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.Topics 

同窓会の深化・進化形としての
「同窓会プラス」

八日本にプライベートクラブ型同窓会は根付くのか?

贈すすオ号T7グラム 大西 好宣

1はじめに・

ここ数旬、I/ i場て、は~， ; i;m)I" '; をì:な対象としたビ

ジネスが北悦り である。5つ)1¥の外資系1101j級ホテ

ル、プライベートパンク、プラチナカード、海外

のボーデ、イングスクールfYI学など、いずれも前Iit

紀ぶからfバ1:はしていたものの、 1，((1'，)なJ仏大を凡

せたのは今111紀に人ってからである。いわゆるバ

ブルの)W刻表、社会の .同化(I:filt，]がrJutまるのとH

にJili)ll.iしてきた山象であろう 1)。

~~だけでなく、多くのj\" (:1ことっても、この

ような山防)1"';を取り込むことができれば、 IIA政の

'~íi.:に人きく 'l.'i 1jすることは挺いない。 とりわけ、

そのような山桁)1"';が1' 1 校の小.業'J:.である I~/}0 に

は、 {UJとしても寄付をと19J'iうのが大学人共通のJ41

いではないか。イ|ー川収入に 11;める寄付の'，I;IJ0が欧

米に比較して月しく低い本邦人;予においては、そ

のV，iJ'1 し、 O)IJ~(とはより ')1"';のものとと主る。
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図 1 卒業生のセグメン卜例
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career 

