
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事
務
局 

アドレスをお持ちの会員約

5

メールを送信することで登録されている会員に一

斉にメッセージを配信することが出来ます。

このたび、大学不動産連盟では東日本大震災の被災地支援のため、ベルマークの収集を行うこととなりました。

昔懐かしいベル

連盟総会に先立ち、当会の総会にてもベルマークの収集を呼びかけたいと思います。

おもちいただきましたベルマークは、ＵＲＥＬを通じて被災地に寄付させていただきます。

ご協力をお願いします。

 

なお引き続き、義捐金のご協力もお願いします。

【義捐金送金口座】

■銀行名：みずほ銀行

■口座番号：普通

■口座名義：建設・不動産駿台会（ケンセツフドウサンスンダイカイ）

（※お振込みの際は、お振込名義の前または後ろに「ギエン」という文言を入れていただきますようお願いいたします。）

少しでも多くの会員の皆様にご協力をいただきたくお願い申し上げます。

 メーリングリストでより広く、よりスピーディな情報伝達を。

           

■会員の皆様で、転勤や転居等で連絡先が変更になる皆様は、下記にご連絡をお願いします。

 

■事務局では、

したらご連絡下さい。
                     
 

事
務
局 

メーリングリスト（略称「

アドレスをお持ちの会員約

5月現在）されています。そして、上記アドレスに

メールを送信することで登録されている会員に一

斉にメッセージを配信することが出来ます。

このたび、大学不動産連盟では東日本大震災の被災地支援のため、ベルマークの収集を行うこととなりました。

昔懐かしいベルマークですが、今でも点数を集めることにより学用品の購入などに役立てることができます。

連盟総会に先立ち、当会の総会にてもベルマークの収集を呼びかけたいと思います。

おもちいただきましたベルマークは、ＵＲＥＬを通じて被災地に寄付させていただきます。

ご協力をお願いします。

なお引き続き、義捐金のご協力もお願いします。

【義捐金送金口座】

■銀行名：みずほ銀行

■口座番号：普通

■口座名義：建設・不動産駿台会（ケンセツフドウサンスンダイカイ）

（※お振込みの際は、お振込名義の前または後ろに「ギエン」という文言を入れていただきますようお願いいたします。）

少しでも多くの会員の皆様にご協力をいただきたくお願い申し上げます。

建設・不動産駿台会

リニューアルをしております。

既に一部リニューアルが完了しておりますので、是非、ご利用ください。

メーリングリストでより広く、よりスピーディな情報伝達を。

           

事

東日本大震災支援

■会員の皆様で、転勤や転居等で連絡先が変更になる皆様は、下記にご連絡をお願いします。

 

電 話  

ﾒｰﾙ 

住 所  

■事務局では、ＦＡＸ網やメーリングリスト

したらご連絡下さい。
                     

メーリングリスト（略称「

アドレスをお持ちの会員約

月現在）されています。そして、上記アドレスに

メールを送信することで登録されている会員に一

斉にメッセージを配信することが出来ます。

東日本大震災チャリティー

このたび、大学不動産連盟では東日本大震災の被災地支援のため、ベルマークの収集を行うこととなりました。

マークですが、今でも点数を集めることにより学用品の購入などに役立てることができます。

連盟総会に先立ち、当会の総会にてもベルマークの収集を呼びかけたいと思います。

おもちいただきましたベルマークは、ＵＲＥＬを通じて被災地に寄付させていただきます。

ご協力をお願いします。 

なお引き続き、義捐金のご協力もお願いします。

【義捐金送金口座】 

■銀行名：みずほ銀行 神田支店

■口座番号：普通 No.1028652

■口座名義：建設・不動産駿台会（ケンセツフドウサンスンダイカイ）

（※お振込みの際は、お振込名義の前または後ろに「ギエン」という文言を入れていただきますようお願いいたします。）

少しでも多くの会員の皆様にご協力をいただきたくお願い申し上げます。

建設・不動産駿台会HP

リニューアルをしております。

既に一部リニューアルが完了しておりますので、是非、ご利用ください。

メーリングリストでより広く、よりスピーディな情報伝達を。

kf-sundaikai@yahoogroups.j

           

