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ボーリングで

おいしいお肉でバーベキュー♪
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ボーリングで

おいしいお肉でバーベキュー♪

期日：平成 25

場所：明治大学

出席：67 名 

期日：平成 2

場所：御殿場「ハラマチロッジ」

参加：11 名

期日：平成 25

場所：東京ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｯﾄﾀｳﾝ

The Canteen 

参加：19 名 

期日：平成 2

場所：明治大学中野キャンパス

～中野駅前再開発地区

～中野ブロードウェイ

参加：19 名

期日：平成

場所：国立競技場

参加：39 名

＜第六回＞ 

 

承認事項を知りたい方は、事務局にお問い合わせ下さい。

会員間の交流を目的としたイベントを企

関係へと発展し、新たな仕事に結び付

ボーリングでは楽しく一汗かいた後、

おいしいお肉でバーベキュー♪

5 年 5 月 23

場所：明治大学 校友会館

 

25 年 9 月 28

場所：御殿場「ハラマチロッジ」

名 

5 年 8 月 24

場所：東京ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｯﾄﾀｳﾝ

The Canteen ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ

 

25 年 4 月 6

明治大学中野キャンパス

中野駅前再開発地区

～中野ブロードウェイ

期日：平成 25 年 12 月

国立競技場 

名 

 2014 年 3 月

 

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。

会員間の交流を目的としたイベントを企

関係へと発展し、新たな仕事に結び付

一汗かいた後、

おいしいお肉でバーベキュー♪ 交流を深めました。

3 日（木） 

校友会館 紫紺館 3

28 日（土）～

場所：御殿場「ハラマチロッジ」

24 日（土） 

場所：東京ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｯﾄﾀｳﾝ ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（一部）

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ BBQ

6 日（土） 

明治大学中野キャンパス 

中野駅前再開発地区 

～中野ブロードウェイ 

月 1 日（日）

月 20（木）参加

   

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
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交流を深めました。
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盛り沢山な旅行となりました。

春の嵐の中、

しゃれな明治大学

き、その後、昭和のにおいをぷん

ぷんさせた中野ブロードウェイを

闊歩。懇親会も盛り上がりました。

） 
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サイド』を熱唱して、感動！
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 丹羽政彦様に講演会をお願
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2012

ベースボールリーグ

と二回のリーグ戦が開催されてい

ます。

います（駿台会、法政橙法会、立

教 SB

門会、慶応三田会、中央白門会）

野球を通じて他会との交流を深め

ています。

入会

40 歳以下の若手を中心とした交流の会です。
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場所：明治大学
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「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
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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。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。

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、

12 年 3 月

ベースボールリーグ

と二回のリーグ戦が開催されてい

ます。現在 7 大学の会が参加して

います（駿台会、法政橙法会、立

SB 会、日大桜門会、早稲田稲

門会、慶応三田会、中央白門会）

野球を通じて他会との交流を深め

ています。 

入会希望者は、

歳以下の若手を中心とした交流の会です。

大学との若手合同会、肉の会など

４０歳を過ぎていてもイベント参加大歓迎です！
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場所：明治大学 校友会館

67 名 
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希望者は、岡まで！ 
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