ONISHI Yoshinobu • 

1961年生まれ。慶大経済学部、米

コロンビア大国際公共政策大学院、

タイ ・チユラロンコン大高等教育大

学院で学ぶ。高等教育学博士。 NH

K、笹川平和財団を経て2003年より

国連職員(留学生のための貸与型奨学

金事業担当Hこ。財団時代は東南アジ

アの大学改革プロジェク卜に携わる。現在、学習院女子大

大学院 ・非常勤論師を兼務。2009年4月よリ、留学生教育

学会理事。

ここでゾI戸の凶 1 ，をご覧いただきたい。 制~ 'Iilllは卒

業午.の(j校~å同意識の高低を、横' Iil liは卒業生の収

入の多弘をぷし、卒業生をセグメン ト化 したもの

である。

大やは、その卒業' I c.でなおかつ'I~ ~ m間に属する

-/t'(:の人々にや'Iとか後触しようとするものと仮定

する。その日動をー純のマーケティングと促えれ

ば2)、その Rたる対象は|火11の日のセグメントに

属する人たちであろう。彼らは、卒業後も向校へ

の附属ぷ識が向いトーに、窃十谷間でもあるため、あ

る一定の条1'1ニさえ盤えば将来寄付をしてくれる可

能性の高い人たちである。

このような彼らについて、その情報を整国 ・組

織化した上で重点的な対象とするのは、効率性と

いう観点からだけでも、マーケティング戦略上極

めて|当然なことである。しかしながら、ごく 一部

の例外を除き、本邦大学による卒業生のセグメン

ト化も、彼らを対象とする集金システムも現実に

はイr作しない。それどころか、殆どの大学にとっ

てはその端緒すらつかめないというのが事実では

ないだろ うか。前段で「仮定する」と書いたのは



写真1 コロンビア大学

そのためである。

他方、欧米の大学には、幸いにもある共通の実

践例がある。そこでは、富裕層の卒業生に接触す

るためのひとつの手段として、同窓会が大きな役

割を果たしており、乙れらの事例はわが国の大学

にとっても参考になるのではないだろうか。但し、

ここで言う同窓会とは、我々が慣れ親しんだ伝統

的なスタイルのそれではなく、 言わば同窓会プ

ラスとでも呼ぶべき異質なものだ。以下ではハー

バード大学及びコロンピア大学の事例を中心に紹

介する。

写真2 HCNY外観

2.米国大学の事例・

( 1 )ハーバード大学及び

コロンビア大学について

ハーバー ド大学とコロンビア

大学は、いずれも米国の独立以前

に創立された歴史と伝統のある

大学である3)。いわゆるアイビー

リーグ校のひとつで、前者はマサ

チューセッツ州、|のケンブリッジ

に、後者はニューヨークのマン

ハッタンにメインキャンパスを持

つ大規模校である。

民間の証券会社による報告書によれば、コロン

ピア大学における2000年初期の寄付キャンペー

ンでは、全寄付者の上位0.1%だけで最終募金額

20億ドルの約64%を獲得したとのことである4)。

ここからわかるように、大学全体の財政に果たす

富裕層の役割は大きい。

両大学の同窓会は米国の各地に組織されてお

り、日本人の留学生も多いことから、日本国内に

も大学全体、或いは学部や大学院ごとの同窓会が

ある。しかし、これらの同窓会はいずれも日本の

多くの大学のそれと何ら変わることがない。卒業

生相互のネッ トワーキングを目的として、年に一

度総会があり、かつまた著名な講師による不定期

な講演会がある、というようなものだ。同窓会自

体には法人格もなく、また常設の事務局があるわ

けでもない。

(2)プライベートクラブとしての

ニューヨーク同窓会

両大学の同窓会でユニークなのは、前者では

Harvard Club of New York (HCNy)5)、後者では

Columbia University Club of N巴wYork (CUCNy)6) 

という名前の、会費制(具体的な金額については

後述)による法人組織である。両同窓会共に常設

の事務局ばかりか、多くの専任スタッフを有し、

会員専用の宿泊施設やレストラン、パー・ラウン

大学マネジメン 卜 DEC 2009 Vol.5. NO.9 49 ・



写真3 CUCNYロビー

写真4 CUCNY宿泊施設

シ¥スポーツジムなどを備えたビルを、マンハツ

タンの11抜き巡りである IdlWi近くの 一等地に梢

える。

II+:の多くの大'γのように、 ?;1・，;立の IjT務)可iをH

たないl'iJ窓会の場介、 {以に熱心なボランティア怜

引がJili以く数千ノ1いたとしても、なかなか!1!新され

ないホームページのIHJ ，没と、せいぜい1 1 :2~ 3皮

の，l，W出会IHJ{1iiくらいが|民|の111で、あろう。 しかし、

HCNY やCUCNYの j:~J}0には、 J J数j立のJill副会開催

から小旅行、制度IJツアー、 (~'Jの進学相談会、果

ては-i'，= 11~附のためのお比fTいパーティに至るま

で、 独1二|イベントが'd.feり沢山である。

'1'には、 |吹|山iや旅行、株式投資など、趣味を同

じくする会員同土がSpecialInterest Groupを形成

し、 1'1ら迎蛍しているWIJも珍しくない。両同窓会

の事務局もこれらの活動を支援しており、日;制l句

な会員相互の親睦に心を1砕いている傑子がうかが

える。もちろん、これらの情報は、イベント情報
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と併せホームページや毎月発行のニュースレター

で会員に提供される。

これらの事実は、 HCNYやCUCNYが単に同窓

会に留まらず、欧米で盛んなプライベー トクラ

ブ(或いは社交クラブ)の一種だということを示

している。双方ともAlumniAssociationで、はなく、

Clubと名乗っていること、また、 HCNYでは会員

になるための面接や現会員からの惟Jf.S状が必須で

あることなどからも、その排他的な性絡は明らか

である。

市有ーはこのような形態を「同窓会プラス」と

仮にl呼びたいo ，王者が本稿でこの「プラスJの部

分に ~~I' I-I したのは、たとえ対filliを払っても、同窓

会にこのような一歩進んだサービ、スを求める人々

は、おそらく 1-1本にも潜在的にいるのではないか

という仮説に基づいている。そして、彼らこそが

まさに大ヲへの附同意識の高し、;・;刊行間であり、行

大学がilJも接触を試みたい府なのではないかと行f'

