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l会員の近海緩儀｜
松本充豊会員（情団）が ， 長即字国語大学外国語学部助教授に就任しました．
孫国鳳会員（博前97）が，『茅原華山と近代日本一民本主義を中心に』現代企画室， 2003年11月，
A5 版全3お頁， 定価4,500円 （糊卜予定）を上梓されました．

この夏， モスクワ勤務となり ， 代表幹事を同僚の伊藤兄に代 わってもらうことになりました. 10 年 ぶりのモス
クワは， 社会主義の廃境にショッピングセンターや西側プランド店が次々できて変貌に驚いています． ゼミの会
では， 横のつながりの重要さをいつも実感しました． 引き続き盛り上げてください．

名越健郎（Rn・時事通信社モスクワ支局）
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「中嶋ゼミの会」の会員の皆さまにおかれてはご健勝でご活躍のことと推察します．
さて ，fゼミの会」の代表幹事を務めていた名越健郎君（時事通信社勤務）がモスクワ支局長に栄転したため，

同じ職場に勤務するJj生に後任の大役が回ってきました
「ゼミの会jの先輩キ後輩の方々を少しは存じ上げているということで ， 中嶋先生のご指名を受けたものと受

け止めておりますが ， 長年お世話になった「ゼミの会」への恩返しの意味で ，浅学非才を顧みず ， お引き受けし
た次第です． 今後ともどうぞよろしくお願い致します．

名越前代表幹事の前任が演本 良一君（現 ，讃責新聞社中国総局長）で ，偶然のことながら ，昭和47 年（1972
年）に大学に入学したわれわれ3 人が「ゼミの会」代表幹事のバトンを引き継ぐことになりました． 演本 ， 名越
両君とも「ゼミの会」の活動計画立案に知恵を絞っていたのをよく承知していますので ，熱意だけでも両君に負
けないようにしたいと思っております．

引き続き ，fゼミの会Jには中嶋先生をはじめ ，「（老ではなく）熟・中・青」でバランスよく構成された幹事各
位がおられますので ， 今後の活動などについてはいろいろと相談に乗って頂けるものと確信しています．

『歴史と未刻の第2 6号出版に際して開かれた記念のパーティーでは ，職業も学科も違う中嶋ゼミ 出身の皆
さんと楽しいひと時が過ごせ ， 大学を卒業してからもこのような交流や再会 ， 出会いができる 喜びを感じたもの
です． まだ， 現役でご活躍中の中嶋先生の警咳に接しながら ， 多感な学生時代に「閉じ学問Jを志したゼミの先
輩 ， 後輩の方々と知的な交流のできる場として ，関係創立と協力しつつ ，「中嶋ゼミの会」の活動を盛り立ててい
きたいものです．

伊藤努（077・時事通信樹

2003年度より ， 中嶋ゼミの年会費は， 一一律3 千円となりました． つきましては ， 下記口座に2003年度会費を
納入いただきたく ， 宜しくお願い申し上げます．

また ， 2003年度会費とあわせて過年度分の会費（～·2002 年度）をお支払いいただける方は ， 会言畑当の山崎
直塩（nayam位＠sf7.釦引etne.jp）まで ，残額をご照会下さい．

会費のお振込先：
三井住友針子期烏克吉備番号6 93) 口座番号（普）4126456 
郵便局振替口座番号 00120-4-573462 いずれも「ゼミの会」宛

i会員名簿の改訂にご協力下さいi
今年1月発行のニュー ズレターNo.63 にて ， 会員名簿改訂のためのデータ更新のお願いを致しましたところ ，

一部会員の皆様より ， ご回答をいただきましたしかし ， 回答方法をE -mail と FAXのみとしたため， 回答率は
低いものに止まりました． そこで ， 同封の「中嶋ゼミの会」会員名簿珂データカードにて ， 再度 ， 名簿データを
お問い合わせしたく存じます． 既にご回答いただいた会員の皆様には二度手間となり恐縮ではございますが ，
12月旬日｛鉛必着で ，最新データをお知らせいただきたく ， 宜しくお願い申し上げます．

なお，E -mail またはFAXでのご回答は ， 下記までお勝、致します． その際の項目は ， データカードに準じたも
のとして下さい．

E-mail : nayam位＠sf7.釦・問tne.jp FAX : 03-3936-2723 b吋11,も， 山崎直也； 宛
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【収入の部1
項目

前年度繰越金
会費
利子
寄付
合宿黒字
原稿掲載料
収入合計

【支出の部】
項目

郵便・通信費
文具代
印刷代
人件費
その他
安宮容許

次年度繰越金

（期間： 2002 年4月1日～2003年3月31日， 単位：日 本円）

総収入金額
総支出金額
差引残額

1,373,239円
201,179円

1,172，侃O円

決算額 詳細
1,218,066 

61 000 
101郵貯89円／三井住友釣子12円

7,034幹事会
2,038 

85,000『歴史と未来』26号・17口
1 373 239 

決算額 詳細
139,740ニューズレターNo.61-63, 『歴史と未来』26号可�tc.

20,293封筒， インクカートリッジetc.
16,640ニューズレターNo.61-63etc.
21,000ニューズレター及び『歴史と未来』発送作業など

3,506弔電代：etc.

2柄:ITT
1,172,060三井住友銀行1411,269／郵便蹴口座刊5,000／郵便貯金位ゑ237／現金却，制

上記の通り ， ご報告申し上げ ます．
2003年 3月 31日 2002 年度会計 山崎 直塩

※なお， 上記の決算後に『歴史と未刺第2 6号の印刷栓（何万9,900円） を納入しました．

l情報求む｜
下記の会員の連絡先 をご存 知の方は， 事務局の山崎直也（E-mail: nayamaz@sf7.狩net.ne伊または
FAX : 03 -3936-2723） までお 知らせ下さい． ゼミの会からの郵便物が不達となっております．

川瀬義和（074）， 島田博（R74），新中 満明（C78）， 大山玲子（F79），杉田明（E79）， 山口通喜 （C81),
山田英典 （C81) , Maria Lour叫es San Juan Gabriel (J82）， 田島典子（C82）， 望月克哉（博前84）， 久
住祥子（句5），国原湖宮（F飴）， ゴイ・ユーウェンU飴）， 庄野晃彦（U邸）， 南いずみ(lm87）， 桐
原結子幌89）， 甲斐柴ー（C90）， 高木里絵（$90）， 高橋英理（Po90）， 四ツ谷知昭（関0）， 湯口雅
子（E91），瀬尾知宏（C91）， 横山英（C91）， 吉川直矢（C91）， 浜田隆(V91）， 曹凌雲（博前91),
丙寂（博前91），佐々オ重人（F92）， 呉聖民（J92）， 中 野洋美（R92），安藤宏太（$93）， 野津康二（lm93),
プルナ・ラタナ・サキャ（J93），鈴木一之（博前例）， 松井美樹（C95），孫換貴（情団）， 木元尚志
(ln96）， 小本機器里U司析J (J96），梅野陽子（K96）， 申亜敏（博前97）， 具永鳩（博前97），小早川恭

子（F97）， 山口裕美子（$97）， 畑山法道（$98），鈴木一散（$99)
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