
「明建会 60 周年記念祭」への参加のお願い 

2011 年 2 月吉日 
各位 

明治大学理工学部建築学科 
学 科 長 園田眞理子 
明建会会長 菊池 雅史 
実行委員長 平川  清  

拝啓 
 各位におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 
  

 さて，わが明治大学理工学部建築学科は 1949 年に創設され，その卒業生をもって構成され

る明建会は，2011 年 3 月には 60 回生を輩出するに至りました。 
  

 建築学科ならびに明建会では，これを記念するとともに，これからの明治大学建築学科な

らびに明建会とその会員の発展を期し，「明建会 60 周年記念祭」を開催する運びとなりまし

た。「明建会 60 周年記念祭」では，内田祥哉先生の講演，建築産業界で活躍している卒業生

と学科教員との座談会，卒業生等による設計パネル展および懇親会を行う予定です。 
  

別紙に当日のプログラムを同封致しますので，貴殿におかれましては，ご多忙の折り誠に

恐縮ではありますが，開催趣旨にご賛意頂き，「明建会 60 周年記念祭」への参加をお願い申

し上げます。参加された方には，「60 周年記念祭」の記念冊子を当日配布致します。冊子は，建

築学科の略史と現状，当日の記念講演のレジュメ，企業広告，名刺広告で構成される予定です。 
  

 参加方法といたしましては，“記念祭当日の参加”，“記念冊子への名刺広告掲載”，“パネル

展への出展”を用意しております。また，「明建会 60 周年記念祭」への参加が困難で，明建

会の発展のため「明建会 60 周年記念祭」への賛意を頂ける方には，“賛助会員”として参加

いただく方法も用意しております。なお，賛助会員の方，名刺広告掲載のみ参加の方には，

記念冊子を後日郵送いたします。 
  

つきましては，別紙同封いたしました申込用紙に所定の事項をご記入の上，申込先まで FAX
または e-mail にてお申し込みください。 
  

 末筆ではございますが，貴殿のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。 
敬具 

記 
  

参加登録：別紙【様式 R1】の参加申し込み用紙をご記入の上，ご返送ください。 
参加費支払い方法：同封の振込用紙にて，以下の要領で事前にお振り込み下さい。 

 ・記念祭参加の方   ：10,000 円(懇親会費含む) 
 ・記念祭賛助参加の方 ： 5,000 円 
 ・記念祭参加＋名刺広告掲載の方  ：20,000 円（参加費 10,000 円＋広告掲載料 10,000 円） 
 ・記念祭賛助参加＋名刺広告掲載の方：15,000 円（賛助参加 5,000 円＋広告掲載料 10,000 円） 
 ・記念祭不参加＋名刺広告掲載の方 ：10,000 円（名刺広告掲載料 10,000 円のみ） 
 ・パネル展出展：出展費無料 

以上 



【様式 C1】 

「明建会 60 周年記念祭」冊子への名刺広告掲載のお願い 

2011 年 2 月吉日 
各位 

明治大学理工学部建築学科 
学 科 長 園田眞理子 
明建会会長 菊池 雅史 
実行委員長 平川  清  

拝啓 
 各位におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて，わが明治大学理工学部建築学科は 1949 年に創設され，その卒業生をもって構成される

明建会は，2011 年には 60 年目を迎えることとなりました。建築学科ならびに明建会は，これを

記念して「明建会 60 周年記念祭」を 2011 年 5 月 22 日(日)に開催する運びとなりました。 
標記の冊子は，建築学科の略史と現状，記念祭当日の記念講演のレジュメ，企業広告，名刺広

告で構成される予定です。 
つきましては，貴殿のご活躍の様子と近況報告を兼ねまして，下記に示します要領で，名刺広

告にご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
末筆ではございますが，貴殿の今後ますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。 

敬具 
「名刺広告の申し込み要領」 

  

１．掲載料金：１件 10,000 円と致します。 
２．支払い方法：同封の振込用紙に以下の要領でお振り込み下さい。 
 ・記念祭参加の方：20,000 円（記念祭参加費 10,000 円＋名刺広告掲載料 10,000 円） 
 ・記念祭賛助参加の方：15,000 円（記念祭賛助参加費 5,000 円＋名刺広告掲載料 10,000 円） 
 ・記念祭不参加の方：10,000 円（名刺広告掲載料 10,000 円のみ） 
３．申し込み方法：別紙【様式 R1】の申込用紙に所定の事項をご記入の上，お申込みください。 
４．名刺広告の掲載見本 
・名刺広告は，A４版１ページあたり，3 列×7 段となります。 
・マークやロゴは印刷致しませんのでご了承ください。 

