第 5 回 JKCUP REPORT
第 6 回 JKCUP INFORMATION

7月4日
（土）
第6回ＪＫカップ開催。ゴルファー大募集！
五高卒業生対象（慶應義塾五高等学校卒業生対象）
恒例となった慶應義塾五高等学校同窓会主催によるＪＫカップゴ
ルフ大会が２００８年７月５日に開催された。今年は昨年を５０名も上回
る２１６名を数えたため、
紫カントリークラブの東西両コースでの開催と
なった。五高等学校の懇親も兼ねたＪＫカップには、
慶應義塾高校、
志木高等学校、
女子校等学校の卒業生が多くを占めるが、
徐々にニュー
ヨーク学院や湘南藤沢高等部出身のゴルファーの参加も目立つよう
になってきた。また、
そのゴルファーの年齢層も幅広い。全体的な
平均年齢は５２歳、
最年長者は７３歳のベテランから、
最年少者は１９
歳の初ラウンドの者までとなり、
なかには学校や年齢の枠を超えたチーム
も散見され、
五高等学校の交流の意義を感じさせられる光景も見ら
れるラウンドとなった。
また、
懇親会の冒頭では０８年夏に公開された映画「ラストゲーム
最後の早慶戦」について、
配給元のシネカノンの方々のご紹介のもと
一足先にその世界観に触れ、
慶應義塾共通の話題に盛り上がるなど

慶應義塾創立１５０年を迎える年にあたって特有の企画が実現された。
懇親会は、
恒例のゴルフ解説者の戸張捷氏（日吉・
１５期）のトークと
進行で盛り上った。成績発表では、
プロも顔負けの優秀な成績を記
録する熟練者も現れれば、
戸張氏に格好の話題とされるような微笑
ましい成績やエピソードを作り出す若者もおり、
各世代ともに大いに満
足できる大会となった。優勝は塾高17期で常連の伊藤昌紀君だった。
そして、
この大会においてもはや欠かすことができない盛り上がりを
つくりだす豪華賞品を皆が笑顔で受け取り帰路についた。
ご参加いただきました皆様方のご協力や、
賞品のご提供、
会場の
ご準備などのお心遣いがあってこそ、
このＪＫカップは成り立っており
ます。皆様のご厚意にお礼申し上げます。ありがとうございました。
第６回となる２００９年７月にお会いできますと幸いです。同窓会に来
るような気軽な気持ちで、
お誘い合わせのうえご参加ください。

開 催 日

平成 21 年 7月4日
（土）

締 切 り

コ ー ス

紫カントリークラブ あやめコース（東・西）

振 込 み

同窓会口座（参加申込書記載）へお振込み下さい

人

【第一次】4月30日 【第二次】6月14日
（先着順で締切り）

80 組 320 名 予定（先着順）

組 合 せ

同組希望者があれば参加申込書に明記して下さい

参 加 者

慶應義塾五高等学校 卒業生

そ の 他

競

18ホールズ、ストロークプレー、
（東西合同）
新ペリア方式ハンデ（予定）

組合せ、スタート時刻、集合時間、競技方法等の
詳細は委員会にて決定し、参加者に後日改めて
通知します

問 合 せ

ＪＫカップ事務局 新里 時夫（17期）
TEL 03-3947-6611 FAX 03-3947-6606
E-Mail:jkcup@spstaff.co.jp/

数

技

参 加 費

25,000 円（プレー代、昼食、懇親会費含む）
※4月30日迄に振込みの場合は

24,000円

主 催 者

慶應義塾五高等学校 同窓会

申 込 み

同封参加申込書にてお願いします
申込書は同窓会ホームページ www.jukuko.jp からダウンロードも出来ます。

第5回 JKカップ 賞品ご提供者（50音順敬称略）ご協力ありがとうございました。
天野 徳雄
銀座 長寿庵
（財）エム・オー・エー美術・文化財団
嵐 康一郎
石倉 悠吉 （株）つばめ
（株）泉屋 東京店
泉 邦夫
磯野 計一 （株）明治屋
今井 清吉 （株）今井
大岩 博信
大野 陽一郎
岡本 圭祐 （株）文明堂銀座店
バカラパシフィック（株）
小川 博
慶應義塾塾員センター
慶応志木会
小坂 俊幸
小坂不動産（株）
小島 陽一郎 （株）アイリスメガネ
小林 隆行 （株）住地ゴルフ
渋井 信行 （株）ペリカン石鹸
清水 謙
（株）WDI
清水 紘一郎 （株）ホテルオークラ

元祖鴨せいろ
（お土産用生そば）
MOA美術館招待券
つばめ 食事券
ゼリーセット
マイジャム（イチゴ・リンゴ・ブルーベリー・マンゴー）
カシミヤ100％マフラー
賞品代 現金
泉正宗「仙介」
文明堂 五三カステラ・バームクーヘン詰合せ
GOLFERS AUGUSTA,HARCOURT TUMBLER
慶應グッズ
磁気健康ベルト、クリスタルペンダント 他
銀製写真立て（7インチ）
Nikon双眼鏡 TRAVELITE EX
テーラーメード パター スパイダー
ミラショーン ソープセット
グランド・セントラル・オイスター・バー＆レストラン 御食事券 他
ホテルオークラ東京 オーキッドルームディナーご招待券

※第5回JKカップ収支報告 収入¥5,203,108 支出¥5,107,523 次年度繰越 ¥95,585

菅井 俊行
サンプラザ（株）
杉浦 昌彦 （株）三陽商会
数原 英一郎 三菱鉛筆（株）
高橋 治之 （株）電通
藤間 秋男
藤間事務所
内藤 康雄 （株）榮林
永谷 泰次郎（株）永谷園
西村 正治 （株）渋谷西村總本店
GINZA BRB
野田 和敬
セイコーウォッチ（株）
服部 真二
アサヒ商会
広瀬 洋一
福原 有一 （株）福原コーポレーション
堀田 幸夫 （株）ポンテヴェキオ ホッタ
松井 誠一 （株）松井ビル
味の浜藤（株）
森口 一
山崎 嘉正 （株）亀屋
セイコーエスヤード（株）
山中 信六
山本 泰人 （株）山本海苔店
コニカミノルタホールディングス（株）
吉田 一
米田 佳孝
紫カントリークラブ

キャディバッグ
BURBERRY ネクタイ、ポロシャツ
色鉛筆ユニーカラードペンシル・ペリシア24C
CANON IXY Digital201S（キヤノン デジタルカメラ） 他
リビングラック
中国料理 榮林 赤坂本店
「冷え知らず」さんの生姜シリーズ
フルーツゼリー
BRB食事券
男性用ウオッチ イグニッション クロノグラフ 他
三菱鉛筆「ピュアモルト」＆カタログギフト
資生堂パーラー食事券
K18ホワイトゴールド ダイヤモンドネックレス
明治神宮 お神酒（1.8Ｌ）
味の浜藤 昆布巻詰合せ
万葉菓（ゼリー詰合せ）
エスヤードTX-V HDドライバー 他
おつまみ海苔6ヶ入
日本女子プロゴルフ選手権 コニカミノルタ杯トラベルカバー 他
パソコンの家庭教師『ゆびおと』の無料サポート券
パター、
キャディバッグ、
マーカー

ゴルフ大会への賞品寄贈のお願い!!
「第6回ＪＫカップゴルフ大会」への賞品
のご寄贈をお願いします。お申し出につき
ましては、別 紙 参 加 申 込 書にて、または
別紙問合せ先へお電話かＦＡＸにてお願
いします。先輩諸兄の数多くのご寄贈を
お願い申し上げます。