事 務 

東日本大震災支援

■会員の皆様で、転勤や転居等で連絡先が変更になる皆様は、下記にご連絡をお願いします。

  ０３－３５１８－０４７５

 sugiyama@kuboco.co.jp

  〒101-0047

 ㈱久保工内

ＦＡＸ網やメーリングリスト

したらご連絡下さい。 

                     

メーリングリスト（略称「ML」）には、メール

アドレスをお持ちの会員約332名が登録（

月現在）されています。そして、上記アドレスに

メールを送信することで登録されている会員に一

斉にメッセージを配信することが出来ます。

東日本大震災チャリティー

このたび、大学不動産連盟では東日本大震災の被災地支援のため、ベルマークの収集を行うこととなりました。

マークですが、今でも点数を集めることにより学用品の購入などに役立てることができます。

連盟総会に先立ち、当会の総会にてもベルマークの収集を呼びかけたいと思います。

おもちいただきましたベルマークは、ＵＲＥＬを通じて被災地に寄付させていただきます。

なお引き続き、義捐金のご協力もお願いします。

神田支店 

No.1028652 

■口座名義：建設・不動産駿台会（ケンセツフドウサンスンダイカイ）

（※お振込みの際は、お振込名義の前または後ろに「ギエン」という文言を入れていただきますようお願いいたします。）

少しでも多くの会員の皆様にご協力をいただきたくお願い申し上げます。

HPにつきましては、さらに使い易くなるよう継続して

リニューアルをしております。 

既に一部リニューアルが完了しておりますので、是非、ご利用ください。

メーリングリストでより広く、よりスピーディな情報伝達を。

sundaikai@yahoogroups.j

           ＨＰについて。

http://kf

 局 か

東日本大震災支援

■会員の皆様で、転勤や転居等で連絡先が変更になる皆様は、下記にご連絡をお願いします。

０３－３５１８－０４７５

sugiyama@kuboco.co.jp

0047 東京都千代田区内神田

㈱久保工内 杉山

ＦＡＸ網やメーリングリスト

                     

」）には、メール

名が登録（2012年

月現在）されています。そして、上記アドレスに

メールを送信することで登録されている会員に一

斉にメッセージを配信することが出来ます。 

東日本大震災チャリティー

このたび、大学不動産連盟では東日本大震災の被災地支援のため、ベルマークの収集を行うこととなりました。

マークですが、今でも点数を集めることにより学用品の購入などに役立てることができます。

連盟総会に先立ち、当会の総会にてもベルマークの収集を呼びかけたいと思います。

おもちいただきましたベルマークは、ＵＲＥＬを通じて被災地に寄付させていただきます。

なお引き続き、義捐金のご協力もお願いします。 

■口座名義：建設・不動産駿台会（ケンセツフドウサンスンダイカイ）

（※お振込みの際は、お振込名義の前または後ろに「ギエン」という文言を入れていただきますようお願いいたします。）

少しでも多くの会員の皆様にご協力をいただきたくお願い申し上げます。

につきましては、さらに使い易くなるよう継続して

既に一部リニューアルが完了しておりますので、是非、ご利用ください。

 

メーリングリストでより広く、よりスピーディな情報伝達を。

sundaikai@yahoogroups.j

ＨＰについて。

http://kf-sdk.com/
 

 

 

 

