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創立45周年所感
国分寺稲門会は昭和48年5月21日に産声を上げ、今年で
46年目を迎えました。中藤俊一初代会長をはじめ、須田茂雄、
谷田成雄、林久仁於、山賀理の歴代会長各氏と多くの幹部、会
員のお蔭で大きく発展してきました。改めて厚く感謝申し上げ
ます。
ご承知の通り、国分寺稲門会は歴史ある国分寺市に在住、
勤務されている校友の交流・懇親・大学との連携が主な目的で
す。併せて「地域と共に・早稲田と共に」をモットーに市民と共
にある会として、地域社会への貢献も目指しております。
会員メンバーの意識は高く、同じ方向を向き、結束も強くいい
関係で繋がっています。同好会は各会とも毎回多くの会員、家
族が参加して、盛況裡に開催され、懇親の実をあげています。
本会の会員数は徐々に増加していますが、大学提供名簿で
は市内在住の卒業生は1600名を超えており、うち大学の校友
会費納入者が500名と多数にのぼっておりますが、当稲門会
の入会者数はその20％余であります。より多くの方々の参画
を願い、皆さまの満足度を高め、活気ある会にしたいと思って
おります。
早稲田大学は先の総長選挙で鎌田薫総長に代わり、田中愛
治教授が第17代総長に選出されました。政経学部出身として

第 26回

国分寺稲門会

稲穂祭

は50年ぶりとのことです。鎌田薫総長はVision150の策定と
その理念の具現化で大学基盤の確立に努められ、新総長は建
学の精神に還り、研究、教育分野の強化、国際化と海外広報の
強化、財政基盤の更なる強化を掲げております。また医学部の
設立もテーマに有るようです。私たち校友も新総長のもとで大
学のさらなる発展に微力を尽くして協力をしてゆく所存です。
最近の明るいニュースに本庶祐氏のノーベル生理学・医学
賞の受賞があります。免疫治療に新たな道を切り拓き、治療に
苦しんでいた末期がんの患者に大きな光明をもたらしてくれま
した。
本庶教授は好奇心旺盛で、何事も自分の目で確認する事が
サイエンスに対する基本的スタンスだと言っております。たと
えすぐに実を結ばなくとも希望をもって可能性に賭けるという
非常にポジティブな研究態度です。翻って大隈重信語録では
「人間は希望によって生活する、希望そのものは人間の命であ
る」といっており、図らずもポジティブ思考は共通であることに
気づきました。
当会は創立満45年・45歳をむかえました。誰もが70歳まで
働いて、90代まで生きる、これからの人生では折り返し点・決
断の時です。次の創立50年に向け和気藹々、老いも若きも差
別なく、自由な仲間同士、更なる活動の充実に努めてゆく所存
です。
11月11日（日）には創立45年記念式典を早稲田実業学校・
小室哲哉記念ホールで開催いたします。多くの会員皆様のご
出席で賑やかに楽しく過ごせる事を願っております。
（S38・法）

ライブ演奏

● ザ・ナレオ

忘年会

●日 時 平成 30 年 12 月 9 日
（日） 開場／ 16：30 開会／ 16：50
●会 場 中国料理「龍栄」

国分寺市本多 2-3-1 TEL 042-321-0005

●参加費 男性 5,000 円

女性 4,000 円

＊年会費未納の方は別途 5,000 円ご持参ください。

16：50
17：00
プログラム
17：50
20：00

開
会
ライブ演奏
（ザ・ナレオ）
懇親会
（オークション、
ビンゴ）
閉
会

恒例

国分寺オークション
ご家庭で眠っているお宝、日用雑貨、食品、お酒、
何でもお持ちください！
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◆島崎 幸男

