東大ア式蹴球部創部 100 周年記念ﾎﾟﾛｼｬﾂ製作・販売のお知らせ

2018 年 3 月

このたび標記記念ﾎﾟﾛｼｬﾂ製作・販売の準備を進めております。つきましては御購入を希望され
る方は、下記要領にて申し込みの受付をさせていただきますので、奮ってご購入いただきますよ
うお願い申し上げます。
記
１、 仕様 （裏面参照）；アメリカの有名スポーツメーカ―のアンダーアーマー社のポロシャツ（定
価 5 千円、高速乾性素材で伸縮性あり、肌触りが良い）を使い、エンブレム、卒年、ネーム入り
の百周年限定のものを提供します。
（１） 種類 半袖のﾎﾟﾛｼｬﾂ （ｱﾝﾀﾞｰｱｰﾏｰ製）
（２） ｻｲｽﾞ XL ｻｲｽﾞ L ｻｲｽﾞ M ｻｲｽﾞ S ｻｲｽﾞ （寸法裏面参照）
（３） 色
白
（４）生地 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 95％ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 5%（高速乾性）
（５）その他
左胸 ｴﾝﾌﾞﾚﾑ（現役と同仕様）
<縫付け>
左肩：卒年（和暦 2 桁）＆ﾈｰﾑ（姓のみ漢字）＊ <刺繍>
例）平成元年卒：「01」
右肩：100th Anniversary
<刺繍>
＊ﾎﾟﾛｼｬﾂ記載用の卒年・ﾈｰﾑ（姓）を同封の払込取扱票指定欄にご記入ください。
なお、（ご父兄等）ｻﾎﾟｰﾀｰの方は（ｻﾎﾟｰﾀｰ欄にﾁｪｯｸ願います）ﾈｰﾑ（姓）のみ記載
とさせていただきます。
２、 価格
（１） 半袖（税込み） 7500 円/枚 （消費税 送料込み）
（２）送金手数料（郵便局 ATM 利用 80 円） ご購入者のご負担でお願いします
３、 日程
4 月 30 日（月）

申し込み締め切り

6 月中旬（目処） お届け先（払込取扱票記載住所）まで郵送
（7 月末の京大戦に間に合うようにお送りしようと思っています）
４． 申し込み方法
同封の「払込取扱票」通信欄に必要事項（上記卒年 ﾈｰﾑ ｻｲｽﾞ 枚数 住所等）を記載の
上、郵便局にてお振込みください。振込み入金確認を以って申し込み受付とさせていただき、6 月
中旬目処に品物を送らせていただきます。
問い合わせ（＊振込み先）：東大 LB 会事務局 創部 100 周年記念ﾎﾟﾛｼｬﾂ担当
＊福澤 伸哉（57 年卒） 080-4919-2587 fukuzawa-sny@nshard.co.jp
和田康太郎（58 年卒） 080-6867-6187 k-wada@nsu-naiko.co.jp（CC 先）
※なお、上記「払込取扱票」が必要な方は、上記宛メール（住所
いただければ別途送付させていただきます。

