横国大剣友会はロゴマーク使用登録団体です

平成２３年 ４月１７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

第４４回横浜国立大学剣友会 総会開催のご案内
新緑が目に沁みるさわやかな季節になりましたが、皆様にはお変わりございませんか。
ご連絡の届いている方も多いと思いますが、去る４月３日、天野名誉会長が８９歳の生涯を閉じられまし
た。誠に悲しく残念に思います。
本剣友会は、同氏が発起人となって昭和４２年６月に創設されました。同氏はその後四十数年に渡り、
剣の道に精進されてきました。また、剣道部員に対しては信念と情熱をもって稽古をつけられてきました
ので、思い出の無い会員はいません。あらためて、天野名誉会長のご冥福をお祈りしたいと思います。
一方、東日本では大震災の爪あとが深く残っています。会員の皆様やご親戚、ご友人等で被害にあわれ
た方はいないでしょうか。お案じ申し上げます。
そんな中ですが、下記のとおり剣友会総会を開催することになりました。今回は、第２部総会の開催場
所が変更されています。元気な仲間同士で旧交を暖めましょう。同期生等お誘い合わせの上、是非、ご出
席下さい。
−記−

日時： 平成２３年６月２５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：１２：００ （１２：３０ 〜 準備体操）
開会：１３：００
第一部閉会： １５：３０
http://www.tenkourou.com/pc/
【第２部：総会】

横浜中華街：天香楼

（開催場所を変更します）

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 220 TEL：045-663-8575
開会： １８：００
閉会： ２０：００ 総会費 6,000 円（当日支払）
N

①関内・石川町 徒歩 5 分

②関帝廟を目印に！

関内駅

③カラオケの看板が目印

石川町駅
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会費振込みの御案内
会費：年会費 3,000 円（一般） 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。
＊ゆうちょ銀行は、電信振替の ATM 利用がお得ですので振込票は同封しておりません。
（電信払込では手数料 525 円となりますので注意ください。）
（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」
（郵便振替） 10140‐11297681「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。

幹事会 事務局からのご連絡
１．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 等の部分に貼り付
けて返信ください。
２．連絡先不明の先輩方（敬称略）
同期の先輩で連絡先ご承知の場合は是非事務局まで。
昭和 38 (大学 12) 若山 紀

昭和 49 (大学 22) 小山田 司

和 52 (大学 25) 桜井 恵治 昭和 53 (大学 26)

ハガキ

昭和 49 (大学 22) 星田 達男 昭和 50 (大学 23) 佐藤 成己 昭和 51 (大学 24) 長尾 千儀 昭

石畑 富美夫 昭和 54 (大学 27) 広兼 邦生 昭和 56 (大学 29)小見 公子 昭和 57 (大学 30) 田中 和

美 昭和60 (大学33)石渡 隆子 昭和63 (大学36) 山崎 嘉信 平成元年 (大学37) 菊池 浩規 平成2年 (大学38) 山崎 正純 平成3年 (大学39) 広明 博
子 平成 6 年 (大学 42) 南平 和紀 平成 6 年 (大学 42) 奈良岡 剛 平成 7 年 (大学 43)秋山昌彦 平成 7 年 (大学 43) 田村 敦 平成 7 年 (大学 43) 小
倉 幸栄 平成 8 年 (大学 44) 加治屋 嘉文 平成 9 年 (大学 45) 蜷川 悌司 平成 10 年（大学 46）二口 佑介 平成 12 年（大学 48） 岩井 剛 平成 13 年
（大学 49） 山家裕悟 平成 17 年（大学 53） 濱砂 宏紀 平成 19 年（大学 55） 齋藤 慶一 平成 20 年（大学 56） 成瀬 隆太 平成 20 年（大学 56）
牧野 令士

３．H２１年度寄付納入実績(敬称略)
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御名前をご紹介させていただきます。
本年も引き続き御支援の程よろしくお願いいたします。年会費納入実績は会員番号を HP に掲載）
宮本海 渡部潤 太田義康 佐藤暢朗 美馬宏三 麻生興太郎 市川治臣 小室紘和 岡田健三 幡野富士男 赤城一也
森住勝一 田中和憲 秋田範正 中村順一 宮部安男 蔵原成実 渋谷英樹 井城譲治 座間徳彦 南 圭一 鈴木博行 尾崎庸夫 幡野幸一 岩城寧 橋
本潔和 上杉淑子 石川信行 枝迫大成 西山一良 高田晴彦 高田忠員 金浩昭 清水良 浅見洋光 奥谷みさ 外野誠 栗本雅水 山西純子 青柳靖
高橋健太郎 宮崎高盛 角憲太郎 樺山貴史 安部博文 清水久嗣

中川弘昭 大塚学 佐藤秀哉 那須隆昌 滑川隆

４．H２２年度 国大剣友会活動 （詳細は HP をご覧下さい。）
１．総会開催・学生支援・審判員派遣・夏合宿 OB 派遣 先輩方（蔵原・石川・大塚・中川・佐藤（秀）
・杉野・日下）
２．第 21 回学連剣友剣道大会（2010 年 12 月）： 1 チーム 出場
３．横浜国立大学ロゴマーク使用許可団体に認定される
御不明な点がございましたら剣友会幹事まで御連絡をお願いいたします。
剣友会幹事

中川弘昭 携帯電話：090-1798-9014

QR コード

vyh02353@nifty.com

学生の練習日程や試合結果等は HP に掲載されております。

http://homepage1.nifty.com/percival/ynu/index1.htm
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