烈する。

まり、 |司窓会プラスは、大'γにとって将来布

引な収従IMlになるIIf能性を絡めているとHに、ストー

栄作 ・liiJ慾'1:.に対して今までιこない一段1111いレベ

ルのサービスを舵供することにもなる。また、そ

のようなサービスを組織的 ・縦続的Lこ促供するこ

とで、よりーJr'i 吋校への愛着や%lir~感を尚めるこ

とにもつながっていく 。

プラスの話をおfLけよう。CUCNYがプライベー

卜クラブのー胞であると筆者が主張するのは、そ

れがReciprocalClubを何するという事実にも依拠

している。ReciprocalClubとは|百]，fillの提悦クラブ

のことで、会員相互が施設を共同利閉する仕出Ilみ

である。例えば、ニューヨークに住むCUCNYの会

員が、出張などで東京を訪れた際には、 同じく会

員制のプライベートクラブであるTokyoAmerican 

Clubを利用で、きるようになっている。

実は、両大学以外にも、 他のアイピーリ ーグ

校は全て同じような会費制同窓会組織を持ってい

る。そしてそれらは全て互いに提携関係、つまり

Reciprocal Clubとなっている。 しかも、それらが

入っているビルは、いずれもマンハッタンの五番



街に近接 ・集中しているため、 アイ ピーリーグと YorklZ
)がそれである 。その他、特に大学を定め

しての共通イベン トを持ち回りで開催したりする ないようなタイプのクラブもある。その代表的な

ことも容易である。 例が、米国各地にあるUniversityClub of 00 (0 

因みに、 CUCNYのビルには同じアイビーリー Oは都市の名前)のような組織である 13)。但し、

グのひと つであるプリンス トン大学の同窓会 この場合には、舟校を同 じくする者の集いという

Princeton Club of New York7)が同居している。事 同窓会としての性格は、かなり侍れることが避け

務局やスタッフはもちろんのこ と、ホームページ られない。

のコンテンツや、ニュースレターの中身まで多く

が共通である。この 2つの大学は、円木で言えば

早稲田と慶j患のような強力なライバル校であり 8)、

同窓会ビルが共通というのは、卒業午と してはい

ささか奇異に感じたりもする。しかしながら、英

国のオックスフォー ド大学とケンブリッジ大乍も

同様の形態で同窓会クラブを共同連符'しており 9)、

それほど驚くにはあたらないのかもしれない10)。

(3 )大学本体との関係

これらの組織と大学本休との関係はどのような

ものなのであろうか。例えばコロンビア大学の場

合、大学と してCUCNYを/JlI]ITri的に支擬している。

その証明として、次の 5つの事例を紺介したい。

まず、クラブのイベン トとして、学長による

講演会がある。第 2に、 |言l大卒業生令以が受け

取る大学のl正式な機関誌(季干1]) lJ'Co lumbia~ に

CUCNYの広告が大きく 出d返されている。第3に、

CUCNYで定期的に催される会員の子弟のための進

学相談会には、大学が実際の審査官を派遣してい

る。

第4に、大学の同窓中センターが、くじ/}]きの

景品としてCUCNYの会員権を同窓生にプレゼン 卜

している 11)。そして第5に、大学本体のホームペー

ジとクラブのそれとがリンクしている。このよう

に、 両者の関係は比較的深いことが平等易に見てと

れる。この点は、 トICNYやその他の大学のクラブ

でも概ね同じような状況である。

(4 )その他

アイビーリーグ校以外の大学にも、 似たような

性格を持つ会員制の同窓会は存在する。例えば¥

マサチュ ーセ ッツ工科大学のMITClub of New 

3.本邦大学の事例・

制って、わが¥~\ の大学には妓念ながら H窓会

プラスのような・H/9I]は側めて少ないのが射状であ

る。しかし特派というわけでもない。以下にJAべ

るのはその数少ない事例であり、米¥，，¥の'HWI]との

i\'J'~なども併せてあfi介することとする。

(1)私立大学 :慶慮義塾大学の事例

J，J川向c;v;:rr 雌I!~( :.川会:刺 l織とその?吻:~ ij 0) 

/I-i'unで、市・|五|ホテルのj山ドにある山IfMLN!l;.l}.:.'''f:の

¥，i)窓会品11織のことが紺介されている。)!/.人行¥¥では、

Mやら伴しげな柑街クラブめいた，Ifき}j;をされて

写真5 東京三田倶楽部エントランス
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いるが、これが東京三田倶楽部で、わが国では

