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************************************************************************************************

今号の内容 

・「総会・10周年記念祝賀会・懇親会」のお知らせ ・Facebook公式ページのお知らせ                       

・「総会・10周年記念祝賀会・懇親会」の日程   ・総会・10周年記念祝賀会・懇親会 申込書 

・会費納入のお願い              ・総会委任状

*************************************************************************************************

むくろじの会「総会・10周年記念祝賀会・懇親会」のお知らせ                 

むくろじの会 会長 

 令和 2年度のむくろじの会の総会/10周年記念祝賀会/懇親会を 4月 11

日（土）に松本市の浅間温泉「みやま荘」で開催いたします。 

新型コロナウイルスの感染拡大により各地で店頭からマスクが無くなっ

たり、催しの自粛がおきたりしておりますが、当会は予定通り開催する

予定にしております。 

 この 10年を振り返ってみますと、遺伝性疾患として治療はどうしたらよ

いか良く解らなかった時代から治療法が確立し、ゲノム医療による遺伝性疾患の検査と治療が始

まる時代となりました。 

2009 年 10 月にむくろじの会が発足してから、昨年秋に 10 周年を迎えたことから、総会に合

わせ設立 10年記念祝賀会を開催することにいたしました。10周年記念祝賀会では、むくろじの

会 10年の歩みを示すスライドや櫻井先生の記念講演を予定しております。 

また、これまでお世話になりました先生方を御迎えし、懇談したいと思っております。更にこ

れまでも歌と演奏で総会を盛り上げて下さいました So－Tomo のお二人も来て下さいます。お楽

しみ下さい。 

美しい常念岳が見える松本で、皆さんと日頃の悩みや思い、10 年間の想い出等を話し合いた

いと思っております。多くの方のご参加をお待ちしております。 
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「総会・10周年記念祝賀会・懇親会」 日程                                                                    

 ４月１1 日（土） 

            時 刻  内 容 

 ＪＲ松本駅集合 

 （アルプス口） 

  １２：１０  ・役員が松本駅アルプス口でお迎え   

・宿舎のバスがお迎え   

       受付 

    （ロビー） 

  １２：００～１３：００ 

 

・参加者の確認 

・年会費等の徴収 

  総会 （会議室） 

 

  １３：００～１３：３０ 

 

・前年度事業、決算報告等 

・今年度事業、予算等提案、質疑応答 

祝賀会受付 

（ロビー） 

  １３：３０～１４：００ 

 

・参加者確認 

・会費徴収 （一人 ３,０００円） 

１０周年記念祝賀会   １４：００～１６：００ 

 

・記念講演「科学とひとと～MENを織りなす縦糸

と横糸～」札幌医科大学 櫻井晃洋先生 

・パワーポイントで見る１０年のあゆみ 

・So-Tomoコンサート  

ＪＲ松本駅送り   １７：００ ・日帰りの人は解散（松本駅までバス送り） 

自由時間（入浴など） 

 

  １６：００～１８：３０ 

 

・宿泊の人は部屋に入り、夕食・懇親会までに 

入浴などを済ませ、ゆっくりお過ごし下さい。 

夕食懇親会 

（宴会場） 

  １８：３０～２０：３０ 

 

・まだお腹はすいてないかもしれませんが、楽し

いひとときを!! 

二次会 

（和室） 

  ２１：００頃～ 

 

・まだ話し足りない人、飲み足りない人は 

ご参加を。 

★ 会場：「みやま荘」長野県松本市浅間温泉 3-28-6    Tel  0263-46-1547 

http://miyamaso.org/header_navi/access 

     松本 ICより車で 20 分 JR松本駅からバスで 20分 

★ 会費 

      ・祝賀会会費        ３，０００円 

・宿泊費    １泊２食 １２，０００円  （飲み物代・二次会費含む） 

・夕食のみ            ６，５００円 

 

http://miyamaso.org/header_navi/access
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令和２年度 会費納入のお願い 

来年度の会費納入をお願いします。総会に出席される方は、総会受付時に納めることも可能 

です。欠席される方は 4月から 6月末までに会費の振込みをお願いします。総会に出席できなか

った方には総会終了後、資料と一緒にゆうちょ銀行の振り込み用紙をお送りしますので、届いて

から振り込んでください。（振込み費用は会負担です。） 

・年会費         3,000円         

・振込先        ゆうちょ銀行 

・口座番号        00580 - 7 - 69209 

・口座名称｛カナ｝   ムクロジノカイ 

・口座名称｛漢字｝ むくろじの会 

 

他銀行からの振込みをされる方は以下の内容を指定願います。 

・店名（店番）      059  ・貯金種目     当座 

  ・口座番号        0069209 

 

 

