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1。 総務関係活動報告および活動予定

平成 15年 4月  第 21回 開成 。麻布定期戦開催 (当番校 :麻布 )

☆総合優勝☆ 開成 (9連覇達成 通算 13勝 8敗 )

5月  年度幹事会開催

6月  OB総会開催 (14日 )

9月  会報発行・中村先生追悼文集配布

平成 16年 4月  第 22回 開成・麻布定期戦開催 (当番校 :開成 )

☆総合優勝☆ 麻布 (10連覇ならず 通算 13勝 9敗 )

5月  年度幹事会開催

6月  OB総会開催 (12日 )

8月  会報発行

平成 17年 4月  第 23回開成・麻布定期戦開催 (当番校 :麻布 )

5月  年度幹事会開催予定

6月 OB総会開催予定 (集軸憫難勤築書熟)

8月  会報 。名簿発行予定

*OB糸 籠〔会 幸艮イ書    (文 責 宮)

今年のOB総会は、昭和 49年卒の同期会と重なったため、多数のOBに参加 して頂いた。

試合の部では、若いOBに混 じって、矢沢先輩がセッターをするなど、OB同士の交流の場として

も有意義な時間を過ごせたと思います。

場所を移 しての総会、懇親会では、事務的な話は早々に済ませて、ビールを片手に自己紹介・歓談

と和やかな雰囲気で会が進行できたと思います。それにしても、49年卒の方の多いこと・・・。中

には連絡不明者 リス トに載っている先輩がひょっこり来ていらっしゃったなどと言 うことも。

前任者から引き継いだ中高のコーチ諸君も初めての挨拶にとまどいながら、所信表明をして頂きま

した。これから一年間、OB会全員でもり立てていきたいと思います。

最後に全員で集合写真を撮 り、その後は有志のOBに より二次会へ。狭い席ながら、バ レー論を戦

わせたり、就職について質問したりなど、oBの年齢を超えて交流がはかれました。

来年もまた、大勢のOBが参加 して頂けますよう、心からお願い申し上げます。

参加OB (敬 称略)

進藤 (s30)山本 (s38)結城 (s43)山本・桑田・小川 (s45)稲 垣 (s46)矢澤 (s48)松 原 0老川・保

条・柏女・清水・尾鷲・丹治 (s49)関 (s54)増 田 (s59)鈴木 (h8)宮 0田 沢 (h9)石 岡・楓 (hll)

松尾 (h12)人見・勝井・大内 (h14)丹野 0石毛 (h15)遠藤・森 (h16)

2.平成 16年度役員人事



役員

顧間

名誉顧問

相談役

栗原  弘

奥山 茂樹

梁取  弘

岩谷 昭史

伊藤 清一

吉村  功

進藤 定夫

石束
'晃一

安井 高明

山本 純一

佐藤  勇

結城 教仁

片野 昭秀

矢澤 俊彦

市村 幹司郎

関  茂和

先生

先生

先生

先生

先生

(S26卒 )

(S30卒 )

(S34卒 )

(S37卒 )

(S38卒 )

(S40卒 )

(S43卒 )

(S44卒 )

(S48卒 )

(S50卒 )

(S54卒 )

幹事長

副幹事長

会計幹事

監査幹事

総務幹事

HP管理幹事

OBチーム三ヒ中子

高校コーチ

中学コーチ

宮 利政

増田 修久

鈴木 大輔

勝井 政博

熊谷 達範

関  茂和

冨部 直希

田沢  優

楓 淳一郎

石岡 宏太

松尾 佑樹

大内 隆成

田沢  優

石毛 達雄

大内 隆成

人見 将敏

森 禎二郎

小林 祐樹

(H9卒 )

(S59卒 )

(H6卒 )

(H14卒 )

(S54卒 )

(S54卒 )

(S43卒 )

(H9卒 )

(Hll卒 )

(Hll卒 )

(H12卒 )

(H14卒 )

(H9卒 )

(H15卒 )

(H14卒 )

(H14卒 )

(H16卒 )

(H16卒 )

