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ベルマーク収集のご協力のお願い
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
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っております
っております。
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。
お持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。
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なげるものです。情報交換会の後には毎回勉強会も実施しており、不動産のみならず、
なげるものです。情報交換会の後には毎回勉強会も実施しており、不動産のみならず、
情報交換会の後には毎回勉強会も実施しており、不動産のみならず、
相続・税務など様々な分野について講師の先生をお呼びし、講演いただいております。
相続・税務など様々な分野について講師の先生をお呼びし、講演いただいております。
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主に賃貸情報交換を目的として毎月第一金曜日に開催しております。情報交換だけでなく毎回テ
主に賃貸情報交換を目的として毎月第一金曜日に開催しております。情報交換だけでなく毎回テ

メーリングリスト（呼称“
メーリングリスト（呼称“ML”
”
）にはメールアドレスをお持ちの会員約 333 名が登録されています（2013
名が登録されています（
年

ーマを決めて意見交換をすることで
決めて意見交換をすることで
決めて意見交換をすることでこの会合を意義あるものにし、知識の充実、物件の成約へと
この会合を意義あるものにし、知識の充実、物件の成約へと
この会合を意義あるものにし、知識の充実、物件の成約へと

5 月現在）。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
。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
配信する

結びつけていく、という事を目的としています。

ことができます。
ことができます。ML の利用は、事務局からの勉強会やイベント開催のご案内のほか、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。

委員会のメンバーは建設業や設計業を仕事にしているメンバーを含め、建物やデザイン
委員会のメンバーは建設業や設計業を仕事にしているメンバーを含め、建物やデザイン
意匠に興味があるメンバーにて構成されています。昨年度は、
「
エコ賃貸住宅」の現場
意匠に興味があるメンバーにて構成されています。 昨年度は、
「エコ賃貸住宅」の現場
二幸産業㈱様をお招ねきし「最新ビルメンテナンス」の講演等々を実施いたし
視察会、
視察会、二幸産業㈱様をお招ねきし「最新ビルメンテナンス」の講演等々を実施いたし
今後の活動方針としては、委員会メンバーを含めた駿台会会員の「好奇心」や
ました。
ました。今後の活動方針としては、委員会メンバーを含めた駿台会会員の「好奇心」や
「探究心」を満足させられる課題を研究していきたいと思っております。
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建設・不動産駿台会のホームページにつきましては、使いやすくなるよう継続してリニューアルをしております。
これから行われる勉強会やイベントを載せておりますので詳細の確認をしたり、過去のイベントを写真を
交えて紹介しておりますので活動を振り返ったり等、どうぞご利用ください。
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年は 11 月 5 日(月)に、明治大学リバティー
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い、質疑応答を行っております。2012
質疑応答を行っております。
日
タワーの 1013 教室をお借りして開催されました。
150 名の現役学生の参加があり
教室をお借りして開催されました。150

＊会員の皆様で、転勤や転居などで連絡先が変更になる方は、下記にご連絡をお願いします。
電 話
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FAX 03-3518-0476
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メール
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〒101-0047
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ました。

建設・不動産駿台会の活性化を目的に活動しています。ホームページの作
会員間の交流の場として駿台会サロン
開催しております。
成のほか、
のほか、会員間の交流の場として
会員間の交流の場として駿台会サロンを開催
ております。

東京都千代田区内神田 1-16
16-10

(株)久保工内、清家宛（事務局）
久保工内、清家宛（事務局）
駿河台校舎裏の Restaurant Bar アミにて不定期開催。

事務局では、
事務局では、FAX 網やメーリングリストを構築しておりますので、弔事などの情報が入りましたら
＊事務局では、
ご連絡ください。

18:30
18:30～23:00 まで出入り自由で、飲食しながら、
職種や年齢の垣根を越えた交流が図れます。
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＜第二回＞ 2012 年 7 月 27 日（金）参加：31
日（金）参加： 名
＜第三回＞ 2013 年 3 月 8 日（金）参加：36
日（金）参加： 名

会員間の交流を目的としたイベントを企画・運営しています。イベントを通じて深まった交友関係が信頼
関係へと発展し、新たな仕事に結び付
関係へと発展し、新たな仕事に結び付いていくこと
ことを目的としています
としています。
。イベントは下記のとおりです。
イベントは下記のとおりです。

