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図書館情報学橘会の会長であった井上哲也さんが

亡くなられた。年齢だけからいえば、十分に人生を全

うされたと思われるので、その大往生を佳とすべき

であろう。しかしながら、私には、ひとしお感慨深い。

というのは、そのニュースを私が聞いた頃、私は、こ

の同窓会をどう運営したらよいか思い悩んでいたか

らだ。図書館職員養成所・図書館短大・図書館情報大

学と続いた同窓会組織「図書館情報学橘会」は、筑波

大学との統合後も「図書館情報学橘会」の名によっ

て、筑波大学の図書館情報関係の学群・研究科（以下、

「図書館情報系」という）の同窓会として、茗渓会に

参加していた。が、一昨年夏、茗渓会を離れた。独自

の活動によって、筑波大学図書館情報系の学生や教

員と緊密な関係を持つにはどうしたらよいか。 

そのためには、今の筑波大図書館情報系の学生の

関心が“情報関係”にあることを強く意識した同窓会

活動が必要ではなかろうか。養成所や短大の卒業生

の中核となっていた”図書館“は依然として重要では

あるが、より広い世界で活動する同窓生を積極的に

紹介することが重要ではないだろうか、などと思い

悩んでいたからだ。 

 そんな時に、井上さんの逝去の報に接したので、ひ

とつの時代が去った感が強くしたからである。 

私が図書館情報大学事務局長として、吉田政幸学

長の下で、旧橘会と図書館情報大学の同窓会との統

合の過程にかかわった時、お会いしたのが、当時旧橘

会会長であった井上哲也さんと図書館情報大学同窓

会会長である寺沢白雄さんだ。1998年のことだ。 

実は、養成所と短大の卒業生が創った同窓会組織

「橘会」と、図書館情報大学の卒業生が創った同窓会

組織「図書館情報大学同窓会」は、図書館情報大学創

設後 25 年に至るまで、没交渉の状況が続いていた。

大学創設 25 周年、養成所創設から数えて 75 周年の

ことだ。 

私が寺沢さんと会ったのはその時が初めてだ。彼

は当時、千葉経済大学の教務係長をしていた。図書館

情報大学の一期生が図書館ではなく、私立大学の事

務局教務課の仕事をしていることを不審に思った様

子が私の顔に現れたのか、彼はこう説明した。大学一

期生として1984年に卒業し、卒業と同時に千葉経済

短期大学の実習助手に採用された。実習助手をやり

ながら、できたばかりの大学院(修士課程)に入学し、

図書館情報学の修士の学位を受けた。しかし、教員職

より教務などの大学事務の仕事の方が自分には向い

ていると思い、1989年に自ら願い出て、千葉経済大

学の教務課に事務職として配属替えをしてもらった。 

折角大学院まで出て助手になって、いよいよ大学

で図書館学の教員にと嘱望されていたので、親や紹

介してくれた大学の先生からはえらく怒られたと、

笑いながら話していた。 

それ以来、寺沢さんは、図書館情報大学同窓会と旧

橘会が統合された「図書館情報学橘会」の副会長とな

り、筑波大学との統合後も引き続き副会長の重責を

担っている。 

寺沢さんは千葉経済大学教務課長時代の働きぶり

が目に留まり、2006年に実践女子大学の教務課長に

引き抜かれた。その後の活躍は目覚ましいものがあ

る。教務課の枠を超えて、新課程設置担当として文部

省と渡り合い、大学法人事務局の総合企画室で大学

の長期計画や学部・学科の改革、校舎建設等、大学運

営の中枢を担う仕事をこなしている。大学卒業後、一

度も図書館の仕事を経験しないことを少々自嘲気味

に話すが、いやいやどうして、余人のおよばない大学

運営のプロフェッショナルだ。大学在学中に開園し

た東京ディズニーランドを懐かしむ。 
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組織記憶と取り組んだ５年間 

筑波大学図書館情報メディア系前身校アーカイブプロジェクト 

 

筑波大学図書館情報メディア系 教授 

吉 田 右 子 

 

