
、

  100-0006                                                                   

〒100-0006     発行：ｸﾗﾌﾞﾆｭｰｽ 係

          東京都千代田区有楽町 1-5-2 東宝ﾂｲﾝﾀﾜｰﾋﾞﾙ B2F

                  Tel 03-6205-7277 Fax 03- 6205-7278

2017.3 通算－ 358 号                            http://seijo-club.org  info@seijo-club.org

“成城の宝”成城ＯＢの“心のふるさと”として先

輩方がご苦労されて昭和４７年に設立された成城

クラブですが、現在厳しい経営を強いられておりま

す。そこでこの度、知恵と魂と行動でこの逆風を跳

ね返そうと「成城クラブを良くしたい会」を立ち上

げることに致しました。お志のある皆様に毎月１

回、世代に関係なくお集まり頂き、昼食を挟んで、

救済策を話し合ったり、気宇壮大な話をしたり、と

有意義な時を得たいと思料しておりますのでご参

集願い上げます。

幹事：福地正也（16経）seiya.fukuchi@hotmail.co.jp
冨田重男（17経）s.tomy@tcn-catv.ne.jp

・日時：毎月第３火曜日 １２～１４時

・場所：成城クラブ

・会費：２，５００円

・ 出席の方は１週間前までに、

info@seijo-club.org にお願いします。

・ 第１回：４月１８日（火）発会式

（第２回：５月１６日、第３回：６月２０日）

年会費未納の方には請求書を同封。メール配信の方

には別に添付ファイルでお送りいたします。

クラブは年会費で運営されています。

財政が厳しき折早急にご配慮お願い致します。

新入会員をご紹介します。(敬称略)
(新入会員)               （紹介者）

井上 捷(新高８A)      井上成美

野坂由樹(43 経 C)         北村憲康

1 月 26 日にアイアトン喜久子氏(新高 1）がご逝去

されました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

第１６３回

世界野球大会は日本が６戦全勝し話題が生まれ

ました。

トランプ大統領の誕生は大きな胎動期を迎え日本

がこれから歩む道は何か、論議をしませんか。

          記

４月１１日（火）１２時３０分開会・昼食

１３時卓話 －１３時３０分あと論議３０分

テーマ  日本の歩んだ道、これから歩む道

卓話者 成城大学３期生 矢野 弾

月刊カレント

会費  2,500 円

※出席の方は昼食準備のため電話をお忘れなく

     中央成城会 世話人 佐藤 隆

中央成城会はどなたでも参加できます。

参加申込 成城クラブ 電話 03-6205-7277

---------------------------------------------------------------------------
中央成城会は学ぶ事が生まれる

         野長瀬 範郎 新高１１Ａ

第１６２回中央成城会は３月１４日１２時３０分

開会する。

卓話者は成城大経済学部２９期生の江藤尚志さ

んですが、前回が名誉教授の岡田清先生でしたの

で恩師のお話を聞かれる為に出席された江藤さん

は東京駅長と初出席で自己紹介をされた。

そこで次回は東京駅長さんにお願いしたらの声

が上がり１６２回は水が流れるように卓話者が誕

生した。

江藤さんは 2014 年 12 月１００周年を迎える６

ヶ月前６月に第２４代東京駅長に就任された。

お話は自己経歴からはじまり福岡県大牟田市の

生まれで三池高校から成城大学 1981 年（昭和 56

年）に卒業し、父上のおられた国鉄に入社 国鉄

改革３人の一人松田昌士会長名誉会長秘書を２０

年間つとめた。成城マンには出来ないことで九州

人の血が支えたと言うのか、いや、うまず、たゆ

まず、くじけずの気風が誕生したのです。東京駅

駅長の初代は高橋善一 1914 年から２３年勤めた。

東京駅は３３５メートルだが東京タワーより２メ

訃   報

中 央 成 城 会

新入会員のお知らせ

会費納入のお願い

「成城クラブを良くしたい会」

立上げのご案内



ートル大きくして横にした長さを有している。佐賀

県出身辰野金吾の設計だが１００周年を期して景

観を完備したのですが、この時石原慎太郎都知事の

理解と協力を得て出来たのです。２月２６日東京マ

ラソンのゴールの場となり話題を生んだのですが、

これは桝添知事でした。

江藤駅長は６時２０分出社の際に皇居側から全

景を見渡して心に焼き付け出社する。太陽の出る時

はそれを背景にした東京駅の素晴らしさは声に表

現はできないそうです。分かります。ベリファイン。

OK です。 これを受けて後日東京駅ツアーがくま

れる予定ですが、佐藤隆君が担当となる。

神戸からハイポネック村上社長が出席は嬉しい

です。東京駅の魅力です。
---------------------------------------------------------------------------