  

よしだ くにお 

吉田 邦男 
昭和 30 年卒 

○○建設株式会社 
 

TEL：xx-xxx-xxxx 
FAX：xx-xxx-xxxx 

mail:xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx 

かねまつ こういちろう 

兼松 絋一郎 
昭和 37 年卒 

○○設計事務所 
 

TEL：xx-xxx-xxxx 
FAX：xx-xxx-xxxx 

mail:xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx

きむら ぎいち 

木村 儀一 
昭和 40 年卒 

○○設計事務所 
 

TEL：xx-xxx-xxxx 
FAX：xx-xxx-xxxx 

mail:xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx  
おおたけ ゆきみち 

大武 通伯 
昭和 36 年卒 

○○建設株式会社 
 

TEL：xx-xxx-xxxx 
FAX：xx-xxx-xxxx 

mail:xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx 

ひらかわ きよし 

平川 清 
昭和 41 年卒 

○○設計事務所 
設備一級建築士事務所 

TEL：xx-xxx-xxxx 
FAX：xx-xxx-xxxx 

Email:xxxxx@xxx.xxxxx.xx.xx

きくち まさふみ 

菊池 雅史 
昭和 42 年卒 

明治大学理工学部 
 

TEL：xx-xxx-xxxx 
FAX：xx-xxx-xxxx 

mail:xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx 
  
  



明治大学建築学科同窓会「明建会」 

明建会 60 周年記念祭 
  

2011 年 5 月 22 日(日) 明治大学駿河台キャンパス 
  

■パネル展 am10：00－pm4：30 会場 アカデミーコモン 1F 展示スペース 

ギャラリートーク am10：40－11：40（出展者による） 
  

記念イベント  会場 アカデミーコモン 

司会進行 小林正人(明治大学准教授) 
  

■実行委員長挨拶 平川 清(ひらかわ環境デザイン) pm1：00 

建築学科挨拶  小林正美(明治大学教授)  
  

■明建会懇談会  pm1：10-2：10 

大学と社会の連携を考える 

司 会 大武通伯（LC 企画) 

        講 師 山田幸夫（(株)久米設計 代表取締役社長） 

園田眞理子（明治大学理工学部建築学科・学科長） 

栢森 靖（三菱地所レジデンス(株) 執行役員） 
  

■講 演    pm2：20－2：50 

        私の明治大学 

        講 師  内田祥哉（元明治大学教授，東京大学名誉教授） 
  

■記念シンポジウム pm3：00－4：30 

建築を拓く・明治大学を巡って 

コーディネータ 兼松紘一郎（兼松設計） 

パネリスト 篠田義男(篠田義男建築研究所) 

 井口 浩(井口浩フィフス・ワールド・アーキテクツ) 

 中村拓志(NAP 建築設計事務所) 

懇親会  

会 場 リバティタワー23F 岸本辰雄記念ホール pm5；00-7：00 

        （受付開始 pm4：20～） 

■第一部    演奏会 指揮・チェロ 久保寺敏郎(久保寺敏郎都市・建築設計事務所) 

            演奏 明治大学 OB 交響楽団弦楽室内楽団  

            歌手 飯森恵子 

■第二部    懇親会 pm5：30-7：00 

司 会 小山明男(明治大学教授) 

        名誉会長挨拶 吉田邦男 

        来賓挨拶 

             ＜懇談＞ 

        会長挨拶 菊池雅史(明治大学教授) 
  

   

   

   

   

問合せ先：明建会ホームページ http://www.meikenkai.net 
明治大学明建会事務局(酒井研究室) email：environ@isc.meiji.ac.jp 



【様式 R1】 

「明建会 60 周年記念祭」参加申し込み用紙 
  

開催日時：2011 年 5 月 22 日(日)  開催場所：明治大学駿河台校舎 
申込み先：明治大学明建会事務局(酒井研究室) 
       FAX：044-934-7910(学科代表) 
       email：environ@isc.meiji.ac.jp 
※本申込用紙は，明建会ホームページ(http://www.meikenkai.net)よりダウンロード可能です。 
  

該当する項目に○をお付けください 

 記念講演・懇親会に参加する。 

(同時に参加費 1 万円の振込みもお願いいたします) 10,000 円 

 記念講演・懇親会には参加できないが 
記念祭賛助として参加する。 

(同時に賛助参加費 5 千円の振込みもお願いいたします) 
 5,000 円 

 名刺広告を掲載する。⇒【様式 C1】 

(同時に参加費 1 万円の振込みもお願いいたします) 10,000 円 

 パネル展に参加する。⇒【様式 P1～P2】 

(同時に参加登録もお願いいたします) 無 料 

 
いずれにも参加しない  

                            計      円 

  