 筑波大学図書館情報メディア系は 1921 年に設

立された文部省図書館員教習所を前身校として，

ほぼ一世紀にわたる司書教育の歴史を有していま

す。教習所は東京美術学校（現・東京藝術大学）

の校舎の一角を借りて開校しました。文部（科学）

省や帝国図書館など日本の図書館政策に関わる中

枢機関との密接な関係のもとに実施された司書教

育は，約百年にわたり図書館界に重要な人材を輩

出する基盤となってきました。 

 筑波大学図書館情報メディア系では，前身校の

歴史資料を保存・活用して日本の図書館専門職養

成史を実証的に再検討するリサーチグループを

2013 年 4 月に立ち上げ，「21 世紀図書館情報専門

職養成研究基盤アーカイブ」の構築に着手しまし

た。プロジェクトが立ち上がってまもなく『橘会

会報』に「資料が語る前身校の歩んだ道のり」と

いう紹介記事を書く機会をいただき、卒業生のみ

なさまに資料提供のお願いをしたところ、多くの

方から貴重な資料を本プロジェクトに寄贈してい

ただきました。 

 今回のプロジェクトでは学内外の複数の場所に

あった前身校資料を一箇所に集め整理・保存体制

を整備することをとりわけ重視しました。歴史資

料はその出所において資料同士が結びつき合うこ

とで資料としての力を発揮するからです。最終的

には文献資料（約 2,700 点）と現物資料（約 280

点）を収集・整理し、図書館情報メディア系及び

筑波大学附属図書館図書館情報学図書館のご理解

とご協力のもと、春日エリア情報メディアユニオ

ン 1 階に「前身校関係資料アーカイブルーム」を

開設するスペースをご提供いただくことができま

した。私たち研究プロジェクトのメンバーはこれ

らの資料を使って図書館学、情報学、アーカイブ

ズ学、博物館学など多様な領域の立場から研究を

行いました。研究の成果発表会として、2017 年 2

月 10 日に本系知的コミュニティ基盤研究センタ

ー主催のシンポジウム「図書館情報専門職養成史

の再検討：組織記憶を構築する試み」を開催し、

厳寒期にも関わらず学内外から 80 名を超える参

加者にお集まりいただきました。最終報告書につ

いては同窓会のウェブサイトからアクセスできま

すので、ぜひご覧いただければ幸いです。 

本プロジェクトを通して，文部省図書館員教習

所から図書館情報メディア系にいたる歴史は、日

本の図書館情報専門職史そのものであると同時に

日本の近現代図書館史をも体現化していることが

明らかになりました。今回、収集した文献資料・

現物資料は今後の図書館情報専門職研究の基礎資

料として本系で継承していきます。系内では本ア

ーカイブを基盤とした新研究プロジェクトが始動

していることも合わせてご報告いたします。研究

実施にあたり有形無形のさまざまなご支援をくだ

さった卒業生の方々に深く感謝申し上げます。本

稿を図書館短期大学文献情報学科１期生・筑波大

学附属図書館元職員で、前身校アーカイブの中核

となった資料群を強い信念を持って守り抜き私た

ちに手渡してくださった故・気谷陽子さんに捧げ

たいと思います。 

ポスターデザイン／画像提供／著作権／秋元克己 
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公開講演会を開催  

超高齢社会と図書館 

筑波大学 図書館情報メディア系 教授 

呑 海  沙 織 

 

7 月 16 日（日）、筑波大学文京校舎を会場に、呑海

教授をお招きして、公開講演会を開催しました。約40

名の方が参加しご講演への質問も相次ぎ盛会となり

した。以下に要旨を紹介します。 

 