数少ない、有料かつ会員制の大学同窓会組織で

ある 14)。

同大学の同窓会は一般に三田会という名前で知

られ、その活発な活動はつとに有名である。ホー

ムページ15)によれば、 2009年11月現在、 地域日IJ・

年代別・ 企業日IJなど870もの三回会が組織されて

おり、 会員数は28万人を数えるという。しかし、

その賄どは事務局も持たず、また年会費を支払う

必要もない、いわゆる伝統的な同窓会組織に過ぎ

ない。

東京三凹倶楽部はそのような三回会の中にあっ

て、有料(入会金+預託金+年会費)の会員制で

あり、なおかつ専C)1'1の料飲施設を有するという点

でユニークな作在である。設立は1974年12月と

いうから、結構長い歴史を持っている。HCNYや

CUCNYのように、rliI可の宿泊施設やスポーツジム

こそ持たないものの、 会員向け月報のような定期

FlJh物や、 会員luJけの交疏会 ・枯淡会など、定期

的なイベン トをIJ開催しているという点で、は似通っ

たイ子紅だと 再ーえよう。

2008"1:、市.fi'は イ克だけHH与されて、'ワ'点の
エン トランスの向こう側にある料飲施設を利)有し

たことがある。人り l寸こそ仰 し々いが、 '-¥"はこじ

んまりとした (70坪)居酒屋といった風情であっ

た。it文した品を客自ら用紙に記入し、帰りに精

算するという、 言わば"It善説に立脚した会計シス

テムも、同質性が担保されているからこそのルー

ルであろう。

その|際に入手した資料によれば、東京三旧倶楽

部の会員数は1， 2 00~I O それぞれが何らかのボラ

ンティアとして、委員会に所属することが義務づ

けられている。委員会と しては、広報や企画、会

員交疏、国際交疏などがあり、これらの活動を通

しでも会員同士が仲良くなれるようにという意凶

が込められているものと推察する。

けれども、 会員権を維持するための経費が決し

て安くない(後述)割には、 HCNYやCUCNYに比

べ、会員として享受できるサービスにはそれほど

優位性がない。例えば、上記で述べたように、自
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前の宿泊施設がないという事実は、 地方にいる潜