早稲田の6年間
小生は昭和 37 年に入学しました。理工学部機械工学科で勉強す

例題の答えが違っていることもありましたので 70 か所ぐらい教

る事になり、入学者が 1,000 人の最後の年で次年度より 2,000 人に

科書の修正をしたところ、その後名著との評価を得たようで、教授

なりました。

より謝礼として本を送っていただきました。

入学 1 年目の早慶戦では早稲田は弱くワンサイドでした。前年ま

授業も 10 回以上もやりました。感想としては、学生が多い私立

では投手陣が充実し安藤元博の連投などで強かったのに、幸いなこ

大学は研究もさることながらまず教育をしっかりやるのが大切と思

とに在学 3 年目に谷沢、荒川などが入学しそれ以後は復活しました。

いました。

授業は奥の木造 2 階建で、半分は油臭い校舎で大学もこんなのか

今でも年に 1 回ワシントンホテルで修士課程の仲間 20 人くらい
が集まり呑んでいます。

とがっかりしました。

2 年より専門科目が多くなり工事中の戸山校舎に通いました。戸

少年老い易く学成り難し。

山校舎はコンクリートの打ちっ放しで全く内装がありませんでした。

［S43・工研機械］

3 年からは新大久保駅よりロッテの裏を通り大学まで歩きました。
4 年の 5 月は教授の推薦をいただき修士課程に進むことになり、
卒論に取り組みました。その秋には翌年の入学者から授業料の値上
げが通知され、我々修士に進む者も値上げとの事で、これから試験
を受けて大学や修士にいく者は仕方ないが、既に春から在学してい
る我々にはおかしいと抗議、申請もしましたが、結局うやむやにさ
れました。
修士に進むとわずかな授業があるだけで、テストも無くオール優
の 2 年間でした。
学生のテストとレポートの採点をアルバイトでやりましたが、膨
大な量を少ない時間でやるので兎角いい加減になりがちでした。そ
の様な私達に採点された学生も気の毒だったと思います。
授業のサポートでよく質問に答えましたが、まずよく読んでない
学生が半分で、教科書が間違いだと飛躍がするものも半分位居りま
した。

学生時代

有志

山 岸 信 雄
松 村 英 明
浅 野 道 博
遁 所 真 美
吉 松 峰 夫
山 田
孝
山 賀
理
谷 田 成 雄
増 本 千 明
廣 田
廣
日置憲二郎
野 部 明 敬
中 山 斌 雄
中 村 俊 雄
田 中 康 義
舘
外 博
眞 宅 康 博
清 水
元
小 林
昭
黒 田 啓 之
黒 川 清 知
小 野 洋一郎
小田切 晏 彦
大 橋 忠 弘
江 連 孝 雄
牛 田
武
赤 池 秀 夫
青 木 壮 司

国分寺稲門会
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代表取締役

谷田成雄（S31年卒）
東京都国分寺市南町2丁目1の12
電話 042‒323‒0038
FAX 042‒321‒7888
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http://jacaranda.jpn.com/

国分寺市本多2-3-1

TEL 042-321-0005

042-321-3231

北口より徒歩5分
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国分寺の歴史 その二十八
今村繁三と今村別荘
村の別荘地化

邸内の植物や農作物（国

1917（大正6）年12月4日付けの東京朝日新聞には、
「 国分

分寺村で一番先にトマトを

寺村◇絶好の別荘地」の見出しで、村が別荘を誘致する為

栽培したいた）
などの試作

積極的に手を打っている様子を紹介しています。村長本多良

場を見て歩いた様です。

助、前府会議員小柳九一郎など村の有力者は、村の別荘地

料理の講習会や童話の読み聞かせ

化が村の発展に繋がると考えたのです。
国分寺村で有名な別荘の一つに、花沢の今村別荘（現日
立中央研究所）がありました。所有者は、明治期に銀相場で
財を成し、
今村銀行を立ち上げ、
日本各地に鉄道の敷設普及
に尽力した今村清之助の次男、
今村繁三（明治10年生）
であ
りました。
繁三は、慶応幼稚舎から東京高等師範付属中学に学び、
英国ケンブリッジ大学で文学士の学位を受けて卒業しました
が、
その明治35年、父清之助の急逝により帰国、26歳の若さ
にして莫大な財産を相続、今村銀行頭取となり、
また汽車製
造会社取締役として父の事業を引き継ぎ、住まいも高輪の豪
邸に住むことになりました。
中学同窓の中村春二が始めた私塾「成蹊園」
（現成蹊学

日立中央研究所周辺／昭和34年

東恋ヶ窪一丁目

恋ヶ窪の農家の女性達には料理の講習会をひらいたり、
子
供達には童話を聞かせる集まりを催したりするなど、
今村繁三
は地元との交流を大切にしておりました。
このように地元との
交流を持った別荘の住人は、
彼の他にはなかった様です。

本町八幡神社の完成
昭和23年今村繁三より寄贈された本町四丁目の土地に、
熊本県から譲り受けた稲荷神社の祠を元にして、
本町の氏神
様である八幡神社の社殿が完成しました。
同時に由緒ある狛
犬も添えられました。昭和26年西元町の元村八幡神社より、
正式に勧請を許され、
本町八幡神社は、
氏神様に相応しい立
派な神社となりました。