超高齢社会と認知症 700 万人時代の到来 

 現在，日本の高齢化率は27.3％，今後も世界第一位

の座を維持するとされる（平成29年版高齢社会白書）。

2025年には認知症が700万人を超えるとされ，いわゆ

る認知症700万人時代が到来する。 

 日本の図書館サービス対象者としての高齢者は，障

害者サービスの枠組みでとらえられてきた。しかし，

高齢者が多様化するなか， 新たな視点が必要である。

今回は，新たな視点として「生きがい創出の場」「認知

症」に着目する。 

生きがい創出の場としての図書館 

新たな視点の一つとして，高齢者の生きがい創出を

あげることができる。 

「長寿社会における生涯学習の在り方について：人

生100年 いくつになっても学ぶ幸せ『幸齢社会』」（超

高齢社会における生涯学習の在り方に関する検討会，

2012）では，図書館などの社会教育施設に求められる

役割として，「地域における学習拠点・活動拠点として

の取組を推進すること」のみならず，「豊かな知識・経

験を有する高齢者に活躍してもらえる機会を設定す

るなど，高齢者の生きがい創出を図る取組を推進する

こと」を挙げている。つまり，学習拠点としてだけで

はなく，生きがい創出の場としての役割が求められて

いるのである。 

 一方，高齢者の図書館ニーズの調査（「超高齢社会と

図書館：生きがいづくりから認知症支援まで」国立国

会図書館調査研究リポート，2017.3）では，「高齢者に

サービスを与えるのではなく、もっと高齢者が参加で

きることがあればいい」（T10・60代前半・女性），「ギ

ブ＆テイクではないが、一つ何かしてもらったら一つ

お返しする。年をとっても何かしてもらうばかりでは、

充実感がない」（M6・60 代後半・女性），「これからは

高齢者が培ってきたものを披露し、クリエイティブに

何かを創造する場として図書館が関わっていくこと

が望ましい」（T1・60代後半・男性）など，図書館を通

じた高齢者の社会参画のニーズもみられる。 

認知症と図書館 

 もう一つの視点は，認知症である。「認知症施策推進

総合戦略（新オレンジプラン）～認知症高齢者等にや

さしい地域づくりに向けて～」では，「認知症の人の意

思が尊重され，できる限り住み慣れた地域のよい環境

で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現

を目指す」とされている。高齢化が進み，認知症の人

も増加する社会では，医療・福祉・介護の領域だけで

は，認知症にやさしい社会は形成することはできない。 

 図書館は，だれもが無料で，目的を問われることな

く利用できる社会教育施設である。そして，「すべての

人が必要な情報や知識，資料を入手しようとしたとき

に，その選択肢の一つとして図書館を利用する権利が

保障されていなければならない」（片山善博・糸賀雅児

『地方自治と図書館：「知の地域づくり」を地域再生の

切り札に』勁草書房，2017）。このような図書館の特性

や役割を再考し，認知症にやさしくあるために，図書

館に何ができるのか，考え行動に移す時期に来ている。 

利用者や関連領域との協働 

 「認知症にやさしい図書館」には，医療・福祉・介

護の領域との協働が不可欠であるだけでなく，高齢者

や認知症の人とその家族など，利用者と協働して，図

書館サービスを提供することが必要である。高齢者や

認知症の人との協働は，生きがいづくりにもつながる。 

超高齢社会において，協働を通じ，図書館の役割を

再考することは，喫緊の課題である。 
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筑 波 再 訪 

須 賀 井 理 香 

図書館情報大学 平成7年卒業 

 

大学を卒業してはや 20 数年が経過してしまいまし

た。この夏、大学図書館職員長期研修に参加する機会

をいただき、卒業以来のつくばを楽しんで来ましたの

で、最近の様子を少しだけご紹介いたします。 

ご存知のとおり、つくばエクスプレスが開通してつ

くばセンターの様子ががらっと変わっています(1)。

駅は地下にあり、構内の案内図を眺めてから地上に出

ましたが、ロケットが見えず今どこにいるのかわかり

ませんでした。7 月はじめの暑い時期でしたが、この

時点で汗だくです。センターで迷子になるとは思いま

せんでした。 

大学周辺の縦に長いもの3つです。 

 