か ら お

東日本大震災支援

■会員の皆様で、転勤や転居等で連絡先が変更になる皆様は、下記にご連絡をお願いします。

０３－３５１８－０４７５  

sugiyama@kuboco.co.jp

東京都千代田区内神田

杉山 慎二宛

ＦＡＸ網やメーリングリストを構築しておりますので、

                     会報発行人：太田裕康

 ML の利用は、事務局からの開催のご案内の他、会員

の皆様相互での情報伝達ツールとしてご利用いただけま

す。「広く会員間に告知したいこと」や「協力を仰ぎたい

こと」など、皆様お一人お一人のご活用をしてください。

東日本大震災チャリティー ベルマーク収集ご協力のお願い

このたび、大学不動産連盟では東日本大震災の被災地支援のため、ベルマークの収集を行うこととなりました。

マークですが、今でも点数を集めることにより学用品の購入などに役立てることができます。

連盟総会に先立ち、当会の総会にてもベルマークの収集を呼びかけたいと思います。

おもちいただきましたベルマークは、ＵＲＥＬを通じて被災地に寄付させていただきます。

■口座名義：建設・不動産駿台会（ケンセツフドウサンスンダイカイ）

（※お振込みの際は、お振込名義の前または後ろに「ギエン」という文言を入れていただきますようお願いいたします。）

少しでも多くの会員の皆様にご協力をいただきたくお願い申し上げます。

につきましては、さらに使い易くなるよう継続して

既に一部リニューアルが完了しておりますので、是非、ご利用ください。

メーリングリストでより広く、よりスピーディな情報伝達を。

sundaikai@yahoogroups.j

ＨＰについて。            

sdk.com/

お 知 ら

東日本大震災支援のお願

■会員の皆様で、転勤や転居等で連絡先が変更になる皆様は、下記にご連絡をお願いします。

  FAX ０３－３５１８－０４７６

sugiyama@kuboco.co.jp

東京都千代田区内神田1-16-

慎二宛（事務局長）

を構築しておりますので、

発行人：太田裕康

の利用は、事務局からの開催のご案内の他、会員

の皆様相互での情報伝達ツールとしてご利用いただけま

す。「広く会員間に告知したいこと」や「協力を仰ぎたい

こと」など、皆様お一人お一人のご活用をしてください。

ベルマーク収集ご協力のお願い

このたび、大学不動産連盟では東日本大震災の被災地支援のため、ベルマークの収集を行うこととなりました。

マークですが、今でも点数を集めることにより学用品の購入などに役立てることができます。

連盟総会に先立ち、当会の総会にてもベルマークの収集を呼びかけたいと思います。

おもちいただきましたベルマークは、ＵＲＥＬを通じて被災地に寄付させていただきます。

■口座名義：建設・不動産駿台会（ケンセツフドウサンスンダイカイ） 

（※お振込みの際は、お振込名義の前または後ろに「ギエン」という文言を入れていただきますようお願いいたします。）

少しでも多くの会員の皆様にご協力をいただきたくお願い申し上げます。 

につきましては、さらに使い易くなるよう継続して

既に一部リニューアルが完了しておりますので、是非、ご利用ください。

メーリングリストでより広く、よりスピーディな情報伝達を。

sundaikai@yahoogroups.j

            

sdk.com/ 

ら せ 

願い 

■会員の皆様で、転勤や転居等で連絡先が変更になる皆様は、下記にご連絡をお願いします。

０３－３５１８－０４７６

sugiyama@kuboco.co.jp 

-10 

（事務局長）  

を構築しておりますので、

発行人：太田裕康 編集人：事務局

の利用は、事務局からの開催のご案内の他、会員

の皆様相互での情報伝達ツールとしてご利用いただけま

す。「広く会員間に告知したいこと」や「協力を仰ぎたい

こと」など、皆様お一人お一人のご活用をしてください。

ベルマーク収集ご協力のお願い

このたび、大学不動産連盟では東日本大震災の被災地支援のため、ベルマークの収集を行うこととなりました。

マークですが、今でも点数を集めることにより学用品の購入などに役立てることができます。

連盟総会に先立ち、当会の総会にてもベルマークの収集を呼びかけたいと思います。 

おもちいただきましたベルマークは、ＵＲＥＬを通じて被災地に寄付させていただきます。 

（※お振込みの際は、お振込名義の前または後ろに「ギエン」という文言を入れていただきますようお願いいたします。）

につきましては、さらに使い易くなるよう継続して 

既に一部リニューアルが完了しておりますので、是非、ご利用ください。 

メーリングリストでより広く、よりスピーディな情報伝達を。

sundaikai@yahoogroups.jp 

            

 

■会員の皆様で、転勤や転居等で連絡先が変更になる皆様は、下記にご連絡をお願いします。

０３－３５１８－０４７６

 

