4 (大学 40) 山西（伊藤） 純子 H.8 (大学 44) 加治屋 嘉文 H.9 (大学 45) 牧
野 良次 H.9 (大学 45) 加藤 H.10（大学 46） 角 憲太郎 H.10（大学 46） 真野 純次 H.10（大学 46） 二口 佑介 H.10（大学 46）斎藤 知
子 H.11(大学 47) 中川 弘昭 H.11(大学 47)石黒 長宏 H.12（大学 48） 細貝 紘 H.16（大学 52）中原 貴之

