
平成２２年１１月１日／ｏｎ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ ｔｈｅ １ｓｔ，２０１０ 次回演奏会開催のお知らせ／ａｂｏｕｔ ｏｕｒ ｎｅｘｔ ｃｏｎｃｅｒｔ

弊会では平成２３年１月２３日（日）１３時より札幌市生涯学習センター「ちえりあ」ホール（札幌市西区宮の沢１条１丁目１番１０号）にて第３６回演奏会を開催いたし

ます。詳細については別紙（ｃｌｉｃｋ！）を御覧下さい。入場は無料です。

Ｗｅ ｗｉｌｌ ｈｏｌｄ ｏｕｒ ３６ｔｈ ｃｏｎｃｅｒｔ ｉｎ ｔｈｅ ＣＨＩＥＲＩＡ－ＨＡＬＬ，１－１０－１，ＭＩＹＡＮＯＳＡＷＡ１－ｊｏｕ，ＮＩＳＨＩ

－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ，ｓｔａｒｔｉｎｇ ａｔ １ｐ．ｍ． ｏｎ Ｊａｎｕａｒｙ ｔｈｅ ２３ｒｄ，２０１１． Ｔｈｅ ａｄｍｉｓｓｉｏｎ ｗｉｌｌ ｂｅ ｆ

ｒｅｅ．

平成２１年１０月２３日／ｏｎ Ｏｃｔｏｂｅｒ ｔｈｅ ２３ｒｄ，２００９

１．来る１１月１日開催の第３５回定期演奏会の際、プログラムにチラシの挟み込みを希望される方は、必ず事前にメールで可否を確認して下さい。携帯電話からの方は送信

先の弊会アドレスからの返信を受信許可に設定して下さい。

２．演奏会終了後の「打ち上げ」に出席してメンバーと懇親されたいという方も、同じく事前にメールで御連絡を御願いします。なお、会場の都合上、原則として過去に弊会

演奏会に参加した方および主宰と所縁の深い方に限らせていただきます。

１．Ｉｆ ｙｏｕ ｗａｎｔ ｔｏ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅ ｙｏｕｒ ｈａｎｄｐａｐｅｒｓ ａｔ ｏｕｒ ３５ｔｈ ｒｅｇｕｌａｒ ｃｏｎｃｅｒｔ， ｐｌｅａｓ

ｅ ｓｅｎｄ ｔｈｅ ｅ－ｍａｉｌ ｔｏ ａｓｋ ｐｅｒｍｉｓｓｉｏｎ ｏｆ ｕｓ． Ｐｌｅａｓｅ ｓｅｔ ｕｐ ｙｏｕｒ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ ｔｏ ｐｅｒ

ｍｉｔ ｔｏ ｒｅｃｅｉｖｅ ｔｈｅ ｒｅｐｌｙ ｆｒｏｍ ｏｕｒ ａｄｒｅｓｓ ｉｎ ｃａｓｅ ｙｏｕ ｓｅｎｄ ｉｔ ｂｙ ｙｏｕｒ ｈａｎｄｙｐｈｏｎ

ｅ．

２．Ｉｆ ｙｏｕ ｗａｎｔ ｔｏ ａｔｔｅｎｄ ｔｈｅ ｒｅｗａｒｄｉｎｇ ｐａｒｔｙ ａｎｄ ｔｏ ｃｏｎｖｅｒｓｅ ｗｉｔｈ ｕｓ， ｐｌｅａｓｅ ａｌ

ｓｏ ｓｅｎｄ ｔｈｅ ｅ－ｍａｉｌ． Ｂｕｔ ｓｏｒｒｙ， ｔｈｅ ａｔｔｅｎｄａｎｔｓ ｗｉｌｌ ｂｅ ｌｉｍｉｔｅｄ ｏｎｌｙ ｆｏｒ ｔｈｅ ｐａｓ

ｔ ｍｅｍｂｅｒｓ ｏｒ ｔｈｅ ｐｅｒｓｏｎｓ ｗｈｏ ｈａｖｅ ｂｏｎｄ ｗｉｔｈ ｏｕｒ ｌｅａｄｅｒ ＴＡＲŌ ＭＯＲＩＴＡ， ｃａｕｓｅ ｏｆ ｔ

ｈｅ ｐｌａｃｅ．

平成２１年８月１６日／ｏｎ Ａｕｇｕｓｔ ｔｈｅ １６ｔｈ，２００９ 前売券発売の御案内／ａｂｏｕｔ ｔｈｅ ａｄｖａｎｃｅ ｔｉｃｋｅｔｓ

来る１１月１日開催の第３５回定期演奏会の前売券は下記の札幌市内各プレイガイドで本日より販売開始となります。

Ｔｈｅ ｔｉｃｋｅｔｓ ｏｆ ｏｕｒ ３５ｔｈ ｒｅｇｕｌａｒ ｃｏｎｃｅｒｔ ａｒｅ ｐｕｔ ｏｎ ｓａｌｅ ａｔ ｔｈｅ ｎｅｘｔ ａｇｅｎｃｉｅｓ

ｉｎ ＳＡＰＰＯＲＯ ｔｏｄａｙ．

★札幌コンサートホール「Ｋｉｔａｒａ」 チケットセンター／ＳＡＰＰＯＲＯ ＣＯＮＣＥＲＴ ＨＡＬＬ “ＫＩＴＡＲＡ”

札幌市中央区中島公園１番１５号／１－１５ ＮＡＫＡＪＩＭＡ－ＫŌＥＮ，ＣＨŪŌ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ

電話／ｐｈｏｎｅ ０１１－５２０－１２３４／＋８１－１１－５２０－１２３４ http://www.kitara-sapporo.or.jp

★エルム楽器本店 エルムプレイガイド／ＴＨＥ ＥＬＭ ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴＳ ＣＯ．ＬＴＤ．

札幌市手稲区西宮の沢３条２丁目／２ ＮＩＳＨＩＭＩＹＡＮＯＳＡＷＡ３ＪＯＵ，ＴＥＩＮＥ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ

電話／ｐｈｏｎｅ ０１１－３５０－１１１１／＋８１－１１－３５０－１１１１ http://www.elm-t.co.jp

★札幌市教育文化会館 プレイガイド／ＳＡＰＰＯＲＯ ＥＤＵＣＡＴＩＯＮ ＡＮＤ ＣＵＬＴＵＲＥ ＨＡＬＬ

札幌市中央区北１条西１３丁目／１３ ＫＩＴＡ１ＪＯＵ，ＣＨŪŌ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ

電話／ｐｈｏｎｅ ０１１－２７１－５８２１／＋８１－１１－２７１－５８２１ http://www.kyobun.org

★道新プレイガイド／ＴＨＥ ＤŌＳＨＩＮ ＰＬＡＹＧＵＩＤＥ

札幌市中央区大通西３丁目／３ ŌＤŌＲＩ－ＮＩＳＨＩ，ＣＨŪŌ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ

電話／ｐｈｏｎｅ ０１１－２４１－３８７１／＋８１－１１－２４１－３８７１ http://www.ekekdbj.com

★大丸プレイガイド／ＴＨＥ ＤＡＩＭＡＲＵ ＰＬＡＹＧＵＩＤＥ

札幌市中央区南１条西３丁目 大丸藤井セントラル１階／ＴＨＥ ＤＡＩＭＡＲＵ－ＦＵＪＩＩ ＣＥＮＴＲＡＬ，３ ＭＩＮＡＭＩ１ＪＯＵ，ＣＨŪŌ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ

電話／ｐｈｏｎｅ ０１１－２２１－３９００／＋８１－１１－２２１－３９００

★４プラプレイガイド／ＴＨＥ ４ＰＬＡ． ＰＬＡＹＧＵＩＤＥ

札幌市中央区南１条西４丁目 ４丁目プラザ１階／ＴＨＥ ４ＣＨŌＭＥ－ＰＬＡＺＡ，４ ＭＩＮＡＭＩ１ＪＯＵ，ＣＨŪŌ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ

電話／ｐｈｏｎｅ ０１１－２５１－５５７４／＋８１－１１－２５１－５５７４
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平成２１年７月１８日／ｏｎ Ｊｕｌｙ ｔｈｅ １８ｔｈ，２００９ 次回定期演奏会開催のお知らせ／ａｂｏｕｔ ｏｕｒ ｎｅｘｔ ｃｏｎｃｅｒｔ

弊会では来たる１１月１日（土）１３時３０分より札幌コンサートホール「Ｋｉｔａｒａ」小ホール（札幌市中央区中島公園１－１５）にて第３５回定期演奏会を開催いた

します。詳細については別紙（ｃｌｉｃｋ！）を御覧下さい。前売券は８月１６日より札幌市内の主要プレイガイドで発売の予定です。

なお、本件記載内容の無断転載は固くお断り申し上げます（特に日本マンドリン連盟北海道支部）。

Ｗｅ ｗｉｌｌ ｈｏｌｄ ｏｕｒ ３５ｔｈ ｒｅｇｕｌａｒ ｃｏｎｃｅｒｔ ｉｎ ｔｈｅ ｓｍａｌｌ ｃｈａｍｂｅｒ ｍｕｓｉｃ ｈａｌｌ ｏｆ ＳＡＰＰ

ＯＲＯ ＣＯＮＣＥＲＴＨＡＬＬ “ＫＩＴＡＲＡ”，１－１５ ＮＡＫＡＪＩＭＡ－ＫŌＥＮ，ＣＨŪŌ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ，ｓｔａｒｔｉｎｇ ａｔ ｈａｌｆｐａｓｔ １

ｐ．ｍ． ｏｎ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ ｔｈｅ １ｓｔ．Ｙｏｕ ｆｉｎｄ ｔｈｅ ｉｎｖｉｔａｔｉｏｎ ｈｅｒｅ（ｃｌｉｃｋ！）．Ｔｈｅ ｔｉｃｋｅｔｓ ｗｉｌｌ ｂｅ ｐ

ｕｔ ｏｎ ｓａｌｅ ａｔ ｔｈｅ ｍａｊｏｒ ａｇｅｎｃｉｅｓ ｉｎ Ｓａｐｐｏｒｏ ｏｎ Ａｕｇｕｓｔ ｔｈｅ １６ｔｈ．

Ａｎｄ ｗｅ ｗｉｌｌ ｎｅｖｅｒ ｐｅｒｍｉｔ ａｎｙ ｑｕｏｔａｔｉｏｎ ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙ ｂｙ ｔｈｅ ＨＯＫＫＡＩＤＯ ｂｒａｎｃｈ ｏｆ ＪＡＰＡＮ ＭＡ

ＮＤＯＬＩＮ ＵＮＩＯＮ（Ｊ．Ｍ．Ｕ．）．

平成２１年６月６日／ｏｎ Ｊｕｎｅ ｔｈｅ ６ｔｈ，２００８ 演奏会開催の御案内／ａｂｏｕｔ ｏｕｒ ｎｅｘｔ ｃｏｎｃｅｒｔ

弊会は来る６月２１日（日）１３時３０分よりエルムホール（札幌市手稲区西宮の沢３条２丁目）にて開催されるマンドリン･アンサンブル・コンサートに出演します。詳細

については別紙（ｃｌｉｃｋ！）を御覧下さい。なお、入場は無料です。

Ｗｅ ｗｉｌｌ ｐｅｒｆｏｒｍ ｉｎ Ｔｈｅ Ｍａｎｄｏｌｉｎ Ｅｎｓｅｍｂｌｅ Ｃｏｎｃｅｒｔ ｉｎ Ｔｈｅ ＥＬＭ Ｈａｌｌ，２ ＮＩＳＨＩＭＩＹＡＮ

ＯＳＡＷＡ３ＪＯＵ，ＴＥＩＮＥ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ，ｓｔａｒｔｉｎｇ ａｔ ｈａｌｆｐａｓｔ １ ｐ．ｍ． ｏｎ Ｊｕｎｅ ｔｈｅ ２１ｓｔ．Ｙｏｕ ｗｉｌ