2 月中央成城会岡田先生と江藤東京駅駅長

甦ったネバの風味焼き
昨年から会員の皆様からのご要望でネバの風味焼

きを再現してみました。

ネバでアルバイトをしたことのある方にレシピを

教えて頂きました。運動部の練習後、若かった食欲

旺盛だった学生時代！の懐かしい思い出です。

何人かの方々に試食をしていただきいよいよお目

見えです。

あの頃に戻って懐かしい思い出話と共に召し上が

って下さい。

先ずは夜メニューでご注文により食べて頂きま

す。

宜しくお願い致します。

支配人高山紀子

成城クラブが移転以来 手伝ってくれ、皆様にかわ

いがっていただいた学生が卒業して社会人に成っ

たり、留学することになり成城クラブを卒業いた

しました。長い間ありがとうございました。

---------------------------------------------------------------------------
※クラブニュースをメール配信に切り替えること

をお願いしています。

info@seijo-club.org までご連絡下さい。

「はじめまして！

卒業以来 20数年が

経ち、先輩のお力添

えで入会すること

ができました。色々

な形で皆様と交流

できればと存じま

す。私は日本企業の

一般職からスター

トし、現在外資投資

銀行にてヴァイス

プレジデントとして働いております。人種・男女

の差別がない公平な職場に感謝する一方、終身雇

用とは真逆の世界で戦う毎日です。モットーは明

るく元気に前向きに。どうぞ宜しくお願い致しま

す！」          野坂由樹(43 経 C)

会 員 紹 介

お 知 ら せ



グランドホッケー総会

テニスサークル新年会

新高１０E クラス会

現役学生の卓球部がスポーツ成城の年間優秀運動

部に選ばれ表彰されました。

3/21(火)  一八会        中江幸男

成城囲碁会       臼杵悠治

3/22(水)  成城連句会       臼杵悠治

食事会          山川卓夫

パンナムアルムナイ    馬場正子

3/23(木) 四木会         柏岡 明

食事会          堤 嘉延

3/24(金) 財務の会       徳永俊介

半の字会      綾野宗一郎

成城金曜会        西村保夫

食事会          森田光一

3/25(土) 食事会          小林 誠

3/27(月) 二七会          竹内常浩

食事会          平林允孝

食事会          本田敏和

3/28(火) 長浜会         河村真也

WITN 会         和田勝彦

3/29(水) 食事会          冨田重男

食事会          明田重樹

食事会          本田敏和

会合のお知らせ(３月１８日現在)

会 合 紹 介



3/30(木)  食事会          本田敏和

3/31(金) 銀座句会         村山浩子

4/3(月) 一月会         鍋倉 弘

4/5(水) モンスター        山田安昭

小机会          山下節夫

馬術部         長 道夫

4/6(木) 麦の会         綾野宗一郎

ギターの夕べ       堤 和弘

4/7(金) 合同会          羅 麗子

4/8(土) 旭ガラスヨットの会    ビジター

4/10(月) 大人の会          二宮一夫

十日会          渡辺・秋田

4/11(火) でこぼこ会        山下節夫

和漢連句会        臼杵悠治

中央成城会      矢野 彈

二火会          ビジター

食事会          千倉成示

4/12(水) 春燈銀座句会   臼杵悠治

食事会          山川卓夫

コールハイデル      山下節夫

4/13(木)  三井物産勉強会      ビジター

馬術部       長 道夫

なゆた会        西川雄三

4/14(金) 三井物産の会       高山紀子

4/15(土) 高校２０回 B組クラス会  高山紀子

     食事会          松田州平

両手の会         井上 肇

4/17(月) 食事会           佐川のり子

4/18(火) 電波二火会        ビジター

去来会      ビジター

成城クラブを良くする会  冨田重男

食事会         波多野和行

一八会        中江幸男

4/19(水) さんすい会      森久保政司

ONEDAY24       西川雄三

初等科竹組食事会     長岡嶺男

4/20(木) 有楽会         ビジター

清陵 33 会        松野洋一

4/21(金) ３１会       山下節夫

パンナムアルムナイ    馬場正子

4/22(土) 皐月 ABC 合同クラス会   井上弘子

ワンゲル総会      山﨑眞一郎

4/24(月)  食事会          松田州平

スポーツ成城常任理事会  長 道夫

東京海上石油会      村瀬泰雄

4/25(火)  田原会          徳永俊介

東京海上三火会    村瀬泰雄

長浜会         河村真也

4/26(水) 成城連句会       臼杵悠治

楽長会         石垣 猛

東雪会          長岡嶺男

井料さんを囲む会    上ケ平恭広

4/27(木) 四木会         柏岡 明

食事会          本田敏和

一八会        中江幸男

放送部 OB会       ビジター

4/28(金) 食事会          手島一郎