まずは松見公園の通称センヌキ塔(2)。まったく様

子が変わっていません。休日にも関わらず閑散として

います。 

そしてエキスポセンターのロケット(3)。こちらは

周囲の樹木が大きく成長しており、移動すると見えな

くなってしまうことが多かったです。センター周辺で

はロケットとの位置関係で自分の居場所がわかりま

したが、もうあてになりません。 

3つめは「くいだおれ」の看板(4)。サークルでの飲

み会で思い出のある方も多いと思いますが、電灯が一

部切れて「くだれ」になっていたことを思い出しまし

た。 

学内の様子です。宿舎は

きれいな色にペイントされ

ているうえ、当時の男子棟

と女子棟が上階の渡り廊下

でつながっています(5)。こ

ちらも樹木が大きく成長

し、木陰が涼しかったです。 

図書館前の廊下はまっ

たく変わっていません(6)。

一方、館内は大幅に変わっ

ており、たくさんの学生た

ちが利用していました。 

大学名とし

てはなくなっ

てしまいまし

たが、こんなと

ころに「ULIS」

の名称が残っています(7)。 

さて、これはどこの階段でし

ょうか (8)。正解は共用棟（現

在は福利厚生棟）の裏手の階段

です。栗苑祭のイベントの相談

をロビーのソファでしたり、サ

ークルの練習が終わって夕食

をどこで食べるか相談しなが

ら、この階段を下りたことを思

い出しました。 

つくばの移動手段といえば自転車です。センターの

レンタサイクルを利用してあちこち回りました。自転

車をこいでいると、見覚えがあるけれど見たことない、

そんな景色にたくさん出会いました。開発が進んで大

きなマンションや住宅が増えましたが、道はそのまま

だからです。 

秋葉原から45分（快速）と便利になった思い出の地

を、一度訪ねてみてはいかがでしょうか。 

（すがい さとか 東京大学情報基盤センター） 

1 

2 3 4 

5 

6 

7 

8 
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◇知識情報・図書館学類の状況：平成 29 年度◇ 

    

筑波大学 情報学群 知識情報・図書館学類長 歳森 敦 

 

 

1) 在籍者数 

 H29.5.1 現在   

区 分 人数 (内女性) 男性比 

1 年 107 (50) 53.2% 

2 年 103 (65) 36.9% 

3 年 120 (66) 45.0% 

4 年 137 (69) 49.6% 

合計 467 (250) 46.5% 

※定員 100 名＋3年次編入 10 名 

 

2) 主専攻別人数（3年次に主専攻に配属） 

主 専 攻 教員 3 年 4 年 

知識科学 15 29 47 

知識情報システム 16 37 41 

情報資源経営 18 51 49 

 

3) 進路状況 

H29.5.1 現在   

進 路 H27 H28 

企業 56(50.0) 56(48.7) 

図書館・公務員・教員 21(18.8) 24(20.9) 

大学院進学 28(25.0) 24(20.9) 

研究生 0(0.0) 1(0.9) 

就活中 3(2.7) 6(5.2) 

公務員試験等受験予定 1(0.9) 3(2.6) 

進学準備 0(0.0) 1(0.9) 

その他 3(2.7) 0(0.0) 

合計 112(100) 115(100) 

※カッコ内は比率 

 

 

 

 

 

 

4) 国際インターンシップ  

留  学  先 H28 H29 

上海図書館 2 0 

釜山大学 1 0 

ピッツバーグ大学 1 1 

シュトゥットガルト大学 - 2 

合計 4 3 

 

5) 入試志願者数 

区分 定員 H27 H28 H29 

AC 5 18(3.6) 19(3.8) 12(2.4) 

推薦 20 45(2.3) 44(2.2) 23(1.2) 

前期 60 168(2.8) 151(2.5) 209(3.5) 

後期 15 119(7.9) 109(7.3)  124(8.3) 

全体 100 350(3.3) 323(3.2) 373(3.7) 

編入 10 46(4.6) 37(3.7) 43(4.3) 

※カッコ内は倍率（志願者数/定員） 

 

6) 異動 

○退職 2017.3.31 岩澤まり子教授 

  

7) その他 

平成29 年度入試では前期日程で理系型の志願者が

増え，合計でも過去最大の志願者数を得ました．一方，

推薦入試の倍率は極端に低く，動向を掴み切れていま

せん。理系志願者増加の影響で，29 年度入学者は男

性が過半数を超えました． 

昨年度，学生の海外派遣に力を入れたいと書きまし

たが，図書館情報学海外研修助成には学類生が2 名応

募し，2 名とも採択されました．また，情報学群とベ

ネッセによる海外語学研修事業への参加者も3 名に

増えました（昨年1 名）．留学中あるいは8 月から留

学に出発する学生が計6 名となり，学類生の海外への

興味が上向いてきた印象です． 
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平成 29 年度（通算第 20 回）総会の記録 

〈日時〉平成29年7月16日（日） 

〈会場〉筑波大学東京キャンパス文京校舎 120講義室 

〈出席者〉理事・監事を含め、15名 

 