今村別荘は日立中央研究所へ

園）
を岩崎小弥太とともに財政支援をし、
成蹊大学のキャンパ

世界大恐慌の煽りを受けて、今村銀行は破産しました。広

スには彼の胸像があります。画家・彫刻家
（中村彝、
曾宮一念・

大な別荘は自宅を残して、
日立中央研究所に売却されました。

中村悌二郎）
のパトロンもしていました

日立中央研究所は1940（昭和15）年12月に国分寺駅前に臨

広大な今村別荘

時研究所建設事務所が設置され、1941（昭和16）年4月に事

大正中期には建てられていたと云う別荘は、土地約五千
坪、
建物約三百坪あったと云われています。今村繁三は別荘
に滞在するだけでなく、1923（ 大正12）年には国分寺村に教
育費300円を寄附したほか、
中央線の電化をそれまでの吉祥
寺から立川まで延長する運動にも力を尽くしました。

務所を構内に移転し、1942（昭和17）年4月に施設の建設途
中で研究所を発足させました。当時は、戦時中の為、航空機
用消火装置やスプリングなどの製造を手掛けていました。

今村繁三亡くなる
1977（明治10）年横浜に生まれ、1907（明治40）年麒麟麦

今村別荘の様子は、
その近くの恋ヶ窪で生まれ育った鈴木

酒の発起人となり、
監査役に就任しました。1919（大正8）年成

忠雄（大正3年生まれ）
が「恋ヶ窪物語」に書いています。別荘

蹊学園理事になりました。1942（昭和17）年には日立中央研究

の入口は現日立中央研究所正門前付近で、入って左（南）へ

所が創設され、1948（ 昭和23）年本町八幡神社の土地を寄

回ると本宅があり、2軒の付属建物があったと云われ、本宅の

贈、
そして1956（昭和31）年78歳で亡くなりました。

関係者が住んでいたようです。門の右側（北側）
に回ると、正

◆田中康義
（S35･政経）

一位穀豊稲荷大明神が邸の守護神としてありました。

盛大なお稲荷様の祭り
今村繁三の全盛時代には、
このお稲荷様の祭りは盛大で
近隣の人々が大勢集まり、
演芸、
少年剣舞など、
見応えのある
催しがあったと云われています。
穀豊稲荷の近くの南側に盆栽の手入れをしていた場所が
あり、
この静かで空気の良い所で植木を元気にして、都内の
今村繁三関係の銀行や事務所に置いてある盆栽と交換して
いたと云う話があります。
今村繁三は植物や動物が好きで、恋ヶ窪の別荘に来ると、

今村別荘
（日立中央研究所）
昭和初期 東恋ヶ窪一丁目

本町八幡神社の境内
（左が八幡神社、右が稲荷神社）

協力：国分寺市教育委員会、参考資料：国分寺市の民俗

国分寺市刊行本
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国分寺稲門会 創立45周年によせて
国分寺稲門会創立45周年にあたり
谷田 成雄
この世の物事がなされる動機は、色々あると思いますが、その結果
がどうなるかが肝心な事だと思います。昭和 48 年の春、私が始めた陶
芸教室の会員になられた須田茂雄さんが「国分寺に稲門会を作らない
かという話があるが」と、一緒にお伺いしたのが初代幹事を務められた
梅田浩正さんのお宅でした。幸い5月21日に創立総会が開催され、翌
年の9月10日には第 1 号の会報が発刊されました。その稲門会が出来

た要因は、左派の闘士であった塩谷信雄氏の市長選の応援のためと
いう立場の人と、政治は抜きにしてともあれ先輩を応援しようという人が
いたと思います。
しかし、現在の稲門会を見ると政治は関係なく、会員は同好会活
動を楽しんでいる様で本当に良い会になったと思っています。
（S31・政経）