Facebook公式ページのお知らせ  https://www.facebook.com/mukurojinokai/   

むくろじの会では、公式の Facebookページを開設しています。 

Facebookの検索窓で、「むくろじの会」と入力するとすぐ見つかります。 

Facebookをご利用の方は、ぜひ「いいね！」ボタンを押していただき、フォローをお願いしま

す。 

勉強会や関係団体の情報、会の活動等を発信しています。 

また、友達へのシェア（拡散）もお願いします。 

 
編集後記  

今年もむくろじの会総会の時期がやってきました。東京在住の私は、東京の桜を満喫し葉桜になった時期に、松本でまた満開の

桜に出えることを毎年心待ちにしています。総会当日は昨年同様松本駅アルプス口で送迎バスの案内係を行います。皆様にお会

いできることを楽しみにしております。是非スケジュールのご調整をお願いいたします。（東京秀吉）  

むくろじの会事務局/むくろじ編集局 
〒396-0111 長野県伊那市美篶（ﾐｽｽﾞ）5093-4  伊東 幸子 宅 

電話/FAX：0265-78-3756    e-mail：kiiroicosmos@samba.ocn.ne.jp 
むくろじのバックナンバーは http://men-net.org/mukuroji/newsletter.html からダウンロードできます． 

むくろじの会の Facebookもあります。スマホで「むくろじの会」と検索して下さい。 

mailto:kiiroicosmos@samba.ocn.ne.jp
http://men-net.org/mukuroji/newsletter.html


メール： ・下記ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽに送信してください。

kiiroicosmos@samba.ocn.ne.jp

ﾌｧｯｸｽ: ・下記番号に送信してください。

電話/FAX：0265-78-3756

郵送： ・下記住所に郵送してください。

〒396-0111 長野県伊那市美篶（ﾐｽｽﾞ）5093-4 伊東幸子宅

むくろじの会事務局

申込締切日： ・3月21日（土）

・該当する項目にチェックをしてください。

性別 宿泊の場合

□相部屋可

□祝賀会 □相部屋不可

□相部屋可

□祝賀会 □相部屋不可

□相部屋可

□祝賀会 □相部屋不可

□相部屋可

□祝賀会 □相部屋不可

FAX / E-メール

〒

＊松本駅に集合の方は連絡用に携帯電話の番号を記入してください。

・会へのご要望等がありましたら下記にご記入ください。

・個人情報の取り扱いについて

　ご記入いただきました個人情報は今回の事務処理のみに使用し、他には利用いたしません。

　本会のプライバシーポリシーはWEB（http//men-net.org/mukuroji/privacypolicy.html)にてご確認ください。

□総会

□宿泊する

ﾌﾘｶﾞﾅ

□男性

□女性

□マイカー

□松本駅送迎希望

□マイカー

□松本駅送迎希望

□マイカー

□夕食まで参加する

ﾌﾘｶﾞﾅ

□宿泊する

□松本駅送迎希望

□宿泊する

□総会

□夕食まで参加する

□総会

□男性

□女性

携帯電話＊

電話

ﾌﾘｶﾞﾅ

□夕食まで参加する

□宿泊する

　　　　　　人

郵便番号、住所

□男性

□女性

合　計

2020年度　総会・祝賀会・宿泊等申込書

参加

□総会

会場までの交通手段

申し込み方法は3種類です。むくろじの会事務局にﾒｰﾙ、ﾌｧｯｸｽ、郵送でお願いします。

□マイカー

申込者氏名

□男性

□女性

ﾌﾘｶﾞﾅ

□夕食まで参加する

参加できない方は「委任状」の送付をお願いします。

□松本駅送迎希望

mailto:kiiroicosmos@samba.ocn.ne.jp


令和 2年 2月吉日 

  会員各位 

                          むくろじの会 会長                                                  

令和 2年度「むくろじの会」総会開催のお知らせ 

 早春の侯、各地で梅の花が満開の季節を迎え日に日に暖かくなり、春がすぐそこに近づいてき

ているのを感じる季節となりました。会員の皆様は如何お過ごしでしょうか。 

新型のコロナウイルスによる肺炎のニュースで、各地で色々な催しに自粛の動きが出て、やきも

きされていると思われますが、当会の総会は予定通り開催することにいたします。 

 尚、本年度は総会後、10周年記念祝賀会も開催いたします。会員の皆様には、何かとお忙しい

時期とは思いますが是非ご都合をつけ、ご出席下さいますようご案内申しあげます。 

                   記                                                          

1.日時  4月 11日(土)  午後 1時より (12時から受付します) 

2.会場  松本 浅間温泉「みやま荘」会議室 

     住所：松本市浅間温泉 3-28-6  電話：0263-46-1547  

☆ 総会を欠席される方は、お手数ですが下記委任状に署名捺印の上、3月 21日(土)までに郵送

またはＦＡＸで事務局まで必ずお送り下さい。お願いします。               

事務局 〒 396-0111  住所：長野県伊那市美篶（ミスズ）5093-4 伊東幸子宅 

TEL/FAX：0265-78-3756 

 

                   きりとり線                     

委任状 

 4月 11日(土)開催の総会に出席できないため、すべての案件に関わる 

議決権を            氏に委任します。 

 令和 2年 3月    日 

                 氏名             ○印  

 