会長

副会長

年度幹事

24年～27年

29年～30年

31年～32年

34年

35年

36年

37年

38年

39年

40年

41年

42年

43年

44準
「

45年

46年

吉村  功

進藤 定夫

明渡 久和

石束 晃一

平松 久和

三崎 哲郎

安井 高明

山本 純一

鈴木 康之

佐藤  勇

西山 祐二

片野 清昭

結城 教仁

片野 昭秀

小り|1宗男

西村  隆

松田 信彦

矢澤 俊彦

高塚 義弘

松下 和正

上野 雅資

老川 功明

野口 恭司

関  茂和

高浪 孝勝

鈴木 章弘

藤森 光章

清水 誠一

草野 昌行

津野 泰明

奈村 太久馬

和知 敏樹

小木曽和宏

和里田 聰

神波 泰夫

古野 徳一

鈴木 大輔

依田 秀則

鈴木  周

宮 利政

川原 希彦

楓 淳一郎

川原 尊徳

丸崎 玲

勝井 政博

川原 康朋

森 禎二郎

(26卒 )

(30卒 )

(31卒 )

47年

48年

49生F

50年

51年

52年

53年

54年

55年

56年

58年

59年

60年

61年

62年

63年

Hl年

H2年

H4年

H5年

H6年

H7年

H8年

H9年

H10年

HH年
H12年

H13年

H14年

H15年

H16年
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3.会計報告

平成 15年度 収支報告書

平成 15年 4月 1日 ～平成 16年 3月 31日

会計幹事 熊谷 達範(昭和 54年卒 )

` 関 茂和 (昭和 54年卒 )

監査   冨部 直希 (昭和 43年卒 )

平成 16年度 予算案

平成 16年 4月 1日 ～平成 17年 3月 31日

科目          金額 科目        金額
(支 出の部 )

春夏合宿援助費            ¥120,000
現役強化費               ¥90,000
通信費                 ¥80,000
荒川区大会参加費            ¥37,267
麻布定期戦費              ¥30,000
文房具費                ¥13,232
事務費 (アルハ

゛
イト代)           ¥57,000

慶弔費                 ¥23,000
幹事会費                ¥3,130
送金手数料               ¥3,630
盗年度繰越金            ¥2,853,030

(収入の部 )

前年度繰越金         ¥2,618,212
年会費             ¥603,000
署宇ホナ」む                           ¥80,000

受取利息             ¥9,o77

合計 ___               ¥3,310,289 合計           ¥3,310,289

科目         金額 科目        金額
(支 出の部 )

春夏合宿援助費            ¥120,000
現役強化費              ¥150,000
通信費                ¥100,000
荒川区大会参加費            ¥40,000
麻布定期戦費              ¥20,000
事務費 (アルハ

゛
イト代)           ¥30,000

慶弔費                 ¥20,000
幹事会費                ¥10,000
文房具費                ¥20,000
名簿発行費              ¥100,000
メ 多庫繰越金   _    ¥2,848,030

(収入の部 )

前年度繰越金         ¥2,853,030
年会費             ¥600,000
受取利息            ¥5,000

合計 _                      ¥3,458,030 合計             ¥3,458,030



4.開成クラブ戦績 (報告 :oBチーム主将 勝井 政博)

平成 15年度の荒川区の大会における開成クラブの戦績を報告させていただきます。この一年間に行わ

れた試合は春季大会、オープン大会、秋季大会、荒川区民大会の四つでした。春季大会と秋季大会に

ついては連動 したリーグ戦であり、オープン大会と区民大会は トーナメン ト方式で行われてお ります。

私がキャプテンを任 された当初はリーグ戦に関しては 2部に在籍 していました。

4/20に 荒川第二中学校にて開催 された春季大会では、北村 さん、宮さん、平松 さん、六角、丹野、

勝井というメンバーで臨みました。六角、丹野、勝井の二人は受験が明けてあまり日がたつていない

こともあり、不安材料を抱えての試合でした。

第一試合 vsア トムズクラブA
25-20, 25-16で 開成クラブの勝利 !