ご連絡先  

１．ご芳名：            （フリガナ：               ） ☆ 

２．卒業年（または修了年）：    年３月 卒業 / 修了，      研究室    ☆ 

３．勤務先（機関）名称：                  

４．ご自宅住所：〒   －              

 

 

５．電話番号：                                                 ☆ 

６．FAX 番号：                                                 ☆ 

７．e-mail：                                                                    ☆ 

８．短信欄 

 

 

名刺広告を掲載される方：上記※の項目を【様式 C1】の掲載見本をご参照の上，ご記入ください。 
※お手数ですが，上記事項をご記入の上，4 月 15 日(金)必着でご返送ください。 

 また，参加費のお振込みも 4月 15 日(金)まででお願いいたします。 



【様式 P１】 

「明建会 60 周年記念祭」パネル展への出展のお願い 

2011 年 2 月吉日 
各位 

明治大学理工学部建築学科 
学 科 長 園田眞理子 
明建会会長 菊池 雅史 
実行委員長 平川  清  

拝啓 
 各位におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 
  

 さて，わが明治大学理工学部建築学科は 1949 年に創設されて以来，約 10,000 名の卒業生を世

に送り出し，その卒業生をもって構成される明建会は，2011 年には 60 年目を迎えることとなり

ました。建築学科ならびに明建会は，これを記念して「明建会 60 周年記念祭」を 2011 年 5 月 22
日(日)に開催する運びとなりました。 
  

記念祭の内容は，明治大学建築学科を退職された内田祥哉先生の講演，建築産業界で活躍して

いる卒業生と学科教員との座談会，卒業生等による設計パネル展および懇親会で構成されていま

す。 
  

この記念祭のイベントのひとつとして，卒業生と研究室の建築パネル展を開催することとなり

ました。パネル展は日頃の活動を内外へアピールする場として，また卒業生と在校生との交流の

場として企画いたしました。 
  

応募頂いた作品は，当日会場での展示のほか，ご賛同いただければ，記念冊子への掲載や，明

建会ホームページへの掲載を予定しております。 
  

つきましては，この記念祭の開催趣旨にご理解を賜りまして，裏面【様式 P2】に記します要領

で，皆さまの作品を出展くださいますようお願い申し上げます。 
  

末筆ではございますが，貴殿の今後ますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。 
 

敬具 



【様式 P2】 

パネル出展要領 
  

作品内容：都市・建築・インテリア・プロダクトのジャンル，計画やコンペ作品や， 
     活動報告等をパネル化したもの。提出パネルに作品が含まれる場合は，作品の 
     所有者などから，発表の許諾を取られたものとして扱います。 
  

主 催 者：明治大学建築学科・明建会 
展示会場：明治大学駿河台校舎アカデミーコモン１階ホール 
展示日時：2011 年 5 月 22 日(日)10:00~16:30 
作品規格：①A2 版１枚 横使い。提出は，PDF ファイル。 
     ②表現は自由 
  

参加登録：この用紙に所定の事項をご記入の上，下記の申込先まで FAX または email で 
     送信ください。参加登録の締切りは，4 月 1 日(金)といたします。 
  

作品提出：下記の申込先まで email で送信ください。 
     記念冊子への掲載を希望される方  ：2011 年 4 月 15 日(金)必着。 
     記念冊子への掲載を希望されない方 ：2011 年 5 月 6 日(金)必着といたします。 
  

出展費用：無料 
  

提出／問合せ先： 明治大学明建会事務局(酒井研究室) 
         TEL：044-934-7335 FAX：044-934-7910(学科代表) 
         email：environ@isc.meiji.ac.jp 
※本申込用紙は，明建会ホームページ(http://www.meikenkai.net)よりダウンロード可能です。 
  

パネル展示申込書 

１．申込者ご芳名：                                

２．卒業年（または修了年）：     年３月 卒業 / 修了，      研究室 

３．申込者所属：                                

４．連絡先住所：                                

      電話                                 

      FAX                                 

      Email                                

５．展示作品名：                                 

６．作品の記念冊子への掲載可否(○でお囲みください)：  可 ／ 否 

７．作品の明建会ホームページへの掲載可否(○でお囲みください)：  可 ／ 否 

 