ｌ ｆｉｎｄ ｔｈｅ ｉｎｖｉｔａｔｉｏｎ ｈｅｒｅ（ｃｌｉｃｋ！）．Ｉｔｓ ａｄｍｉｓｓｉｏｎ ｉｓ ｆｒｅｅ．

平成２０年９月２日／ｏｎ Ｓｅｐｒｅｍｂｅｒ ｔｈｅ ２ｎｄ，２００８ 前売券発売の御案内／ａｂｏｕｔ ｔｈｅ ａｄｖａｎｃｅ ｔｉｃｋｅｔｓ

来る１１月１日開催の第３４回定期演奏会の前売券は下記の札幌市内各プレイガイドで本日より販売開始となります。

Ｔｈｅ ｔｉｃｋｅｔｓ ｏｆ ｏｕｒ ３４ｔｈ ｒｅｇｕｌａｒ ｃｏｎｃｅｒｔ ａｒｅ ｐｕｔ ｏｎ ｓａｌｅ ａｔ ｔｈｅ ｎｅｘｔ ａｇｅｎｃｉｅｓ

ｉｎ ＳＡＰＰＯＲＯ ｔｏｄａｙ．

★札幌コンサートホール「Ｋｉｔａｒａ」 チケットセンター／ＳＡＰＰＯＲＯ ＣＯＮＣＥＲＴ ＨＡＬＬ “ＫＩＴＡＲＡ”

札幌市中央区中島公園１番１５号／１－１５ ＮＡＫＡＪＩＭＡ－ＫŌＥＮ，ＣＨŪŌ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ

電話／ｐｈｏｎｅ ０１１－５２０－１２３４／＋８１－１１－５２０－１２３４ http://www.kitara-sapporo.or.jp

★エルム楽器本店 エルムプレイガイド／ＴＨＥ ＥＬＭ ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴＳ ＣＯ．ＬＴＤ．

札幌市手稲区西宮の沢３条２丁目／２ ＮＩＳＨＩＭＩＹＡＮＯＳＡＷＡ３ＪＯＵ，ＴＥＩＮＥ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ

電話／ｐｈｏｎｅ ０１１－３５０－１１１１／＋８１－１１－３５０－１１１１ http://www.elm-t.co.jp

★札幌市教育文化会館 プレイガイド／ＳＡＰＰＯＲＯ ＥＤＵＣＡＴＩＯＮ ＡＮＤ ＣＵＬＴＵＲＥ ＨＡＬＬ

札幌市中央区北１条西１３丁目／１３ ＫＩＴＡ１ＪＯＵ，ＣＨŪŌ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ

電話／ｐｈｏｎｅ ０１１－２７１－５８２１／＋８１－１１－２７１－５８２１ http://www.kyobun.org

★道新プレイガイド／ＴＨＥ ＤŌＳＨＩＮ ＰＬＡＹＧＵＩＤＥ

札幌市中央区大通西３丁目／３ ŌＤŌＲＩ－ＮＩＳＨＩ，ＣＨŪŌ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ

電話／ｐｈｏｎｅ ０１１－２４１－３８７１／＋８１－１１－２４１－３８７１ http://www.ekekdbj.com

★大丸プレイガイド／ＴＨＥ ＤＡＩＭＡＲＵ ＰＬＡＹＧＵＩＤＥ

札幌市中央区南１条西３丁目 大丸藤井セントラル１階／ＴＨＥ ＤＡＩＭＡＲＵ－ＦＵＪＩＩ ＣＥＮＴＲＡＬ，３ ＭＩＮＡＭＩ１ＪＯＵ，ＣＨŪŌ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ

電話／ｐｈｏｎｅ ０１１－２２１－３９００／＋８１－１１－２２１－３９００

★４プラプレイガイド／ＴＨＥ ４ＰＬＡ． ＰＬＡＹＧＵＩＤＥ

札幌市中央区南１条西４丁目 ４丁目プラザ１階／ＴＨＥ ４ＣＨŌＭＥ－ＰＬＡＺＡ，４ ＭＩＮＡＭＩ１ＪＯＵ，ＣＨŪŌ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ

電話／ｐｈｏｎｅ ０１１－２５１－５５７４／＋８１－１１－２５１－５５７４
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平成２０年８月１６日／ｏｎ Ａｕｇｕｓｔ ｔｈｅ １６ｔｈ，２００８ 次回定期演奏会開催のお知らせ／ａｂｏｕｔ ｏｕｒ ｎｅｘｔ ｃｏｎｃｅｒｔ

弊会では来たる１１月１日（土）１８時３０分より札幌コンサートホール「Ｋｉｔａｒａ」小ホール（札幌市中央区中島公園１－１５）にて第３４回定期演奏会を開催いた

します。詳細については別紙（ｃｌｉｃｋ！）を御覧下さい。前売券は９月２日より札幌市内の主要プレイガイドで発売の予定です。

なお、本件記載内容の無断転載は固くお断り申し上げます（特に日本マンドリン連盟北海道支部）。

Ｗｅ ｗｉｌｌ ｈｏｌｄ ｏｕｒ ３４ｔｈ ｒｅｇｕｌａｒ ｃｏｎｃｅｒｔ ｉｎ ｔｈｅ ｓｍａｌｌ ｃｈａｍｂｅｒ ｍｕｓｉｃ ｈａｌｌ ｏｆ ＳＡＰＰ

ＯＲＯ ＣＯＮＣＥＲＴＨＡＬＬ “ＫＩＴＡＲＡ”，１－１５ ＮＡＫＡＪＩＭＡ－ＫŌＥＮ，ＣＨŪŌ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ，ｓｔａｒｔｉｎｇ ａｔ ｈａｌｆｐａｓｔ ６

ｐ．ｍ． ｏｎ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ ｔｈｅ １ｓｔ．Ｙｏｕ ｆｉｎｄ ｔｈｅ ｉｎｖｉｔａｔｉｏｎ ｈｅｒｅ（ｃｌｉｃｋ！）．Ｔｈｅ ｔｉｃｋｅｔｓ ｗｉｌｌ ｂｅ ｐ