ア トムズクラブAは年齢層は 20代後半が中心のチームで、所 どころでいいプレーは出るもののスパイ

クカ、つなぎ共に脅威はなく、初戦のフォーメニションや トスの確認をする上では手頃な相手といえ

ました。宮さんと六角のクイックを合わせつつサィ ドの攻撃を使い、手こずることなく勝つ事が出来

ました。

第二試合 vs親和クラブB

25-17、 25-18で 開成クラブの勝利 !

親和クラブBも ア トムズクラブAと 似た感 じのチームで、決定的な強さに欠けているチームでした。

この試合ではレフ トの北村 さんと丹野を主体に攻め、北村さんのパワフルなスパイクの前には相手は

どうする事も出来ませんでした。この時点でリーグー位通過により1部昇格が決定 しました。

2部決勝 vs平和会

25-18、 25-21で 開成クラブの勝利 !2部優勝を果たしました。

平和会はこれまでの 2チームとは違い、若手が主体のチームで高さとパワーのあるチームであるとい

う印象を試合前に受けました。その事を受け、気を引き締め直 して決勝に臨みました。高さとパワー

があることは確かでしたが、技術的には粗い感もあり、宮さんと六角の高いブロックを前にしては得

点力は発揮されていませんでした。ブロックを恐れた軟打やフェイン トに対 しても機動力でしつかり

とカバーを行い地力勝ちしました。 これによって見事 2部優勝 1部昇格を果たしました。

6/29に荒り|1区 スポーツセンターで行われたオープン大会には北村 さん、平松 さん、丸崎さん、井日、

山崎、大内、石毛、丹野とい うメンバーで臨みました。

第一試合 vsア トムズクラブA
19-25、 18-25で 惨敗

この日はとにかくサーブカットが返 らなかったという一言に尽きました。その上丸崎さんも本来のレ

フ トではなく慣れないセンターでの出場 ということもあり、元来の力を発揮することができませんで

した。サーブカットが返つた時の攻撃は決まっていたものの、単発の攻撃になってしまい流れを呼び

込むことはできませんでした。

9/7に荒川区スポーツセンターで開催 された秋季大会には藤野さん、星野さん、植田、六角、勝井、
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そして残 りの不足メンバーニ人を補 う形で臨みました。春季大会と違つて 1部 ということもあり全く

もつて気が抜けない戦いが予想 されました。                    !
第一試合 vs平和会

25-22、 25-20で 開成クラブの勝利 !