を構築しておりますので、弔事等の情報が入りま

事務局 杉山・清家・岩崎

の利用は、事務局からの開催のご案内の他、会員

の皆様相互での情報伝達ツールとしてご利用いただけま

す。「広く会員間に告知したいこと」や「協力を仰ぎたい

こと」など、皆様お一人お一人のご活用をしてください。

ベルマーク収集ご協力のお願い 

このたび、大学不動産連盟では東日本大震災の被災地支援のため、ベルマークの収集を行うこととなりました。

マークですが、今でも点数を集めることにより学用品の購入などに役立てることができます。

（※お振込みの際は、お振込名義の前または後ろに「ギエン」という文言を入れていただきますようお願いいたします。）

建設・不動産駿台会

会長

メーリングリストでより広く、よりスピーディな情報伝達を。

            

■会員の皆様で、転勤や転居等で連絡先が変更になる皆様は、下記にご連絡をお願いします。

０３－３５１８－０４７６ 

弔事等の情報が入りま

杉山・清家・岩崎

の利用は、事務局からの開催のご案内の他、会員

の皆様相互での情報伝達ツールとしてご利用いただけま

す。「広く会員間に告知したいこと」や「協力を仰ぎたい

こと」など、皆様お一人お一人のご活用をしてください。 

このたび、大学不動産連盟では東日本大震災の被災地支援のため、ベルマークの収集を行うこととなりました。 

マークですが、今でも点数を集めることにより学用品の購入などに役立てることができます。 

（※お振込みの際は、お振込名義の前または後ろに「ギエン」という文言を入れていただきますようお願いいたします。） 

建設・不動産駿台会

会長 太田裕康

メーリングリストでより広く、よりスピーディな情報伝達を。  

             

■会員の皆様で、転勤や転居等で連絡先が変更になる皆様は、下記にご連絡をお願いします。 

弔事等の情報が入りま

杉山・清家・岩崎 

 

 

建設・不動産駿台会 

太田裕康 を知りたい方は、事務局にお問い合わせ下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第27

 期日：平成

場所：

出席：

 

■研修旅行会

期日：平成

場所：静岡県「中伊豆ワイナリーヒルズ」

出席：

 

■納涼会「夜空を見上げてみよう」

期日：平成

 場所：池袋サンシャイン＆西武本店屋上

 出席：

 

総会では、前期の活動報告や会計報告の承認、今期の活動計画や予算の承認を行っています。昨年の承認事項

を知りたい方は、事務局にお問い合わせ下さい。

27回定期総会

期日：平成23

場所：明治大学リバティータワー

 岸本辰雄記念ホール

出席：65名 

■研修旅行会 

期日：平成23年

場所：静岡県「中伊豆ワイナリーヒルズ」

出席：19名 

■納涼会「夜空を見上げてみよう」

期日：平成23

場所：池袋サンシャイン＆西武本店屋上

出席：22名 

総会では、前期の活動報告や会計報告の承認、今期の活動計画や予算の承認を行っています。昨年の承認事項

を知りたい方は、事務局にお問い合わせ下さい。

回定期総会 

23年5月26日（木）

明治大学リバティータワー

岸本辰雄記念ホール

年10月29日（土）～

場所：静岡県「中伊豆ワイナリーヒルズ」

■納涼会「夜空を見上げてみよう」

23年8月27

場所：池袋サンシャイン＆西武本店屋上

 

総会では、前期の活動報告や会計報告の承認、今期の活動計画や予算の承認を行っています。昨年の承認事項

を知りたい方は、事務局にお問い合わせ下さい。

26日（木） 

明治大学リバティータワー23

岸本辰雄記念ホール 

日（土）～30日（日）

場所：静岡県「中伊豆ワイナリーヒルズ」

■納涼会「夜空を見上げてみよう」 

27日（土） 

場所：池袋サンシャイン＆西武本店屋上

総会では、前期の活動報告や会計報告の承認、今期の活動計画や予算の承認を行っています。昨年の承認事項

を知りたい方は、事務局にお問い合わせ下さい。 

23階 

日（日） 

場所：静岡県「中伊豆ワイナリーヒルズ」 

 