氏名

電話番号）を

※長袖について皆様のご希望有無をお聞きいたしたく、払込取扱票指定欄にご記入を
お願い致します。
以 上

正面から

左胸にエンブレム
左袖に卒年・ネーム

右袖に 100th Anniversary
右胸にアンダーアーマーのマーク

100 年記念誌

目次（案）

Ⅰ．100 年の軌跡
（敬称略）
・まえがき
・写真グラビア／過去～現在のＬＢの変遷
／殿堂：レリーフ写真（90 年以降に殿堂入り／大谷、浅見、牛木）
・巻頭座談会／東大ア式 100 年の振り返り。データ、図、写真
・東大 LB 会と東京ユナイテッド FC の相関図（福田監督インタビュー等）
・インタビュー／小山、鹿園部長
Ⅱ．90～100 年の歴史
(1)この 10 年間の歩み
・LB-BRB 東京 → 東京ユナイテッド FC。
・文京 LB レディース
・女子部誕生
・シニアサッカー／LB70､60 の活性化、40/50 代の状況／寄稿､ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ､記録整理
(2)この 10 年間のトピックス
・LB 会を一般社団法人化、新部室建設
・歴代主将が語る「自分の時代のチーム」／主将インタビュー、対談など
・東大と日本サッカー協会の連携／寄稿 福田
・海外との交流／オックスフォード来訪。タイ遠征、チュラロンコーン大学。
Ⅲ．御殿下少年サッカースクール （2019 年に創立 50 周年を迎える）
・年代史的なもの／インタビュー～兵頭、佐々木、竹内。 寄稿。
浅見作成資料「少年サッカースクール指導書」、戸苅論文
写真、エピソード､卒業生の思い出、初期メンバー同窓会
・これからのスクール／寄稿 利重
Ⅳ．100 年に向けた寄稿 等
・外部寄稿；東大運動会南風原理事長、杉山総長室顧問、
田嶋日本サッカー協会会長、成澤文京区長、京大、等
・追悼寄稿／須賀、田村、岡野、中島、高田、八林、金丸、杉浦、森井、
荒川、安 ～故人への寄稿
・活躍する卒業生寄稿、インタビュー／
選
手：久木田、添田
マネジメント：利重
※・卒業生寄稿／会員に幅広く募集（「百周年記念誌への寄稿のお願い」で依頼）
・現役寄稿／100 周年の年に在籍している現役部員の思い
Ⅴ．2018 年 100 周年の年のイベント
・リーグ戦（男子部、女子部） ・京大戦 ・海外遠征
・新部室お披露目 ・五月祭 ・ホームカミングデイ ・100 年記念パーティ
Ⅵ．90～100 年の記録整理
・各期の試合記録とコメント（90 年誌と同じ体裁で記録に残す）
年表
広告
320 頁前後 1000 部
以上

東大 LB 会会員各位

2018 年 3 月
一般社団法人東大 LB 会
理事長
武田 厚
東京大学ア式蹴球部
部長
鹿園直毅
東大ア式蹴球部百周年記念誌への広告掲載及び寄稿のお願い

会員の皆様には益々ご壮健にお過ごしのこととお慶び申し上げます。また、平素より東大 LB 会および
東大ア式蹴球部にご支援ならびにご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて今年は、ア式蹴球部百周年となる記念すべき年であり、各種の行事が企画されています。その一
つとして、百周年記念誌の発行を予定しており、LB 会員の皆様から下記の要領で広告掲載及び寄稿をお
願いする次第です。10 年前の 90 年誌には、会員の皆様から寄稿と広告を頂いています。お忙しい所恐
縮ですが、よろしくお願い致します。
記
（広告掲載）記念誌に広告の掲載をお願いします。記念誌の発行には多額の費用が掛かります。
広告掲載を検討いただける方は、下記の LB 会事務局までご連絡いただければ助かります。
よろしくお願い致します。
（寄稿）
・文章の内容・長さ；内容や長さは自由ですが、紙面の編成の都合により担当の方で
編集することをご了解下さい。平成世代の方々からの寄稿も是非お願いします。
・原稿の形式；できるだけワードにして頂ければ有難いです。手書きの場合は担当まで郵送願い
ます。ワードは 1 ページで 1400 字程度です。
・写真の提供；写真があれば、入れたいと思いますので、提供ください。
・原稿の締め切り；4 月末（目途）

（参考）記念誌の 1 ページは、1600 字程度の文章と写真を 2 枚程度掲載できます。
（参考）記念誌（320 ページ前後で、1000 部印刷予定）は、11 月末完成予定で、年内
に購入希望者にお届けする、もしくは 12 月 8 日（土）に予定する百周年記念パーティーで
お渡しすることで作業を進めています。
（記念誌担当）
・池田吉彦（S52 年卒）；eifuku-ikeda@nifty.com、090-2587-3143
・井田 淳（S53 年卒）；motoko1713@mtd.biglobe.ne.jp、080-1149-4532
（LB 会事務局）
・吉江 建一（54 年卒）；kkyoshie0105@gmail.com 070-2655－2778
・和田康太郎 （58 年卒） k-wada@nsu-naiko.co.jp 080-6867-6187
（学生窓口）
・俣野 泰佑；kkz1121.tm@gmail.com 090-4490－4514
・糸谷 あゆむ；ayumi.itotani.2104@gmail.com 090-5527－7088

以上