創立のころ
黒川 清知
昭和 48 年 5月21日創立総会が開催された。初代会長は中藤俊一氏
（大正 15 年法）
当時国分寺農協組合長、
最後の国分寺町長でもあった。
第 2 回総会は昭和 49 年 6月28日、この総会には来賓に当時の総長
村井資長先生が臨席されている。このとき会則が制定された。
昭和 49 年 9月10日に会報第 1 号を発行。題字の「国分寺」は当
会名誉会長で時の国分寺市長の塩谷信雄氏（昭和 15 法）が揮毫、
現在の会報に引き継がれている。1 面に中藤会長の「会報発行に際し
て」と題した挨拶文がある。2 ページには村井総長の「国分寺校友会
に寄せる私の願い」と題し、「一層の団結とご健闘をお願い」と結ば
れている。第 2 号は昭和 49 年 12月10日に発行、1 面は当会顧問の村
山公三氏（昭和 7 年商、東洋経済新報社前社長）が「昭和 50 年の
内外経済展望」と題し、スタグフレーション過程の苦闘の一文を寄稿。
昭和50年6月27日の総会では、難波田春夫教授の「新時代に入った
日本経済」と題した講演があった。これが教授の先生方の講演第1号だ。
49 年度の収支報告書の規模は約 40 万円規模。次期繰越額をみて
も3 万 4 千円強、現在と物価指数の違いがあるとしても、今昔の感がある。
三多摩支部の第 1 回総会は昭和 54 年 11月7日に、立川市で開催さ
れた。国分寺、八王子他 12の稲門会が参加、来賓は清水司総長､
友田信校友会代表幹事。翌年の55 年 6月14日には、国分寺が主管で、
小金井他 7の稲門会が参加、来賓は木村時夫教授、三木一郎募金
局長、阿倍省吾川崎校友会長、中村高一代議士。

会長職の方々、昭和 48 年～平成
1 年は中藤氏、温厚な方で米寿のお
祝いでは稲門会の連中も参加。
2 代目は須田茂雄氏（昭和 18 経）
平成 1 ～ 10）その後谷田氏、林氏、
初代 中藤会長
山賀氏、清水氏と続く。
初代幹事長の梅田浩正氏（昭和
14 専政）は、大学創立者の一人小
野梓先生のものまねが上手、懇親会
では必ず披露されていた。漢方薬の
専門で鍼治療もされていた。2 代目
幹事長の須田茂雄氏は、親のない
須田元会長を偲ぶ会
子供たちを預かっている恵明学園の
園長を長年されておられ､大勢の子供たちの面倒を見ておられた。初
代副会長の安食得郎氏（昭和 16 専法）は、朴訥な方で、東京歩
け歩け協会の会長をされていた。
副幹事長だった箱岩徹氏（昭和 26 心理）は、総会、忘年会での
司会ぶりはプロと思うほどそれは見事。早実が春の選抜で王貞治投手
を擁して優勝した時の野球部長、王が国体に台湾国籍のため出場で
きないことがわかり、王を呼んで説得して辛い思いをされた。
来し方 45 年、先輩方の熱意と努力が今の稲門会がある。この火を
消さぬよう我々も頑張ろう。
（S30・政経）

国分寺稲門会第１回総会（昭和48年）に参加して
大橋

忠弘

早稲田大学を卒業して（株）東芝に就職。訳も分からず社会人 1
年目を過ごしていました。
そんな時に「国分寺稲門会設立の第 1 回記念総会」の案内ハガキ
が届きました。
ハガキには地元の偉そうな諸先輩のお名前がぎっしり記載されてい
ます。
大学時代、授業はそこそこ、クラブは真面目に出席した私にとって「先
輩からのお言葉」は絶対服従です。勿論、何のためらいもなく「出席」
で回答。当日を迎え、ウキウキの気持ちで会場へ。
会場に入ってビックリしました。
沢山いるはずの同期・若者は皆無。自分の父親よりも年上と思われ

るご長老がズラリ。これは完全に場違い・・・・。
会が始まって諸先輩がご挨拶、そして全員が自己紹介。当然、諸
先輩は長々とお話になりました。それからお酒を飲んで少しリラックス。
そんな時、林先輩（故人）が美味しいスコッチをすすめてくれました。
ここは意外と親しみやすいかもしれない・・・。
最後に、何と事務局の梅田先輩が「今日最若手の大橋君、エー
ルをお願いします」
とご指名。
「お任せ下さい。大学の飲み会で毎回やっ
ておりましたから。
」 やっと私にも出番が来ました。
初めは疎外感一杯でしたが、最後は皆さんと和気あいあい。
そんな私が今は副会長兼幹事長。時の流れを感じる46 年間です。
（S47・理工）