春の大会の決勝で対戦 した平和会ですが、春 とは多少メンバーがかわり高さはむ しろ落ちていたよう

に感 じました。 しかしこちらの連携が上手くいかずサーブカットに苦 しみ序盤では終始 リー ドを奪わ

れ続けました。終盤にやっとカッ トが入るようになり、形が出来てくると連続得点を重ねて逆転に成

功。最後はそのまま押 し切 りました。内容は決 して良いものでなく、即席チームとい うことの不安材

料を感 じました。

第二試合 vsミ ッキーゼロA
20-25、 25-23、 11-15で 惜敗

ミッキーゼロAはセンター2枚が高くしっか りしていて、それを軸として両サイ ドを使ってくるチーム

でした。 1セ ットロの序盤からクイックを多用 してきてブロックの横を抜かれ、そ してレフ トスパイ

カーにはブロックがっき切れずにクロスを抜かれるとい う悪循環が続き、そのまま 1度 も追いつけず

に最初のセットをおとしました。2セ ットロはクイックに対するブロックのタイミングが次第に合って

きて要所要所でブロックが出たため、接戦ではありましたがなんとか勝つことが出来ました。最終セ

ットは 15点マッチと短かったのですが、序盤にサービスエースを取られて リー ドを奪われ、そのまま

主導権を取り返す間もなく負けてしまいました。結果的には 1勝 1敗で 1部に残留 しましたが、こち

らのチームの力と周 りのチームの力を冷静に見れば、優勝 しておか しくなかつたと思います。流れの

持ってき方を意識 した戦い方が出来なかったのが原因だつたように思います。

11/16に 荒川区スポーツセンターで開催 された区民大会は、大学の同好会 リーグ、医学部 リーグと時

期が重なつてしまい、メンバーを集めることが出来ませんでした。その為、やむを得ず棄権する形と

なりました。

こうしてキャプテンを務めさせていただいた一年間を振 り返ってみて感 じたことは、急遠集まった

即席チームでもここまで勝つ事が出来るとい うことはそれだけ個々の能力は高いのだとい うことです。

常に勝ち続けるにはチームとしてのたゆまぬ努力が必要ですが、このチームの場合はそ うもいきませ

ん。集まった選手達がその場その場でどのようにコミュニケーションをとり、随時修正 していく能力

が常に求められるのです。そのような能力を代々育んできた開成のバ レー部にはやはり愛着と感謝の

念を覚えずにはいられません。私はこの戦績の報告をもつてキャプテンを退き石毛(H15卒 )に その役

割を引き継ぎますが、今後とも支え.、 協力 していただけるようよろしくお願い致 します。

5。 開成高校戦績 (報告 :高校コーチ 大内 隆成 )

ンターハイ予

vs小金井2-0125-14,25-17]

vs田 園調布2-0{25-17,25-18}

vs筑波大付属0-2119-25、 22-251
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まだまだ作りたてのチームで一人一人のプレーヘの自覚が足りていませんでした。このときこのチームを強くす

るのには時間がかかると思いました。

vs芝浦工大付属2-O125-20,25-16〕

vs日 大鶴ヶ丘2-O125-22,25-191

vs荻窪2-0125-14,25-16]

vs城北2-0125-19,25-201

vs東亜0-2116-25,23-251

東京都ベスト16になることが関東への最低条件なのですが、今回の大会での僕の受けた印象ではちょうど

そのくらいの力の学校が多く、おそらく今年は都でベスト16になるのは骨が折れそうであるという印象を受け

ました。しかしレシーブ、そしてなによリセッターの力が伸びれば一気にうちが飛び出ることができそうです。

vs国学院2-0{25-9,25-20)

vs獨協2-0{25-13,25-15}

vs南多摩2-0{25-17,25-10}

vs城東2-0{25-20,25-22〕

vs目 黒学園0-2{20-25,19-251               .
Vs東海大菅生2-l125-22,20-25,25-211

東京都ベスト48となり、無事春の高校バレーの予選の参加資格を得ました。

菅生は第二支部優勝チームなので、そこに勝った点は評価したいのですが、日黒学園に負けた試合は精

神的甘さが露呈した試合であったと思います。

気持ちが乗らないと、プレーが甘くなり、ミスが目立ってきます。すると相手に流れが行つてしまい、精神的に

追い詰められ、チーム状態がぼろぼろになり、一回そうなると抜け出せなくなってしまうのです。そんなとき抜

け出すには精神的強さと、技術面ではキチッとしたサーブレシーブカが必要です。開成の高校生は相手が

強いチームでないと、集中力がかなり落ちてしまいます。常に、厳しくプレーをしていく必要があるでしょう。

またサーブレシーブがまだまだなので、この先の大会で上位を目指すにはそれを改善する必要があります

の高校バレー予

vs大森工業2-O125-19,25-201

vs駿台0-2{19-25,20-25〕

駿台には力負けしました。やはり強いサーブに弱く、レシーブを崩されると二段トスを打ち切れないので二段

トスを打ち切れるようにしていきたいと思いました。

vs日 大荏原2-O125-11,25-141

vs小平南2-O125-10,25-161

vs大崎2-0125-16,25-13〕
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vs羽村2-0125-18,25-18〕