〈総会議事〉〈総会議事〉〈総会議事〉〈総会議事〉 

(1) 開会の辞（寺沢白雄副会長） 

(2) 開会挨拶（森茜会長） 

・昨年の総会以降、茗渓会から独立した総会として会則

整備などを進めてきた。 
・今後、大学の動きとも連携していきたい。 

(3) 来賓紹介・挨拶 

・筑波大学図書館情報メディア系の呑海沙織教授が来賓

として紹介された。 

・来賓挨拶の中で、平成 28 年度末での教員 2 名の定年

退職、平成 29 年度の学類入試で理系型志願者が過去

最多となったこと、学位プログラム制の準備状況など、

大学の最近の動向が紹介された。 

(4) 橘会会則第19条により森茜会長を議長に選出。 

(5) 議事録署名者として、議長のほか、小池信彦、近

藤真智子両氏の２名を指名。 

(6) 議事 

1) 第第第第 7 期役員の異動期役員の異動期役員の異動期役員の異動 

・第7期役員（任期： 平成28年7月11日～平成30年
7月10日）の中で逝去1名、辞任2名があった。 

・遠藤茂樹副会長が監事に就任。 

・茂出木理子理事が副会長に就任。 

・河出太士・三浦敬子両氏が新理事に就任。 

2) 平成平成平成平成28 年度事業報告及び決算報告年度事業報告及び決算報告年度事業報告及び決算報告年度事業報告及び決算報告 

1. 事業事業事業事業報告報告報告報告 

(1) 通算第19回総会の開催 

(2) 筑波大学行事への参加：平成28年度卒業式に森会

長が出席 

(3) 会報第 20 号（平成 28 年 10 月），第 21 号（平成

29年3月）の発行 

(4) 全卒業生交流会「大橘会」（だいたちばなかい 第
7回）の開催 

(5) ホームページの移行・開設 

（URL：https://tachibana-kai.com/web/） 

(6)「筑波大学支援図書館情報学振興基金」の活動 

＊独立組織となる前の茗渓会支部（平成28年7月10
日まで）の活動として、茗渓会本部行事参加、第

14 回定時総会での茗渓会支部活動をやめることの

決定、が補足説明された。 

2. 決算報告決算報告決算報告決算報告…（別項の通り） 

3) 平成平成平成平成29 年度事業計画案及び予算案年度事業計画案及び予算案年度事業計画案及び予算案年度事業計画案及び予算案 

1. 事業計画事業計画事業計画事業計画 
(1) 独立した同窓会組織としての運営体制の確立・整

備 

(2) 会員の一層の拡充 
(3) 会報の発行 
(4) 公開イベントの開催 
(5) 全卒業生交流会「大橘会」（第8回）の開催 
(6) 筑波大学校友会及び同窓生各グループ活動との連

携 
(7) その他 

2. 予算案予算案予算案予算案…（別項の通り） 
・今総会の案内状発送の際、年会費を3,500円と誤記

していたが正しくは3,000円であること、3,500円を

納入した会員に対しては、次年度の会費納入依頼時

に金額を調整すること、を訂正・報告。 

以上の議案について異議なく了承された。 

4) その他（自由討議）その他（自由討議）その他（自由討議）その他（自由討議） 

以下の意見を受け、今後、検討を進める。 

・会則第11条に規定している会費35年分納入後の納

入義務免除、維持協力費納入依頼について、基準と

なる過去の納入記録は茗渓会に確認していたが、今

後はその確認ができない。そのため、卒年基準など

で柔軟に対応したい。 

・平成 28 年度の退会者は例年になく多く、入会者は

少ない。今後の新しい取り組みの検討が必要。 

・在学生への同窓会のアピールのためには、授業等の

行われる平日にイベントを行うことが有効である。

また、一般社団法人茗渓会から独立したことで、会

費納入前の卒業生への対応も新たに考えられる。橘

会として何ができるか、今後検討していきたい。 

(7) 閉会の辞（茂出木理子副会長） 

（橘会理事 城谷浩 ［図情大 昭和59］）
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◇平成 28 年度決算報告（平成 28 年 7 月 11 日～平成 29 年 3 月 31 日）◇ 

 

一般会計 

収入の部 支出の部 

繰越 8,196,588 円 支出 1,274,864 円 

収入 616,525 円 次年度繰越 7,538,249 円 

合 計 8,813,113 円 合 計 8,813,113 円 

一般会計 内訳

収入の部 

項 目 決算額 

繰越 8,196,588円 

会費 360,006円 

維持費 196,000円 

寄附金 60,500円 

補助収入 0 円 

雑収入 19 円 

小 計 616,525円 

収入 合計 8,813,113円 

 