在的な会員にとって何ら魅力的に映らない。また、

スポーツジムがないことや、 土曜 ・日曜の施設利

用ができないという点は、近隣の会員にとって親

切とは思われない。

さらに致命的なのは、 HCNYやCUCNYのよ

うなプライベー 卜クラブなら必ずあるはずの

Reciprocal Clubがひとつもないことだ。内外に提

携クラブがなければ、クラブとしての広がりや発

展性がない。このことは、現在の東京三田倶楽部

が、慶}I起の卒業生のみの親|位を目指した、かなり

内向きの性格を有するものであることを示してい

る。

慶}I巨大学本体との関係も濃いとは言えない。倶

楽部主催による、塾長(一般の学長のこと)の講

演会があったりはするものの、大学本体としてこ

の倶楽部の作布を声高に広報したり、 会員獲得の

お手伝いをしているといった事実はない。この倶

楽部を令似jに利用すれば、大学本休の発展にもつ

ながると思うが、 今のところは妓念ながらそのよ

うな活用や連慨がなされていなし、。優良資産が分

相応の役割を巣たしていない、と筆者の自には映

る。

但し、このような形態の同窓会組織は、わが国

の大学としてはかなりユニークなものであるこ と

は間違いない。 紙III~の関係で触れられなかったが、

鹿l症には東京三田倶楽部以外にもG1NZABRBクラ

ブという同研の組織もある 16)。慶肱の卒業生は、

仲間同土ーの交疏が余程好きなようだ。

考えてみれば、日本におけるプライベートクラ

ブの草分けとして知られる銀座 ・交拘社は、 l菱l態

義塾の創設者である福沢諭吉の手によるものだ。

東京三田倶楽部にしてもGINZABRBクラブに して

も、乙の分野での伝統そ持つ慶舷ならではの組織

なのかもしれない。

(2)国立大学:旧帝国大学の事例

国立大学の場合には、実はもっと古くから同

窓生向けのプライベート クラブが存在していた。

1886年に設立された学士会がそれである 17)。専



用の施設と事務局を持ち、有料の会員制であると

いう点で、わが国における同窓会プラスの草分け

であろう。

学士会は、一部の教員も含むものの、 基本的に

は旧帝国大学18)の卒業生のための親睦団体であ

る。学上会という名称は、学士という称号がこれ

ら帝国大学の卒業生のみに与えられていた時代の

名残だ。東京都千代田区の一等地に専用の施設(学

士会館)を有し、施設内には複数のレス トランや

パー、会議室、そして宿泊施設等を備える。

毎月、定期的に写真展や講演会などのイベン ト

を開催し、それらの情報は会員向けの月報で知|ら

せる。その他、 現役の学生を対象と した就職相談

会や、卒業後の求人情報の提供をはじめとする総

合的なキャ リアサービス、ゴ、ルフコンペや|白l世代・

同業種の食事会をも展開しており、会員にとって

はまさに至れり尽くせりの観がある。

学士会が他の同窓会プラスと圧倒的に異なる点

は、イロ!と言ってもその年会費の安さである。l人

4千円は破格であろう。ただ、これには次のよう

な大きな理由がある。すなわち、上記で紹介した

専用の施設を、 会員以外にも開放しているのであ

る19)。例えば、最も安価なシングルルームの-tl'l

利用料金は、 会員価格が8，600円、一般の1IJij絡が

9，200円となっており 20)、わずかの差は設けられ

ているものの、exclusive(排他的)な施設ではない。

つまり、 一般の利I'I=Jを認めることでIlt!i設の紋働

率を上げ、会員の負担をそれだけ減ら しているわ

けである。また、例えば東京大学ただ一校の卒業

生ではなく、複数の旧帝国大学という借りにする

ことで、結果的に多くの会員数を獲得している。

同会のホームページによれば、 2009年11月現在、

入会金

HCNY 135， 180 

CUCNY 90，000 

UCSF※ 450，000 

東京二田倶楽部 100，000 

学士会

会員数は 7万人を超えるという。この点でも施設

の稼働率向上に貢献しているわけだ。

ただ、本会を純粋なプライベート クラブとして

見た場合、このよう な経営方針には一長一短があ

る。すなわち、経営効率という点からは褒められ

でも、 会員権の間口を広めたり、非会員単独での

利用をも可能とすることで、クラブと しての同質

性やexclusiveな性格、施設内の雰囲気 (ambience)

の統ーといった事柄を、ある程度犠牲にせざるを

得ないからだ。

さらに、卒業生でイ|工会{~ 4千円を支払えば、百(r，

でも会員になれるという坂イ1:の制度では、大学本

休にと ってそれほど旨みがない。つまり、多くの

日本人の考える 「平等」という概念、にはマッチし

ていても、 i司iWiで紛介したような卒業ノ1:のセグメ

ント化や富俗j自の取り込みという意l味では、おそ

らく大して役立たない。

『誤解しないで欲しいのだが、 "lh行はそのような

現状を批判しているのではない。JfえJjは人によ

り線々である。筆11が姐i訓しているのは、米11<1大

学の同窓会プラスとわが11¥1の学 仁会とは、たとえ

その源怖はIfiJじでも、今の科学には!リlらかに迎い

があるということである。会員になるのに、 |而接

に加えて出i傾の入会金と1，1;会主tの支仏いが義務付

けられているHCNYとは、どう考えても ilJ父対の

方向性をイヨしている。また、 ReciprocalClubがひ

とつもないという点で、 も、*)~(三川1H~:，\j \ のノ':í~ 1・

に近い。

4.むすびにかえて ・
昂後に、上で紹介した符H窓会プラスについて、

預託金 年会費 初年度必要領計

135， 180 270， 360 

133，650 223，650 

291，600 741，600 

100，000 50，000 250， 000 

4，000 4，000 

表1 初年度必要経費比較表 (単位はいずれも日本円。但し、 1ドル90円で計算)

出典・ホームページやパンフレットミワの的械をもとに市者がれ成
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2009作1LH呪配での初年度必要経費比較表を掲