ｕｔ ｏｎ ｓａｌｅ ａｔ ｔｈｅ ｍａｊｏｒ ａｇｅｎｃｉｅｓ ｉｎ ＳＡＰＰＯＲＯ ｏｎ Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ ｔｈｅ ２ｎｄ．

Ａｎｄ ｗｅ ｗｉｌｌ ｎｅｖｅｒ ｐｅｒｍｉｔ ａｎｙ ｑｕｏｔａｔｉｏｎ ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙ ｂｙ ｔｈｅ ＨＯＫＫＡＩＤＯ ｂｒａｎｃｈ ｏｆ ＪＡＰＡＮ ＭＡ

ＮＤＯＬＩＮ ＵＮＩＯＮ（Ｊ．Ｍ．Ｕ．）．

平成２０年８月５日／ｏｎ Ａｕｇｕｓｔ ｔｈｅ ５ｔｈ，２００８

追悼・服部正先生（日本マンドリン連盟名誉顧問）、平成２０年８月２日御逝去、享年１００歳。主宰以下会員一同、心より御冥福を御祈り申し上げます。

Ｍａｅｓｔｒｏ ＴＡＤＡＳＨＩ ＨＡＴＴＯＲＩ，ｔｈｅ ｈｏｎｏｒａｒｙ ａｄｖｉｓｅｒ ｏｆ ＪＡＰＡＮ ＭＡＮＤＯＬＩＮ ＵＮＩＯＮ（Ｊ．Ｍ．Ｕ．），ｄ

ｉｅｄ ｏｎ Ａｕｇｕｓｔ ｔｈｅ ２ｎｄ，２００８，ａｔ ｔｈｅ ａｇｅ ｏｆ １００．Ｗｅ ｈａｖｅ ａ ｍａｓｓ ｒｅａｄ ｆｏｒ ｔｈｅ ｒｅｐｏｓ

ｅ ｏｆ ｈｉｓ ｓｏｕｌ．

平成２０年６月１４日／ｏｎ Ｊｕｎｅ ｔｈｅ １４ｔｈ，２００８

追悼・市毛利喜夫先生（日本マンドリン連盟名誉顧問）、平成２０年６月１２日御逝去、享年９０歳。主宰以下会員一同、心より御冥福を御祈り申し上げます。

Ｍｒ．ＲＩＫＩＯ ＩＣＨＩＧＥ，ｔｈｅ ｈｏｎｏｒａｒｙ ａｄｖｉｓｅｒ ｏｆ ＪＡＰＡＮ ＭＡＮＤＯＬＩＮ ＵＮＩＯＮ（Ｊ．Ｍ．Ｕ．），ｄｉｅｄ ｏｎ Ｊ

ｕｎｅ ｔｈｅ １２ｎｄ，２００８，ａｔ ｔｈｅ ａｇｅ ｏｆ ９０．Ｗｅ ｈａｖｅ ａ ｍａｓｓ ｒｅａｄ ｆｏｒ ｔｈｅ ｒｅｐｏｓｅ ｏｆ ｈｉｓ ｓ

ｏｕｌ．

平成１９年９月１４日／ｏｎ Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ ｔｈｅ １４ｔｈ，２００７ Ⅱ

マンドリンネット北海道から弊会定期演奏会に関する誤報が削除されたことを確認しました。なお、弊会は過去の経緯を考慮の上、同サイトの管理者に対して弊会関連情報

のサイト内からの完全削除を要請し、同じく削除を確認しました。

Ｗｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｄ ｔｈｅ ｄｅｌｅｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｗｒｏｎｇ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｂｏｕｔ ｏｕｒ ｎｅｘｔ ｃｏｎｃｅｒｔ ｏｎ

Ｍａｎｄｏｌｉｎ ｎｅｔ ＨＯＫＫＡＩＤＯ．Ｂｙ ｔｈｅ ｗａｙ，ｗｅ ｏｒｄｅｒｅｄ ｉｔｓ ｗｅｂｍａｓｔｅｒ ｔｏ ｄｅｌｅｔｅ ａｌｌ ｉｎｆｏｒｍ

ａｔｉｏｎ ａｂｏｕｔ ｕｓ ｏｎ ｔｈｅ ｗｅｂｓｉｔｅ ｉｎ ｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｉｔｓ ｐａｓｔ ａｃｔｓ．Ｗｅ ａｌｓｏ ｉｄｅｎｔｉ

ｆｉｅｄ ｔｈｅｉｒ ｄｅｌｅｔｉｏｎｓ．
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平成１９年９月１４日／ｏｎ Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ ｔｈｅ １４ｔｈ，２００７ Ⅰ 警告／Ｔｈｅ ｗａｒｎｉｎｇ！

下記サイトに記載されている弊会第３３回定期演奏会に関する情報は日本マンドリン連盟北海道支部が流布した誤報の転載であり、本日、完全削除を求める警告メールを発

信しました。なお、本件に関してサイト管理者から弊会への確認取材はなく、弊会も掲載を許諾しておりませんので御注意下さい。

Ｔｈｅ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｂｏｕｔ ｏｕｒ ３３ｒｄ ｒｅｇｕｌａｒ ｃｏｎｃｅｒｔ ｏｎ ｎｅｘｔ ｗｅｂｓｉｔｅ ｉｓ ｔｈｅ ｑｕｏｔａｔｉ

ｏｎ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｗｒｏｎｇ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｔｈａｔ ｗａｓ ｒｅｌｅａｓｅｄ ｂｙ Ｔｈｅ ＨＯＫＫＡＩＤＯ ｂｒａｎｃｈ ｏｆ ＪＡＰＡ

Ｎ ＭＡＮＤＯＬＩＮ ＵＮＩＯＮ．Ｗｅ ｈａｖｅ ａｌｒｅａｄｙ ｓｅｎｔ ｔｈｅ ｗａｒｎｉｎｇ ｅ－ｍａｉｌ ｔｏ ｔｈｅ ｗｅｂｓｉｔｅ ｔｏｄａｙ．

Ｉｔｓ ｗｅｂｍａｓｔｅｒ ｈａｄ ｎｅｖｅｒ ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ ｏｕｒ ｃｏｍｍｅｎｔ ａｎｄ ｗｅ ｈａｖｅ ｎｅｖｅｒ ｐｅｒｍｉｔｅｄ ｔｈｅ ａ