 

場所：池袋サンシャイン＆西武本店屋上 

総会では、前期の活動報告や会計報告の承認、今期の活動計画や予算の承認を行っています。昨年の承認事項

今年の納涼会は「たまにはじっくり夜空を見上げて

みようよ！」ということで池袋サンシャイン屋上に

ある『プラネタリウム満天』で昔とは全く違う最新

技術のプラネタリウムを堪能。満天の星空に酔いし

れた後は･･･池袋西武屋上のビアテラスでビールに

酔いしれました。

 

3月11日に発生した東日本大震災の被災者を支援す
るため、定期総会後の懇親会におきまして、義捐金
を募りました。
会としましては、引き続き被災者の方々を支援する
予定です。

風光明媚な中伊豆の地で、野球部の合宿と合同の旅

行となりました。他大学の方々も招いて、みっちり

と練習を行った後は、温泉と宴会を楽しみました。

総会では、前期の活動報告や会計報告の承認、今期の活動計画や予算の承認を行っています。昨年の承認事項

今年の納涼会は「たまにはじっくり夜空を見上げて

みようよ！」ということで池袋サンシャイン屋上に

ある『プラネタリウム満天』で昔とは全く違う最新

技術のプラネタリウムを堪能。満天の星空に酔いし

れた後は･･･池袋西武屋上のビアテラスでビールに

酔いしれました。 

日に発生した東日本大震災の被災者を支援す
るため、定期総会後の懇親会におきまして、義捐金
を募りました。 
会としましては、引き続き被災者の方々を支援する
予定です。 

風光明媚な中伊豆の地で、野球部の合宿と合同の旅

行となりました。他大学の方々も招いて、みっちり

と練習を行った後は、温泉と宴会を楽しみました。

総会では、前期の活動報告や会計報告の承認、今期の活動計画や予算の承認を行っています。昨年の承認事項

今年の納涼会は「たまにはじっくり夜空を見上げて

みようよ！」ということで池袋サンシャイン屋上に

ある『プラネタリウム満天』で昔とは全く違う最新

技術のプラネタリウムを堪能。満天の星空に酔いし

れた後は･･･池袋西武屋上のビアテラスでビールに

 