平成30年11月10日 早稲田大学国分寺稲門会･会報 №67

第八回 国分寺寄席 開催後記

平成30年8月30日

13年に新作落語として出来たもので、当時の世相をよく表した話
である。
馬玉師匠は『義太夫語り』〈転宅〉の一席、彼得意の間抜け
な泥棒の噺。泥棒がある家に女だけの住まいと思って入る。しか
し、この女は意外と気丈だったのでわけを訊くと、自分も女泥棒
だったという。泥棒はすっかり女の言う艶っぽい誘いに乗せられ、
財布まで預けてメロメロ。同工の噺に「なめる」がある。近所の
人が「入る前にちゃんと見ればいいのに、あの家は平屋ですよ」
泥棒「あの女何者です？」「義太夫語りです」

金原亭馬生

今年は台風の当たり年とばかり、八月中に来襲した台風は 8 回
を数えた。
8 月30 日（木）第八回『国分寺寄席』の開催日、南からの湿っ
た空気が蒸し暑さを予想させた。後で判ったが昼過ぎには、３

お 仲 入 り
太神楽の翁家小花さんの登場、やや小柄で華奢に見えるので
不安を覚えたが、お決まりの笠回しなど無難に演じ切って、口上
など交えて客を引き込んでいた。危なっかしい所も難なく、女性
だからか「おおぉーッ」客の感嘆の声が上がっていた。

7.5 度を記録したということであった。
11 時には、国分寺寄席の実行委員 20 名が全員集合、それぞ

さて馬生師匠は『抜け雀』。近頃のスポーツ界の異聞から話を

れの分担役につき手際よく準備を進め、完了してスタンバイ！12

起こし、江戸時代の「駕籠かき」が極悪の代名詞であったことを

時には早くも三々五々お客様の到来。ホールの外は暑さが増して

振っておいて、小田原宿へと噺を運ぶ。絵に描いた或いは木に彫っ

きたので、場内整理担当の機転で早めの開場としたのは好判断で

た動物がそこから抜け出したというのは、巨勢金岡、土佐光起、

あった。ロビーの客が入場、次いで入り口に並んだ客の受付も順

雪舟、左甚五郎などの逸話にあり、この類を生き絵奇瑞譚という。

調に運んだ。

中国の逸話にも、一文無しの酒好きが宿賃もなく長逗留したあ
と宿賃として壁に鶴の絵を描いて立ち去ったが後にこの鶴が壁か

遁所影アナ担当の場内放送が聞こえ始めると、段々と寄席の雰
囲気らしくなって、開演前の予鈴で客席は待ちかねていたかのよ
うに静かになった。大橋幹事長の司会に沿って国分寺稲門会清
水会長、国分寺市社会福祉協議会北原会長の挨拶が続いた。
恒例の実行委員長の川柳をまじえての漫談ひとくさり。愈々開幕
となった。