 

 

 

 

 

 

支出の部 

項 目 決算額 

広報費 15,540円 

印刷製本費 337,058円 

通信費 303,354円 

貸借費 0 円 

大学支援費 0 円 

茗渓会本部会費支払い 617,400円 

諸謝金 0 円 

慶弔費 0 円 

消耗品費 0 円 

諸経費 1.512 円 

支出 合計 1,274,864円 

予備費 0 円 

次年度繰越 7,538,249円 

計 8,813,113円 

特別会計（筑波大学支援図書館情報学振興基金）内訳

        

収入の部 

 

 

 

 

 

  

 

支出の部 

項 目 決算額 

大学支援金 237,365 円 

支出 合計 237,365 円 

次年度繰越 0 円 

計 237,365 円 

※支出の部「大学支援金」の内容は、「図書館情報学教育振興」のための寄付 

 

◇平成29年度予算 一般会計◇ 

         収入の部 

項 目 予算額 

前年度繰越 7,538,249 円 

会費 450,000 円 

維持協力費 300,000 円 

寄附金 120,000 円 

雑収入 20,000 円 

小 計 890,000 円 

収入 合計 8,428,249 円 

 

 

 

 

 

支出の部 

項 目 予算額 

広報費 20,000 円 

印刷製本費 400,000 円 

通信費 350,000 円 

貸借費 45,000 円 

大学支援費 100,000 円 

諸謝金 100,000 円 

慶弔費 50,000 円 

消耗品費 10,000 円 

諸経費 30,000 円 

支出 合計 1,105,000 円 

予備費 7,323,249 円 

計 8,428,249 円 

 

項 目 決算額 

繰越 237,363 円 

雑収入（利子） 2 円 

小 計 2 円 

収入 合計 237,365 円 
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◇ 会員現勢 ◇ 

1. 会員数  

1,469 名（平成 29 年 9 月 1 日現在） 

2. 卒業校別内訳 

卒業校 人数 卒業校 人数 

文図教習所 1 図大図情専 11 

文図講習所 42 図大図情 519 

国図附養 0 図大図情修 17 

文図養成所 51 図大博前期 11 

文図養成 A 125 図大博後期 1 

文図養成 B 35 筑図 135 

文図養成１B 3 筑博図情修士 3 

文図養成２B 5 筑博図後期 3 

図短付養成 16 筑博図情前期 4 

図短図書館 251 筑図情専門学群 2 

図短文献情 66 筑知情図学類 71 

図短特養課 95 筑図情メ研科 2 

  合計 1,4691,4691,4691,469 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館情報学橘会図書館情報学橘会図書館情報学橘会図書館情報学橘会     

〒305-8550 つくば市春日１－２  E-mail info@tachibana-kai.com 

公式ホームページ https:// tachibana-kai.com/ 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ  https://www.facebook.com/lib.info.tachibanakai/ 

発行: 2018 年 1 月 25 日 

 

平成平成平成平成 22229999 年度分会費納入のお願い年度分会費納入のお願い年度分会費納入のお願い年度分会費納入のお願い    

今年度会費未納入の会員におかれましては、以下の郵便振替口座または銀行口座宛に納入くださるよう

お願いいたします。なお、通常会員の会費は 3,000 円です。また通常会費完納者(35 回分納入済みの方)

には、橘会円滑な運営のため橘会固有の協力会費 2,000 円を維持費としてお願いしています。 

（郵便振替）（郵便振替）（郵便振替）（郵便振替）                                                                    （銀行振込）（銀行振込）（銀行振込）（銀行振込）    

口座番号 ００１１０−５−６５６１０１    ゆうちょ銀行 〇一九店（ゼロイチキユウ店） 

加入者名 図書館情報学橘会         口座番号 ０６５６１０１ 預金種目 当座 

口座名義 トシヨカンジヨウホウガクタチバナカイ 

＊「振込依頼人名」欄に会員番号の明記をお願いします。 

＊ 春の会費請求の際に手違いで 3,500 円を請求してしまいました。申し訳ありません。今年度 3,500 円

納入済の会員には来年度の会費請求を 2,500 円とさせていただきます。よろしくお願いします。 

 