vs農大一高2-1117-25,25-21,25-23}                    ・

vs安田0-219-25,13-251

三日目はベスト16のチームを4チァム4チームに分けて、それぞれリーグ戦をして、上位二校が関東にいけ

ます。

vs桜美林 0-2122-25,16-25〕

vs小山台 0-2{20-25,22-251

開成と日大一校が桜美林と小山台に負けて、桜美林と小山台が関東への切符を手に入れました。

高3はこの日をもつて引退しました。エースでキャプテンの浅川、セッターで部長の荒田、左利きのライトの岡

本が本当によくやっていて、下の学年を引つ張つてきたので、僕はここ数年の中では一番きつい練習メニュ

ーをやらせたと思いますが、どうにかここまでやれました。本当によく頑張つてくれたと思います。

一年間コーチをやって、OBの方々の応援に本当にお世話になりました。関東大会に行けなくて本当に申し

訳なく思います。僕にもつと力があればと…・僕としては反省ばかりの一年でしたが、選手が楽しそうにバレ

ーをやっていたのでそれが救いです。思い起こすと大変でしたが、楽しくていい一年でした。

6.開成中学戦績 (報告 :中学コーチ 森 禎二郎)

1脚癬魏

みなさんが中学生の頃に比べ、荒川区もチーム数がぐんと減って、現在は「荒川一中、荒川七中、

諏訪台中、尾久人幡中、朝鮮中、開成」の 6チームしかありません。中でも、荒川一中が強く、他は

横並びといった感じです。

春季大会

vs一中0-2{16-25,13-25)

vs朝鮮中0-2{25-12, 25-15}

vs人幡中2-0(25-23, 28-26}

人幡中との接戦をものにしたのは大きいと思いました。

春ブロック大会

vs東綾瀬中0-2{20-25,14-25}

vs御徒町台東中0-2{22-25,23-25)
vs尾久人幡中2-0{25-21,25-18)

夏季大会

vs一中0-2{20-25, 21-25}

vs諏訪台中0-2{17-25,16-25}

私学大会(夏)
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vs城ゴヒ中1-2{25-18, 17-25, 20-25}

この試合が土屋たちの中学最後の試合でした。みんながんばっていていいプレーがたくさん見ら

れたのですが、ほんの少しだけ及ばず。高校に入つてからよリー層期待できる内容でした。

シー ド権大会

vs諏訪台中0-2{10-25,11-25}

vs一中0-2{20-25,17-25)

vs七中0-2{20-25,18-25}

vs朝鮮中2-1(25-21, 25-17}

vs八幡中2-0(25-23,25-22)

まだまだ上の代が抜けて新チームでチームとしてばらばらでしたが、キャプテン島を中心として

盛り上げようとする意思は感 じました。

新人戦

vs一中0-2{16-25,13-25}

vs朝鮮中2-0{25-12,25-15}

vs人幡中2-0{25-23, 28-26}

チームとしてまず何をしたらよいかがわかりました。レシーブが今後の課題です。

冬季区民大会

vs諏訪台中0-2{13-25,19-25}

vs一中0-2{13-25,19-25}

vs七中1-2{25-23,18-25)

vs朝鮮中2-0{25-21,25-17}

vs人幡中2-0{25-23,25-22}

土屋の代で試合に出たのですが、久しぶりの試合ということでなかなか戸惑いがあつたようで、

不安定な内容でした。

冬大会

vs一中0-2{18-25,19-25}

vs朝鮮中1-2{25-20, 23-25, 21-25)

vs人幡中0-2{28-25, 20-25}

なんとか人数をそろえて試合に出られて、すべて負けはしましたが、その点はよかつたです。

中学は春合宿からやる気を増し少ない人数ながらがんばっている中に、新しい中一が沢山入つて

きて、活気が出てきました。期待できそうです。

7.近況報告 (敬称略)

・血糖値を気にしながら元気で過ごしております。バレーボール部の発展を祈っております。 (25



大瀧)

・目下、梅の木に登 り、害虫駆除を一枝毎に休み休み、少 しずつ楽 しんでやってぃます。最近は
群馬の上野村へ時折訪問し、味噌作 り・おきりこみ (う どん)野草の天ぶら等々山里の暮らし体
験もしています。 (26近藤和夫)

・晴耕雨読の日を送ってお ります。皆様のご活躍をお祈 りしております。 (27岡 部)