ら抜け出し仙人を乗せて飛び去ったという話がある。唐の詩人崔
顥の詩に『黄鶴楼』（武漢長江の辺）という七言律詩がある。
昔人已乗黄鶴去
千載空悠悠

此地空余黄鶴楼

黄鶴一去不復返

白雲

云々。

【昔人已黄鶴に乗りて去り
黄鶴ひとたび去って復返らず

此の地空しく余す黄鶴楼
白雲千載空しく悠悠】

また「裸の大将」放浪記にある話には、天衣無縫で一見無価
開口一番、前座噺は小駒の登場、『子ほめ』の一席、隠居か

値な旅人（山下清画伯）が実は大変な画家だと分かり周囲の態

ら人の年齢を訊くとき、例えば相手が四十五だと答えたら、厄そ

度が一変するという点では『抜け雀』に似ている。『抜け雀』の

こそこにしか見えないと言い、実際の年齢より若く見えると言うよ

落ちは、親不孝者だ「鳥籠を描き」添えてくれた親を「駕籠かき」

うに教えられる。四十の人に会ってその通りに言って失敗する。

にした。

死んでも居ないのに「死んだおじいさんにそっくり・・」「赤ん坊
の歳は一つだ。一つでお若いなら幾つに見える」といわれて「ど

あとは茶番とかっぽれ、大喜利にて終演。閉会に野部副会長

う見ても半分だ」これが満年齢では『どうみてもただです』と落

が「健康長寿小噺」。客席の皆さんのお手を拝借で三本締めて、

ちが変わる。与太郎ものの典型の演題である。
次いで二つ目馬久、馬久さんに何をかけるのと聞くと、「高座

第 八 回『国 分 寺 寄 席』を終
えた。

で決めます」・・と生意気言って『道具屋』を話し始めた。本来

実行委員 20 名の一致団結

は演題というものは、高座に上がるまでは決めていないというこ

が一層力を発揮し、スムーズ

とであるらしい。『道具屋』も与太郎もののひとつである。

に運営されて市民の皆さんか

三番手から真打の登場となる。馬治師匠は『代書屋』、履歴書を

ら国 分 寺 稲 門 会への称 賛が

書いてくれと言ってきた客、生年月日を訊くと
「旅順陥落の提灯行

あったことを申し伝えておき

列があった日」
と言ったり
「長男か」
と聞けば「兄貴が死んだから長

たい。

男だ」
と客と代書屋とのトンチンカンな会話で笑わせる。大正8年に
「司法代書人」9年「代書人規則」
として法制化された。
この話は大正

眞宅康博（S37・法）
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俳枕「国分寺」雑記
歴史のある和歌では、
「 歌枕」
と言う言葉がある。
「古歌に詠みこまれた諸国の名所」の事で
ある。比較的歴史の浅い俳句にも、
これになぞらえて
「俳枕」
があると聞き知る。そこで、
ご当
地国分寺を詠んだ名句を並べてみた。もとより、俳句初心者の私が、鑑賞など出来る筈も
なく、古今亭志ん生「火焔太鼓」に登場する道具屋、甚兵衛さんよろしく、
ただ並べるだけ、
をお許し願いたい。

瓜の馬立ち疲れ武蔵国分寺

平井さち子

武蔵野の空のきれいな花こぶし

石田郷子

平井氏は1946年、
中村草田男の「萬緑」に入会。1990年、
こ

石田郷子氏の父母はともに石田波郷に師事。本人も波郷門

の句も収集されている句集「鷹日和」で第30回俳人協会賞

下の山田みづえ主宰の「木語」に入会。1997年句集「秋の

を受賞している。
毎年盂蘭盆には私の家でも、
茄子や胡瓜の

顔」にて第20回俳人協会新人賞を受賞、2004年「椋」を創

馬を作り、
先祖供養をしている。

刊。
国分寺市民としては、
「こぶし」が「さつき」
（国分寺市の花）

冬田来て詣づる人や国分寺

野村喜舟

明治～昭和期の俳人。松根東洋城に師事。昭和27年から
同氏の「渋柿」
を主宰。
この句は句集「小石川」に収集されている。
当時の国分寺に
は、
まだ冬田や冬田道が残っていたようだ。

鈴木俊策

鈴木氏は、久保田万太郎、最晩年の名句「湯豆腐やいのち
のはてのうすあかり」を鑑賞して本歌取の、面白い句を詠ん
でいる。
「湯豆腐やかならず久保田万太郎」

なのであろう。

武蔵野のここは果なる峡の梅

高浜年尾

規の命名による。1938年「俳諧」を発行、俳句、連句、俳文、
俳詩、
俳論などを載せる意欲的な俳誌であった。詠んだ場所
は何処なのか？ 私の勝手な想像だと、
国分寺市は、
武蔵野
の西の果て
（北多摩西部）
、
恋ヶ窪は、
数万年前の多摩川の
流域変動により造られた谷・峡であることから、
遠からず、
とい

石井

保

石井保は東大和市在住の俳人で、
結社「保」
（たもつ）主宰。
西武国分寺線は西武鉄道で最も歴史の古い路線で、1894
年国分寺駅―川越駅間が本線であったが、
その後曲折を
経て、
1927年国分寺駅―東村山駅間が分離・支線となり、
現
在の形態となった。
この句はいつ頃であろうか。武蔵野の雑
木林を突き抜け、
ひた走る様子がうかがえる。

武蔵野は十一月の欅かな

バックに白い花のこぶしの泰然とした姿が感じ取れる、秀句

1900年―1979年、高浜虚子の実子。
「年尾」の名は正岡子

一斉に春の木となり国分尼寺

恋ヶ窪落葉を乗せて電車くる

であったら！
と思うが、
「花こぶし」であるからこそ、
春の青空を

松根東洋城

松根豊次郎（1878年―1964年、俳号は本名をもじったも
の）、夏目漱石の門下生。漱石の紹介で正岡子規の知遇を
受ける。
1915年俳誌「渋柿」
を創刊主宰。
高浜虚子とは一線を画する、
「花鳥諷詠、客観写生」にとど