載しておく 。HCNY及びCUCNYに関しては様々な

会は何別があるが、ここでは現地ニューヨーク在

作でヤ業後10年以卜ーの会口の例を掲載している。

University Club of San Francisco (UCSF)について

は、 40代以 卜ーの会μ{llIi桁で‘ある。東京三田倶楽部

には会此何日IJそのものがなく、学士会にも終身会

LJと一般会はの|夫)JIJがあるのみである(表では一

般会はの例を制岐)。

トICNY やCUCNYで採川されているこのような

会は何日IJは、民同のOxfordand Cambridge Club 

にも共通している。そこでは、 例えばクラブのあ

るニューヨークやロン ドンrJj内にイdJ・する会員

と、郊外や出外に向性する会Uとでは、受けられ

るサービスの|人l俗も凱皮も逃うことをおめ、イ|て会

t~にも人会合にも!心分の;r~ Ycを設けることで、 「 ‘r

~TJ' J を述!ぷしようとする与えがある。 ， ìlf も彼も

fltに 「‘11.̂，Ti;・」 の会t止をぶす11本の巧え!iとはうそく

l:lい、このjム仏‘

さて、タイ トルで‘仏!起 したのは、 11本にもこの

ようなプライベー トクラブ引I'IJ窓会 (=I，;J窓会プ

ラス)は似付 くのか、という II¥J:岨である。先のこ

とは小l確かだとしても、 11本の多くの大学がこれ

まで)Jを人れてきた、 l'iJ窓会の17i的な拡大とその

WJ.'fという 一般的 ・伝統的なIp，xll射に、変化の必要

性があることはl確かである。

すなわち、今川われているのは、その質の而

での安 Jlt と 1I攻 III~ Oコ 以来て、ある。 一般の I ，;J窓ノ Ic.の中

でも、 (:):校への1M属ぷ識がとりわけ高く、寄付に

も柏州的で、!!!~料のJL~ ';-l*或いは校風の伝道者と

なり、 周年行事のようなイベン 卜の際にはボラン

ティアと して進んで協力するよう な、 いわゆるコ

アの同窓I I~を大学と して組織し、彼ら に応分の

サービスを提供する必些があると思う。いかがだ

ろうか。

注)

1 )大学とて例外ではない。2006年1111に開始された

会μfI~1人附 ドック 「ハイメディック ・ 東大病院J 事業

• 54 大学マネジメン 卜 DE仁2009 Vol.S， NO.9 

(http:// www.hill1edicjp/grandhill1edic_c1ub/ 

price.htmI)では、 際司!¥的なコースの会uになるため

にl人600万円プラス年間25hl'jの伐111が必裂であ

る(但し、 ' j ~;Rの主体はWI \I企業)。 さらに2008

年10月、 uut(大'γて併iまったExecutivcManagell1enl 

Prograll1 (EMP)では、半年 C'kli't!i的にはほぼ4か)1)

の受講料がこれも("Jとl人600Jil'jである。

2) フィリ ッ プ ・ コト ラーは、その符，'~ r)ドt::;利制l織

のマーケティ ング戦fflllijで、大'γにと ってのllil窓会の

{('mlをマーケティング‘の倒!J.'，(から桁揃している。

3)ハーバードλf戸は 1636作、コロンピア)('戸は

1754{1'の011、I
4)稲}1.和典 (2006) )( .. ;tの'i"~午マーケティング

，~X附 ー 得 卜j ~WUilヤ~' I 二による新しい大マ': ( .t iJ llftll i ftl' i

'j世間百』、"興コーディアル，1Hl<

5) htlp:/ /www.hcny.com/ 

6) ht lp:/ /www.colull1biaclub，org/ 

7) hllp:/ /www.princetonclub.com/ 

8) 1，1，;校のスポーツチームの愛物、は、それぞれLionsと

Tigersである。

9) Oxford and Call1bridgc Club 

(hllp:/ /www.oxfordandcall1bridgeclub.co.ukl) 

1 0) 少なくとも、 II~ 政 |τの似jヰげ| という偲IJ.'，(からは ("J

ら戸tJ.とされるべき，試みではない。

1 1) hllp:/ /alumni.colull1bia.cclu/visil/s5_5a.hlll1l 

12) htlp:/ /alumwcb.mit.cclu/clubs/n巴wyork/srowse

Web.cloつwebSilclcl=Sl000621&webPageld=P006 

13)例えば、 UnivcrsityClub of San Francisco (htlp:/ / 

W州 univclub.coll1l)

1 4) 殴燃は小 ・ '1' ・ If~校をイ iするので、"てMtiには)(''';'

の'i" ~' I;のみを対象としたものではない。

15) http://www.rengo-mitakai.keio.acjp/ 

16) hllp:/ /www.brb.cojp/ginza/inclex.hlml 

17) hltp://www.gakushikai.orjp/ 

18) ).¥:();o、学、 );0111)ぐ戸、*北大学、大阪大学、九州

大学、 北海道大ヤ、 γ，，'il'i'!大乍、そして戦前 ・!j世'1'の

京城'市'医!大学、 fijt'，'i11 KI大学

19)非会員のみでの利川が"IiiE、という怠i味。

HCNY、CUCNY、*京三1:11似楽部では、会員の同伴が

あれば非会員も利Ilj可能。

20) 2009年1111呪作。2007年9月 l日改定のfilfi柄。
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