・体の部品があちこちがたっき医者通いが多くなりました。でも何とかやっています。本年小学
校同級の主治医が急死 し、悲 しみに落ち込んでいます。みなさんもどうか健康に注意ください。
(30宗近)

・小生, 66歳 となりましたが,cADや 現場管理などなど,働かせて頂けるのを幸いと感 じて
います。約 1年前になりますが,斎場へ向かう車窓より,一瞬でしたが母校の正門から中をのぞ
くことができ,部室や昼休みの状況など懐かしく思い出しました。同期の鎌田も亡くなり残念で
す。後輩の皆様のご活躍を期待 しています。 (31田村 )

・あと4～ 5年現役で仕事をするつもりでいます。すこししんどくなりましたが・ 。・。 (34石
東)

・三井物産の子会社の役員をやってぃます。通信用電線の製造会社で、所在地は新潟県小千谷市
です。現在は単身赴任生活を楽 しんでおります (35中 島)

。開成同年会内の集いでよく、昔話に花を咲かせています。 (35山 下)

0本来の弁護士業務に加えて雪印乳業 (株)監査役、東京女子医大倫理委員などの仕事に相当時
間を取られています。 (36小田木)            =
・5月 23日 に T&kの コンサー ト、6月 6日 にシャンソン教室発表会、6月 13日 お―もんコール演
奏会を行いました。 (37安井 )

・定年後、ス トレスの少ない生活を過ごしております。博物館、資料館等を回つたり、乗ったこ
とのない鉄道に乗つたりと出歩いています。 (37上 田)

・ 4月 20日 で定年を迎えました。年令で言えば還暦です。還暦 といってもまだまだバレーは現
役の積 りで、中学生 ?と 試合をするのを楽 しみにしていましたが、総会当日は定年祝いの会があ
つて出席できません。尚、当分は (湯島)で従来通 りの勤務を続けますので皆さんお立ち寄りく
ださい。 (38芥メ||)

・久しぶ りに全 日本の活躍がテレビで見ることができて嬉 しいですが、それにしても技術水準は
ますます高くなりました。開成の現在のチームも相当な物でしょぅね。 (43金森 )

0淑徳大学社会学部で児童福祉論を中心として社会福祉専門職の養成を行つています。子どもは
長男が社会人、次男が大学院生、長女が高校 3年生です。今 しばらくは、働かされ盛 りでバタバ
タしそうです。少 しずっ人生の着地点を見据えた人生設計を心がけたぃと思っています。皆様の
ご健勝を心よりお祈 り申し上げます。 (46柏女霊峰)

・昨年 11月 に大阪本社のダイキンエ業に転職 しました。当面単身赴任 となります。 (47勝田)

・昨年 6月 からウイーンに来ています。現在ヨーロッパは暗い冬が去 り、色とりどりの花が咲き
乱れています。ゥィーンに御出での節には是非ご一報を。 (49稲垣 )

・昨年末名古屋に転勤となり、慣れない営業で頑張つています。勿論単身赴任ですが、以前の鹿
島 (茨城)での単身に比べれば遥かに環境は良いです。 (49柏女浄照)

・昨年五月子会焦
への出向が解除され、親会社 (新 日鐵)へ復職 し、現在新素材 ビジネスを担当



しています。四月より新居 (三鷹)に移る予定です。 (49清水)

・シンガポール赴任後早くも 1年半が過ぎました。みなさまにはすっかりご無沙汰 しております。

連 日30℃を超えて四季の代わりに hot/hotter/hottestの 季節がある、といわれるうちの hottest

の季節を迎えておりますが、来星の機会がありましたら是非一声おかけください。 (50市村)

0中 一・高一に在校 し、総会で 「父母と先生の会」会長 となり、よく開成に行っています。 (52

老川 )

・相変わらず、忙 しい日々です。若いつもりですが、疲れもたまっているので、そろそろ人間 ド

ックでも一度お世話にならないといけないかなと思っているこの頃です。 (54井手本)

・相変わらず1亡 しい毎 日です。 (62山崎)

・ 7月 に結婚することになりました。土岐には子供が生まれた模様。 (H4神波 )