明治大学・福田就職支援部長、
明治大学・福田就職支援部長、MMC・本村会長、全国紫明クラブ・
・本村会長、全国紫明クラブ・

期日：平成 25 年 1 月 24 日（木）

上西会長
上西会長のご挨拶で始まった会は、
のご挨拶で始まった会は、恒例となりつつある
恒例となりつつあるバトン・リー
バトン・リー

場所：明治大学リバティータワー 23 階

ディング部の応援演舞や、
ディング部の応援演舞
野球部の紹介、チャリティーオークション

宮城浩蔵ホール
期日：平成 24 年 4 月 14 日（土）

明大 OB のまち歩きの達人
まち歩きの達人 小林一郎氏に
まち歩きの達人・小林一郎氏に

場所：両国～スカイツリー近辺

“こういう視点で建造物を見ながら歩くと
こういう視点で建造物を見ながら歩くと
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面白い というポイントを教わりながら、両
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太田会長より「チャリティー売上金は、東

参加：80
80 名

日本大震災被災地に寄付をする。その時限りではなく続けていくこと
が大事である」というお言葉をいただきました。
大事である」というお言葉をいただきました。
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列有名店で、馬刺し・レバ刺しなど
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レバ刺しなどを
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卒の若手がいましたら是

ながら懇親会を行いました。
ながら懇親会を行いました
を行いました

40 歳以下の若手を中心とした交流と勉強の会で

非、ご紹介ください
ご紹介ください!
ご紹介ください

賞、稲門会との若手合同会、肉の会など
肉の会など楽しいイベ
楽しいイベ

期日：平成 24 年 5 月 24 日（木）
23 階

ントもたくさんありました。
ントもたくさんありました

球部が紹介され、駿台会を盛り上げていく機運が高まりました。

もちろん、
もちろん、４０歳を過ぎていてもイベント参加大歓

岸本辰雄ホール・宮城浩蔵ホール
出席：64
出席： 名

岡会長

場所：明治大学リバティータワー

新会員の方々や新役員の紹介のほか、春に発足したばかりの野

麦 の会

す。2012
す。
年度は夏
年度は夏と冬の麦ゴルフ、花火大会鑑
と冬の麦ゴルフ、花火大会鑑

迎です！
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。

2012 年 3 月 7 日、ついにＵＲＥ
Ｌベースボールリーグが発足しま

“肉好き”を公言してはばから

した。現在 7 大学の会が参加して

ないメンバーが『肉の会』を立

います。
（駿台会、法政橙法会、立

ち上げました。肉（ニク）の語

期日：平成 24 年 8 月 25 日（土）

教 SB 会、日大桜門会、早稲田稲

呂合わせで29日に不定期開催。
呂合わせで 日に不定期開催。

場所： 明治神宮外苑ゴルフ練習場（一部）
、

門会、慶応三田会、中央白門会）

毎回いろいろな評判の店で肉を

日本青年館ホテルカフェレストラン

2012 年の駿台会の成績は、春季

囲みながら、食えや飲めやの大

『ベファーナ』
（二部）

リーグ・秋季リーグとも準優勝。

盛り上がり！他大学の会からも

野球を通じて他会との交流も深ま

毎回ご参加いただいておりま

っております。

す。肉好き
肉好きの方、お待ちしてい
の方、お待ちしてい

入会
入会希望者は、吉田・富沢まで！
希望者は、吉田・富沢まで！

ます！

参加：17
参加： 名
都心のゴルフ練習で一汗かいた後、緑に囲まれたガラス張りのレストランで
都心のゴルフ練習で一汗かいた後、緑に囲まれたガラス張りのレストランで、火照った体をクールダウン。
、火照った体をクールダウン。
ご夫婦参加が三組も
ご夫婦参加が三組もいらっしゃいました。
いらっしゃいました。
いらっしゃいました。ご家族での参加、大歓迎です！
ご家族での参加、大歓迎です！

「釣果にこだわらず、食べておいしい魚を釣ろう！」が

モットーです。

期日：平成 24 年 9 月 29 日（土）～
～30 日（日）
場所：箱根東亜荘

2012 年は箱根駅伝で
年は箱根駅伝で明治大学が
明治大学が 49 年ぶ

参加：14
参加： 名

り 3 位入賞ということで、車でコースの一
部を走り、箱根駅伝ミュージアム を楽しみ
部を走り、箱根駅伝ミュージアムを楽しみ
ました。箱根の関所や小田原城などの観光
名所もめぐり、有名そば店『はつ花』や国
府津駅前『相仙』でおいしい料理も堪能。
箱根東亜荘の温泉は気持ちよかったです！

年 2 回の定例釣り会と臨時の釣り会を開催しています。
釣った後にピチピチの魚料理で懇親会をしたりします。
初心者、女性大歓迎、ベテランが懇切丁寧にお教えいた

します
します。是非、釣り好きの皆様はご参加ください！！
是非、釣り好きの皆様はご参加ください！！

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。
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！