日に発生した東日本大震災の被災者を支援す
るため、定期総会後の懇親会におきまして、義捐金

会としましては、引き続き被災者の方々を支援する

風光明媚な中伊豆の地で、野球部の合宿と合同の旅

行となりました。他大学の方々も招いて、みっちり

と練習を行った後は、温泉と宴会を楽しみました。

総会では、前期の活動報告や会計報告の承認、今期の活動計画や予算の承認を行っています。昨年の承認事項

今年の納涼会は「たまにはじっくり夜空を見上げて

みようよ！」ということで池袋サンシャイン屋上に

ある『プラネタリウム満天』で昔とは全く違う最新

技術のプラネタリウムを堪能。満天の星空に酔いし

れた後は･･･池袋西武屋上のビアテラスでビールに

日に発生した東日本大震災の被災者を支援す
るため、定期総会後の懇親会におきまして、義捐金

会としましては、引き続き被災者の方々を支援する

風光明媚な中伊豆の地で、野球部の合宿と合同の旅

行となりました。他大学の方々も招いて、みっちり

と練習を行った後は、温泉と宴会を楽しみました。

総会では、前期の活動報告や会計報告の承認、今期の活動計画や予算の承認を行っています。昨年の承認事項

今年の納涼会は「たまにはじっくり夜空を見上げて

みようよ！」ということで池袋サンシャイン屋上に

ある『プラネタリウム満天』で昔とは全く違う最新

技術のプラネタリウムを堪能。満天の星空に酔いし

れた後は･･･池袋西武屋上のビアテラスでビールに

日に発生した東日本大震災の被災者を支援す
るため、定期総会後の懇親会におきまして、義捐金

会としましては、引き続き被災者の方々を支援する

平成24

第45号

風光明媚な中伊豆の地で、野球部の合宿と合同の旅

行となりました。他大学の方々も招いて、みっちり

と練習を行った後は、温泉と宴会を楽しみました。 

今年の納涼会は「たまにはじっくり夜空を見上げて

みようよ！」ということで池袋サンシャイン屋上に

ある『プラネタリウム満天』で昔とは全く違う最新

技術のプラネタリウムを堪能。満天の星空に酔いし

れた後は･･･池袋西武屋上のビアテラスでビールに

日に発生した東日本大震災の被災者を支援す
るため、定期総会後の懇親会におきまして、義捐金

会としましては、引き続き被災者の方々を支援する

24年5月 

号 

 



明治大学在校生向けの建設・不動

産業界就職支援セミナーを今年

も開催しました。就職の厳しい

折、会場には260名もの学生が詰

めかけ、講師の話に熱心に聞き入

り、活発な質疑応答が続きまし

た。本会は「就職に強い明治」を

支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■みかん狩り 

 期日：平成24年2月4日（土） 

 場所：伊豆下田『望月農園』 

 出席：19名 

好評いただいていました『望月農園みかん狩り』が復

活しました。望月前会長ご所有のみかん畑で「取り放

題、食べ放題、持ち帰り放題」と贅沢なひと時を楽し

みました。  

■麦の会「ＭＵ-40」 

  
40 歳以下の若手を中心にした交流と勉強の会

です。ということで定期的に集まっては楽しい飲

み会も開催しています。 

今年も飲み会の他、ゴルフ大会や「肉の会」など

盛り上がりました。 

是
非
、
若
手
の
社
員
の
方
や
お
取
引

先
の
明
大
卒
の
若
手
の
方
を
お
誘

い
下
さ
い
！ 

■同好会「釣りの会」 

１年間に３～５回程度開催されています。釣りの

後には、釣った魚をさばいて懇親も含めた食事会も

実施しています。また、ＧＷの時期頃には、１泊２

日で伊豆諸島の島々で釣り三昧とその島の美酒に

酔うことも楽しみになっています。 

是非、釣り好きの皆様ご参加下さい。 

初 心 者 大 歓

迎！超ベテラン

会員が懇切丁寧

にご指導します。 

魚のさばき方も

教えます！ 

■委員会の活動 

会では、釣りの会、野球部等その他の同好会活動も企画立案できます。是非、役員会等でご提案下さい。 

例えば、音楽関係、旅行、ウォーキング、食べ歩き、ツーリング、田舎暮らし体験、 
ガーデニング等々会員同志の親睦を深めて下さい。お待ちしています！ 

業種・業態・年齢を超えた親睦を深め

る目的で企画された会です。18時～23

時まで出入り自由の語らいの会に総勢

40 名のご参加をいただき大盛況でし

た。第二回も皆様ぜひご参加ください。 

 

■駿台会サロン2012 

 期日：平成24年3月16日（金） 

 場所：レストランバー アミ 

 出席：40名 

■新年賀詞交歓会 

 期日：平成24年1月26日（木） 

 場所：明治大学校友会館「紫紺館」 

 出席：80名 

 

当日は寒風吹きすさぶ中、80名の方々にご参加い

ただき、新年にふさわしい盛大な会となりまし

た。お楽しみイベントとしては現役明治女子大生

のチアリーダー5名が元気なチアリーディングを

披露してくださり、会場は大盛り上がり！沢山の

元気をもらえました。 

建設設計委員会が主催する勉強会 不動産流通委員会が主催する情報交換会・セミナー 

■仕事セミナー 

 期日：平成23年11月21日（月） 

 場所：明治大学リバティタワー1階リバティホール 

 出席：260名 

■駿台会「野球部」 

  
3月7日、ついにＵＲＥＬベースボールリーグが発足しました。 

（駿台会、法政橙法会、立教 SB 会、日大桜門会、早稲田稲門

会、慶応三田会）リーグ優勝目指して熱戦が繰り広げられます。 

みんなで明治を応援しましょう！ 

■平成 20

年定期総会 

 期日：平