ｐｐｅａｒａｎｃｅ ｏｆ ｃｏｕｒｓｅ．Ｙｏｕ ｓｈｏｕｄ ｔａｋｅ ｐｒｅｃａｕｔｉｏｎｓ ａｇａｉｎｓｔ ｓｕｃｈ ａ ｗｒｏｎｇ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ

ｎ．

サイト名称／Ｔｈｅ ｎａｍｅ ｏｆ ｔｈｅ ｗｅｂｓｉｔｅ：マンドリンネット北海道／Ｍａｎｄｏｌｉｎ ｎｅｔ ＨＯＫＫＡＩＤＯ

サイトＵＲＬ／Ｔｈｅ ｕｒｌ－ａｄｒｅｓｓ ｏｆ ｔｈｅ ｗｅｂｓｉｔｅ：http://homepage3.nifty.com/mandorolin/

Copyright©札幌シンフォニカ・マンドリーノ/Mandolino sinfonico di SAPPORO,All Rights Reserved.

ページ名称／Ｔｈｅ ｔｉｔｌｅ ｏｆ ｔｈｅ ｐａｇｅ：２００７ ＣＯＮＣＥＲＴ ＧＵＩＤＥ 道内マンドリンコンサートガイド

ページＵＲＬ／Ｔｈｅ ｕｒｌ－ａｄｒｅｓｓ ｏｆ ｔｈｅ ｐａｇｅ：http://homepage3.nifty.com/mandorolin/schedule.htm

平成１９年９月１日／ｏｎ Ｓｅｐｒｅｍｂｅｒ ｔｈｅ １ｔｈ，２００７ 前売券発売の御案内／ａｂｏｕｔ ｔｈｅ ａｄｖａｎｃｅ ｔｉｃｋｅｔｓ

来る１１月４日開催の第３３回定期演奏会の前売券は下記の札幌市内各プレイガイドで本日より販売開始となります。

Ｔｈｅ ｔｉｃｋｅｔｓ ｏｆ ｏｕｒ ３３ｒｄ ｒｅｇｕｌａｒ ｃｏｎｃｅｒｔ ａｒｅ ｐｕｔ ｏｎ ｓａｌｅ ａｔ ｔｈｅ ｎｅｘｔ ａｇｅｎｃｉｅｓ

ｉｎ ＳＡＰＰＯＲＯ ｔｏｄａｙ．

★札幌コンサートホール「Ｋｉｔａｒａ」 チケットセンター／ＳＡＰＰＯＲＯ ＣＯＮＣＥＲＴ ＨＡＬＬ “ＫＩＴＡＲＡ”

札幌市中央区中島公園１番１５号／１－１５ ＮＡＫＡＪＩＭＡ－ＫŌＥＮ，ＣＨŪŌ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ

電話／ｐｈｏｎｅ ０１１－５２０－１２３４／＋８１－１１－５２０－１２３４ http://www.kitara-sapporo.or.jp

★エルム楽器本店 エルムプレイガイド／ＴＨＥ ＥＬＭ ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴＳ ＣＯ．ＬＴＤ．

札幌市手稲区西宮の沢３条２丁目／２ ＮＩＳＨＩＭＩＹＡＮＯＳＡＷＡ３ＪＯＵ，ＴＥＩＮＥ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ

電話／ｐｈｏｎｅ ０１１－３５０－１１１１／＋８１－１１－３５０－１１１１ http://www.elm-t.co.jp

★札幌市教育文化会館 プレイガイド／ＳＡＰＰＯＲＯ ＥＤＵＣＡＴＩＯＮ ＡＮＤ ＣＵＬＴＵＲＥ ＨＡＬＬ

札幌市中央区北１条西１３丁目／１３ ＫＩＴＡ１ＪＯＵ，ＣＨŪŌ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ

電話／ｐｈｏｎｅ ０１１－２７１－５８２１／＋８１－１１－２７１－５８２１ http://www.kyobun.org

★道新プレイガイド／ＴＨＥ ＤŌＳＨＩＮ ＰＬＡＹＧＵＩＤＥ

札幌市中央区大通西３丁目／３ ŌＤŌＲＩ－ＮＩＳＨＩ，ＣＨŪŌ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ

電話／ｐｈｏｎｅ ０１１－２４１－３８７１／＋８１－１１－２４１－３８７１ http://www.ekekdbj.com

★大丸プレイガイド／ＴＨＥ ＤＡＩＭＡＲＵ ＰＬＡＹＧＵＩＤＥ

札幌市中央区南１条西３丁目 大丸藤井セントラル１階／ＴＨＥ ＤＡＩＭＡＲＵ－ＦＵＪＩＩ ＣＥＮＴＲＡＬ，３ ＭＩＮＡＭＩ１ＪＯＵ，ＣＨŪŌ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ

電話／ｐｈｏｎｅ ０１１－２２１－３９００／＋８１－１１－２２１－３９００

★４プラプレイガイド／ＴＨＥ ４ＰＬＡ． ＰＬＡＹＧＵＩＤＥ

札幌市中央区南１条西４丁目 ４丁目プラザ１階／ＴＨＥ ４ＣＨŌＭＥ－ＰＬＡＺＡ，４ ＭＩＮＡＭＩ１ＪＯＵ，ＣＨŪŌ－ＫＵ，ＳＡＰＰＯＲＯ

電話／ｐｈｏｎｅ ０１１－２５１－５５７４／＋８１－１１－２５１－５５７４
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平成１９年７月７日／ｏｎ Ｊｕｌｙ ｔｈｅ ７ｔｈ，２００７ 次回定期演奏会開催のお知らせ／ａｂｏｕｔ ｏｕｒ ｎｅｘｔ ｃｏｎｃｅｒｔ