0眼科大学院生活 2年 目に入 りました。 (H6松浦)

・グラクソ・スミスクライン株式会社 という製薬会社で臨床開発をしています。 (H8伊藤隆司)

・大学院を卒業し、 4月 より城北高校で国語科教員をしてお ります。開成高校 とは早速練習試合

をしていただきました。今後定期的に試合をしていければと思つています。 (H9宮 )

・大学再受験により、現在東京医科歯科大学の 2年生です。 (H10金 )

・就職 して 2年 目となりました。そろそろ家を出て一人暮らしをしようかと考えているところで

す。 (10石井)

・職場の環境には慣れましたが、まだまだ足手まといの状態であり、がんばらねばと思つており

ます。 (H12渡辺)                    。

・最近は学部の本格的な授業を楽 しんでいますが、毎日とてつもなしVIStし さです。時間があれば、

また開成の練習にも顔を出したいと思つています。これからもよろしくお願い致 します。 (H13

丸崎 )

・開成の合宿や練習に行けず、OBと して申し訳ない今 日この頃です。バレーのほうは、毎週試

合があり大変ですが充実しています。また、北日本の大会が秋田主管であるのでその準備に追わ

れています。 (H13下山)

・このたび就職活動を行い、日本郵船株式会社に内々定をいただくことができました。これから

の 1年間は水泳部の活動を中心に、最後の大学生活を満喫できればと思ってお ります。 (H13中

り||)

・大学でテニス部をがんばってお ります。 (H13深作)

・必修以外の単位もそろい、近頃は週 4でバイ トをしたりしています。もちろん法学の勉強も精

一杯 しています。身体はなまる一方です。先 日の連体を利用して館山の方ヘサイクリングしてき

ました。ツッジがきれいでした。鼻の部分だけ日焼けしてみょうちくりんな感 じですが楽しかつ

たです。 (H14大 西)

8.会費納入のお願い

現役の支援および会員の交流を柱とするOB会の運営は OB諸兄の会費で成り立っています。最近の

現役の好成績もOBの皆様の陰ながらのご支援があってのことと思われます。年会費は社会人4,000円 、

学生 3,000円 です。5年分として 20,000円 まとめて納入頂けると幸いです。平成 16年度の会費が納入

済みの方には納入状況をお知らせする紙を同封しております。平成 16年度の会費が未納の方には振込
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"錫

聡縛11講報鮮諄師 力ヽ議m   (oB会 負担)。 なお会費納入にもかかわらず、振込用紙同封の行き違

いがありましたらご容赦願います。

振込先 : 郵便局       口座番号 :00100‐ 0‐50926    口座名 :開成学園ツト球部 OB会

あるいは

みずほ銀行 下谷支店   口座番号 :1041691    口座名 :開成学園排球部 OB会

*住所・メールア ドレス・勤め先等の変更の際のお願い並びに連絡不能者の情報提供のお願い

最近、OB会でもメールにての連絡を心がけてお ります。メールア ドレスをお持ちの方で葉書ではなく、

メールにての連絡でもよいとい う方は、ご面倒ではございますが、

宮 利政 (H9)  m_tossy@五 o.odnone.jp

の方までご連絡ください。今後、メールにての連絡に変更させていただきます。

また、このたび、名簿の改訂を行お うと思っております。つきましては住所等不明者のなかでお

心当たりのある方は連絡先等をご連絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。

ア ドレス :In_tossy@Fio,odn.ne=jp までメールでご連絡お願いいたします。

連絡不能者 (敬称略)

S30 石村 寛

34 澤田 富雄、渡辺 隆興

36 増田 邦彦

52 久保田 真一、西村 正克

55 深津 範寿

58 橋本 考司

59 河村 伸治

61 小杉 健、石森 明、花島 佳章

62 増田 真幸

63 高草 誠、和知 敏樹、横井 宏治、田中 泰三

H l 松川 広乗、小木曽 和宏

2 筒井 康二、小林 哲緒

4 中野 治郎  5 木本 直宏  7 岩田 有史 11 辻本 憲明
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