日本マンドリン連盟北海道支部によって開催未定にされてしまった弊会の第３３回定期演奏会は別紙の要領で予定どおり開催します。なお、本件記載内容の無断転載は固く

お断り申し上げます（特に日本マンドリン連盟北海道支部）。

Ｔｈｅ ＨＯＫＫＡＩＤＯ ｂｒａｎｃｈ ｏｆ ＪＡＰＡＮ ＭＡＮＤＯＬＩＮ ＵＮＩＯＮ（Ｊ．Ｍ．Ｕ．） ｓａｉｄ ｔｈａｔ ｏｕｒ ｎｅｘｔ ｃｏｎｃｅｒｔ

ｉｓ ｓｔｉｌｌ ｕｎｄｅｃｉｄｅｄ，ｂｕｔ ｗｅ ｗｉｌｌ ｈｏｌｄ ｉｔ ｏｎ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ ｔｈｅ ４ｔｈ ｉｎ ＳＡＰＰＯＲＯ ＣＯＮＣＥＲＴ

ＨＡＬＬ “ＫＩＴＡＲＡ”．Ｙｏｕ ｆｉｎｄ ｔｈｅ ｉｎｖｉｔａｔｉｏｎ ｈｅｒｅ．Ａｎｄ ｗｅ ｗｉｌｌ ｎｅｖｅｒ ｐｅｒｍｉｔ ａｎｙ ｑｕｏｔａｔｉ

ｏｎ ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙ ｂｙ ｔｈｅ ＨＯＫＫＡＩＤＯ ｂｒａｎｃｈ ｏｆ Ｊ．Ｍ．Ｕ．．

平成１９年５月２２日／ｏｎ Ｍａｙ ｔｈｅ ２２ｎｄ，２００７ Ⅱ

札幌マンドリン倶楽部様のホームページから弊会定期演奏会に関する誤報が削除されたことを確認しました。早速の御対応に感謝いたします。

なお、弊会は本日、日本マンドリン連盟北海道支部事務局に対し、今回の誤報訂正も含め、今後、一切弊会の活動に言及しないよう、書面で申し入れを行いました。

Ｗｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｄ ｔｈｅ ｄｅｌｅｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｗｒｏｎｇ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｂｏｕｔ ｏｕｒ ｎｅｘｔ ｃｏｎｃｅｒｔ ｏｎ

ｔｈｅ ｗｅｂｓｉｔｅ ｏｆ ＳＡＰＰＯＲＯ ＭＡＮＤＯＬＩＮ ＣＬＵＢ．Ｍａｎｙ ｔｈａｎｋｓ ｆｏｒ ｔｈｅｍ ｔｏ ｔｈｅｉｒ ｑｕｉｃｋ ｒｅｓｐｏ

ｎｓｅ．

Ｔｏｄａｙ，ｗｅ ｓｅｎｔ ｔｈｅ ｗａｒｎｉｎｇ ｐａｐｅｒ ｔｏ ｔｈｅ ｓｅｃｒｅｔａｒｉａｔ ｏｆ ｔｈｅ ＨＯＫＫＡＩＤＯ ｂｒａｎｃｈ ｏｆ

ＪＡＰＡＮ ＭＡＮＤＯＬＩＮ ＵＮＩＯＮ ａｎｄ ｏｒｄｅｒｄ ｎｅｖｅｒ ｔｏ ｃｏｍｍｅｎｔ ａｂｏｕｔ ｕｓ ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ ｔｈｅ ｒｅｖｉｓｉ

ｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｌａｓｔ ｗｒｏｎｇ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ．

平成１９年５月２２日／ｏｎ Ｍａｙ ｔｈｅ ２２ｎｄ，２００７ Ⅰ 警告／Ｔｈｅ ｗａｒｎｉｎｇ！

日本マンドリン連盟北海道支部が作成した『２００７年マンドリン・コンサート今後の予定』については平成１９年５月２０日付で取材なき無断掲載で明白な誤報であるこ

とを指摘・警告しましたが、５月２１日、同情報を札幌マンドリン倶楽部が引用して自団体のホームページに掲載し、さらに被害が拡大しています。弊会では本日付で同倶楽

部に対して当該情報の完全削除を要請しましたが、ここに改めて日本マンドリン連盟北海道支部が提供する弊会に関する情報は全て無効であることを宣言します。

Ｗｅ ｉｓｓｕｅｄ ｔｈｅ ｗａｒｎｉｎｇ ｔｏ ｔｈｅ ＨＯＫＫＡＩＤＯ ｂｒａｎｃｈ ｏｆ ＪＡＰＡＮ ＭＡＮＤＯＬＩＮ ＵＮＩＯＮ（Ｊ．Ｍ．Ｕ．） ｏ

ｎ Ｍａｙ ｔｈｅ ２０ｔｈ，２００７ ｔｈａｔ “ｔｈｅ ｓｃｈｅｄｕｌｅ ａｂｏｕｔ ｔｈｅ ｃｏｍｉｎｇ ｍａｎｄｏｌｉｎ－ｃｏｎｃｅｒｔｓ ｉｎ ２０

０７” ｗｒｉｔｔｅｎ ｂｙ ｉｔｓ ｓｔａｆｆ ｗｉｔｈｏｕｔ ｔｈｅ ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ ｏｕｒ ｐｅｒｉｍｉｓｓｉｏｎ ｗａｓ ｏｂｖｉ

ｏｕｓｌｙ ｗｒｏｎｇ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ．Ｂｕｔ ｏｎ Ｍａｙ ｔｈｅ ２１ｓｔ，２００７，ＳＡＰＰＯＲＯ ＭＡＮＤＯＬＩＮ ＣＬＵＢ ｑｕｏｔｅｄ ｔ

ｏ ｕｐｒｏａｄ ｉｔ ｔｏ ｔｈｅｉｒ ｗｅｂｓｉｔｅ ａｎｄ ｔｒｏｕｂｌｅｄ ｕｓ ｍｏｒｅ ａｎｄ ｍｏｒｅ．Ｔｏｄａｙ，ｗｅ ｈａｖｅ ｏｒｄｅｒ

ｅｄ ＳＡＰＰＯＲＯ ＭＡＮＤＯＬＩＮ ＣＬＵＢ ｔｏ ｄｅｌｅｔｅ ｔｈｅ ｗｒｏｎｇ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙ．Ａｎｄ ｗｅ ｓｅｎ

ｔｅｎｃｅ ａｎｅｗ ｔｈａｔ ａｎｙ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｒｅｌｅａｓｅｄ ｂｙ ｔｈｅ ＨＯＫＫＡＩＤＯ ｂｒａｎｃｈ ｏｆ Ｊ．Ｍ．Ｕ． ａｂｏｕ

ｔ ｕｓ ｗｉｌｌ ｂｅ ｉｎｖａｌｉｄ．
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平成１９年５月２０日／ｏｎ Ｍａｙ ｔｈｅ ２０ｔｈ，２００７ 警告／Ｔｈｅ ｗａｒｎｉｎｇ！

日本マンドリン連盟北海道支部が作成し、平成１９年５月２０日開催の平成１９年度札幌市民芸術祭マンドリン音楽祭において配布した『２００７年マンドリン・コンサー

ト今後の予定』なるチラシに弊会の第３３回定期演奏会の開催日時は未定と記載されていますが、すでに開催日時は決定しており、これは明らかな誤報です。同支部からの弊

会に対する確認取材は一切なく、弊会が掲載を認めていないにも関わらず、誤報を無断掲載されて多大な迷惑を被りました。

弊会は同支部の活動とは一切無関係であるにも関わらず、これまでもたびたび取材なき誤報の無断掲載が繰り返されているのには意図的な悪意が感じられ、同支部に対して

二度とこうした活動妨害を行わぬよう、強く警告します。

なお、弊会の活動情報は報道各社に適宜通知しているほか、本サイトおよびリンクサイトを通じて御案内するのを原則としておりますが、毎年御来聴いただいている御客様

や友好団体からの御問い合わせには懇切に対応していることを申し添えます。

Ｔｈｅ ＨＯＫＫＡＩＤＯ ｂｒａｎｃｈ ｏｆ ＪＡＰＡＮ ＭＡＮＤＯＬＩＮ ＵＮＩＯＮ ｍａｄｅ “ｔｈｅ ｓｃｈｅｄｕｌｅ ａｂｏｕｔ ｔｈｅ ｃｏｍｉ

ｎｇ ｍａｎｄｏｌｉｎ－ｃｏｎｃｅｒｔｓ ｉｎ ２００７” ｏｎ ｔｈｅ ｐａｐｅｒｓ ａｎｄ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ ｔｈｅｍ ａｔ ２００７ ＳＡＰＰＯ

ＲＯ ＭＡＮＤＯＬＩＮ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ｏｎ Ｍａｙ ｔｈｅ ２０ｔｈ，２００７．Ａｃｃｏｒｄｉｎｇ ｔｏ ｔｈｅ ｐａｐｅｒｓ，ｏｕｒ ３３ｒｄ ｃｏｎ

ｃｅｒｔ ｉｓ ｓｔｉｌｌ ｕｎｄｅｃｉｄｅｄ，ｂｕｔ ｗｅ ａｌｒｅａｄｙ ｄｅｃｉｄｅｄ ｗｈｅｎ ｗｅ ｗｉｌｌ ｈｏｌｄ ｉｔ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ ｔ

ｈａｔ ｗａｓ ｏｂｖｉｏｕｓｌｙ ｗｒｏｎｇ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ．Ｔｈｅ ｂｒａｎｃｈ ｈａｄ ｎｅｖｅｒ ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ ｏｕｒ ｃｏｍｍｅｎｔ

ａｎｄ ｓｅｒｉｏｕｓｌｙ ｔｒｏｕｂｌｅｄ ｕｓ ｆｏｒ ｔｈｅ ｗｒｏｎｇ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ，ｏｆ ｃｏｕｒｓｅ ｗｅ ｈａｖｅ ｎｅｖｅｒ ｐｅ

ｒｍｉｔｅｄ ｔｈｅ ａｐｐｅａｒａｎｃｅ．

Ｗｅ ｈａｖｅ ｎｏ ｒｅｒａｔｉｏｎ ｔｏ ｔｈｅ ｂｒａｎｃｈ，ｂｕｔ ｉｔｓ ｓｔａｆｆ ｇａｖｅ ｔｈｅ ｗｒｏｎｇ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｂ

ｏｕｔ ｕｓ ｗｉｔｈｏｕｔ ｔｈｅ ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎｓ ａｎｄ ｗｒｏｔｅ ｔｈｅｍ ｗｉｔｈｏｕｔ ｏｕｒ ｐｅｒｉｍｉｓｓｉｏｎｓ ａｇａｉｎ

ａｎｄ ａｇａｉｎ．Ｗｅ ｆｅｅｌ ｔｈｅｉｒ ｉｎｔｅｎｔｉｏｎａｌ ｈｏｓｔｉｌｉｔｉｅｓ ａｎｄ ｍｕｓｔ ｉｓｓｕｅ ｔｈｅ ｓｔｅｒｎ ｗａｒｎｉ

ｎｇ ｔｏ ｔｈｅｍ ｔｈａｔ ｔｈｅｙ ｓｈａｌｌ ｎｅｖｅｒ ｏｂｓｔｒｕｃｔ ｏｕｒ ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ．

Ｂｙ ｔｈｅ ｗａｙ，ｗｅ ｍａｋｅ ｉｔ ａ ｒｕｌｅ ｔｏ ｍａｋｅ ｔｈｅ ｒｅｌｅａｓｅｓ ｔｏ ｔｈｅ ｐｒｅｓｓ ｔｉｍｅｌｙ ａｎｄ ｕｐｒ

ｏａｄ ｔｈｅｍ ｔｏ ｏｕｒ ｗｅｂｓｉｔｅ ａｎｄ ｌｉｎｋｓ．Ａｎｄ ｗｅ ｗｉｌｌ ａｌｓｏ ｇｉｖｅ ｔｈｅ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｔｏ ｏｕｒ

ｒｅｇｕｌａｒ ａｕｄｉｅｎｃｅ ａｎｄ ｋｉｎｄｌｙ ａｎｓｗｅｒ ｔｏ ｔｈｅ ｉｎｑｕｉｒｉｅｓ ｆｒｏｍ ｆｒｉｅｎｄｌｙ ｃｌｕｂｓ．

平成１９年５月８日／ｏｎ Ｍａｙ ｔｈｅ ８ｔｈ，２００７

追悼・赤城淳先生（早稲田大学マンドリン学部ＯＢ、日本マンドリン連盟本部顧問）、平成１９年５月５日御逝去、享年８７歳。主宰以下会員一同、心より御冥福を御祈り申

し上げます。

Ｍｒ．ＪＵＮ ＡＫＡＧＩ ｄｉｅｄ ｏｎ Ｍａｙ ｔｈｅ ５ｔｈ，２００７，ａｔ ｔｈｅ ａｇｅ ｏｆ ８７．Ｈｅ ｗａｓ ｔｈｅ ｏｌｄ ｂｏｙ ｏｆ ｔ

ｈｅ ｍａｎｄｏｌｉｎｍｕｓｉｃ ｃｌｕｂ ａｔ ＷＡＳＥＤＡ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ，ｔｈｅ ａｄｖｉｓｅｒ ｏｆ ｔｈｅ ｈｅａｄｑｕａｒｔｅｒｓ ｏｆ

ＪＡＰＡＮ ＭＡＮＤＯＬＩＮ ＵＮＩＯＮ．Ｗｅ ｈａｖｅ ａ ｍａｓｓ ｒｅａｄ ｆｏｒ ｔｈｅ ｒｅｐｏｓｅ ｏｆ ｈｉｓ ｓｏｕｌ．

平成１９年３月１２日／ｏｎ Ｍａｒｃｈ ｔｈｅ １２ｎｄ，２００７

平成１９年３月１２日付発行の『日本マンドリン連盟北海道支部会報』№１９７、８ページおよび９ページに掲載された弊会に関する記事に関しては、弊会は一切取材に応

じておらず、掲載も承諾しておりません。したがいまして、同記事に関しては内容の真偽も含めて弊会では一切の責任を負いませんので、御注意下さい。

Ｔｈｅ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ａｂｏｕｔ ｕｓ ａｐｐｅａｒｅｄ ｉｎ ｔｈｅ ｐａｇｅ ８ ａｎｄ ９ ｏｆ ｔｈｅ ｂｕｌｌｅｔｉｎ №１９７ ｏｆ

ｔｈｅ ＨＯＫＫＡＩＤＯ ｂｒａｎｃｈ ｏｆ ＪＡＰＡＮ ＭＡＮＤＯＬＩＮ ＵＮＩＯＮ ｏｎ Ｍａｒｃｈ ｔｈｅ １２ｎｄ，２００７．Ｂｕｔ ｗｅ ｄｉｄ ｎ

ｏｔ ｇｉｖｅ ａｎｙ ｃｏｍｍｅｎｔ ｔｏ ｔｈｅ ｓｔａｆｆ ｏｆ ｔｈｅ ｂｒａｎｃｈ，ａｎｄ ｗｅ ｈａｖｅ ｎｅｖｅｒ ｐｅｒｍｉｔｅｄ ｔｈｅｉ

ｒ ａｐｐｅａｒａｎｃｅ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｗｅ ｔａｋｅ ｎｏ ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｉｅｓ ｆｏｒ ｔｈｅ ａｐｐｅａｒａｎｃｅ ａｎｄ ｉｔｓ ａ

ｕｔｈｅｎｔｉｃｉｔｙ．
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平成１９年３月３日／ｏｎ Ｍａｒｃｈ ｔｈｅ ３ｒｄ，２００７

平成１９年３月３日に開催された日本マンドリン連盟総会において弊会主宰者・森田太郎は本部顧問に選出され、就任を受諾いたしました。これにともなって弊会は本部顧

問主宰団体となり、同連盟北海道支部との関係は消滅いたしました。同支部による弊会および主宰者に関する記述、ならびに同支部役員の弊会および主宰者に対する言動につ

いては、以後、弊会では一切了承しておりませんので、御注意下さい。

Ｏｕｒ ｌｅａｄｅｒ ＴＡＲŌ ＭＯＲＩＴＡ ｗａｓ ｅｌｅｃｔｅｄ ｔｏ ｔｈｅ ｓｅａｔ ｏｆ ｔｈｅ ａｄｖｉｓｅｒ ｏｆ ｔｈｅ ｈｅａｄｑｕａｒ

ｔｅｒｓ ｏｆ ＪＡＰＡＮ ＭＡＮＤＯＬＩＮ ＵＮＩＯＮ（Ｊ．Ｍ．Ｕ．） ｂｙ ｇｅｎｅｒａｌ ｃｏｎｓｅｎｔ ｏｎ Ｍａｒｃｈ ｔｈｅ ３ｒｄ，２００７，ａ

ｎｄ ａｃｃｅｐｔｅｄ ｔｈａｔ ｈｏｎｏｒａｂｌｅ ｐｏｓｉｔｉｏｎ．Ａｆｔｅｒ ｈｉｓ ｉｎａｕｇｕｒａｔｉｏｎ，ｗｅ ａｒｅ ｎｏｔ ｕｎｄｅｒ ｔｈ

ｅ ｃｏｎｔｒｏｌ ｏｆ ｔｈｅ ＨＯＫＫＡＩＤＯ ｂｒａｎｃｈ ｏｆ Ｊ．Ｍ．Ｕ．，ａｎｄ ａｌｌ ｔｈｅｉｒ ａｃｔｉｏｎ ｈａｓ ｎｏ ｒｅｌａｔｉｏｎ

ｔｏ ｕｓ．Ｏｆ ｃｏｕｒｓｅ，ｗｅ ｗｉｌｌ ｎｅｖｅｒ ｐｅｒｍｉｔ ａｎｙ ｃｏｍｍｅｎｔ ｏｒ ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｏｎ ｔｏ ＴＡＲŌ ｏｒ ｕ

ｓ ｂｙ ｔｈｅ ｂｒａｎｃｈ ａｎｄ ｉｔｓ ｓｔａｆｆ．
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