えるのではないか。

小金井や桜の冬木守り住む

高浜虚子

1874年（明治7年）―1959年（昭和34年）、明治・大正・昭和
の3代にわたる俳人・小説家。
「ホトトギス」の理念となる「客
観写生」
「花鳥諷詠」
を提唱した。
最後はお隣の町、小金井の句である。玉川上水の桜並木
は、
1737年（元文2年）
に植えられ、
1924年（大正13年）
に「小
金井桜」
として名勝に指定され、大変な賑わいを見せてい
た。現在は小金井公園に主力が移っているが、
当時は小金
井の玉川上水の両岸の桜並木だったのだろう。
国分寺句会会員 野部明敬

（S36・法）

まらず、
芭蕉の俳諧精神を尊び、
後世に名を残す俳人を多く
育てている。
国分寺市を代表する句となるのでしょうか
（国分寺市の樹は
欅）

出典：「地名・俳枕必携」角川学芸出版、ウイキペデイアによる各俳人・地
誌など。
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WASEDA
NEWS

2018年HCDと稲門祭
2018年のホームカミングデー
（HCD）
・稲門祭は、10月21日
（日）
快
晴で絶好のお祭り日和に恵まれ
“わたしたちには同じ血がながれてい
る”
をテーマに開催された。卒業後の50年目、45、35、25、15年それぞ
れの校友が大学に招かれ、大隈講堂での式典終了後はキャンパスや大
隈庭園で開催の稲門祭を楽しんだ。
国分寺稲門会からは、大橋忠弘
（企画広報）
が稲門音楽祭責任者とし
プロデュース、小林昭
（記念品販売）
、舘外博
（キャンパス庭園）
が夫々本
部役員として参画した。記念品抽選会には清水元、
日置憲二郎、中村俊
雄、
山岸信雄がサポートした。
最 後 に 稲 門 祭 記 念 品 販 売（ 利 益 金 は 全 て 奨 学 金 に 充 て る・
￥400,000/学生1名）
については当会の割当目標を達成出来ましたこ

大隈講堂正面

と会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。
（清水

記念品販売所にて

三多摩支部模擬店

大隈講堂音楽祭

元）

大隈銅像前

新総長就任
2018年6月の総長選挙で、田中愛治
（政治経済学術院）
が第17代総長に選出され、11月5日に就任致します。
鎌田薫総長は2010年から8年間務められ、WasedaVision150を策定、その理念の具現化に努め、大学経営の
基盤を確立され、発展に寄与されました。10月開催の三多摩支部大会では会員一同から感謝の拍手が沸きまし
た。新田中総長は建学の精神に還り、
「研究や教育における国際競争力を高め、世界で輝く大学へ」
がテーマで、財
政基盤の更なる強化や医学部創設研究なども掲げております。総長は校友会会長も兼務しており、大学、校友会
の発展に共に尽くす所存です。

鎌田総長を囲んで

美酒早慶戦見聞記 ～美酒早慶戦に参加して～
そもそも早慶戦は1903年11月21日、慶應の三田綱町球場で行われた野球の試合がルーツで、主にサッ
カー、
ラグビー、
レガッタ、
アメリカンフットボールなどのスポーツで盛んに行われており、
「美酒早慶戦」
はユニー
クな対抗戦です。
「第8回美酒早慶戦」
が2018年9月1日
（土）
12：00～15：30に銀座東武ホテルで開催されました。主催は美酒
早慶戦実行委員会。全国の早稲田大学・慶應義塾大学出身者の蔵元が厳選した銘酒を出品し、我々参加者が審
査員となり、利き酒をして、投票するものです。勝敗は
「団体対抗戦・銘柄別」
の2つで、両校の興味は矢張り対抗
戦のようです。応援合戦で対抗意識は盛り上がり、蔵元さんと参加
者との交流など和気藹々で進行し、収益金は第1回から継続して東

早慶出品銘柄の前で

日本大震災の被災児童支援などの慈善金になっています。今年の
参加は78蔵
（早稲田35、慶応43）
でした。審査員は早慶に分かれてテーブルに着席、
ホテル特製のミニ料理を
肴に、利き酒、試飲に廻ります。出品酒は壁側一面に陳列され、各テーブルにもドーンと酒瓶が置かれ、各蔵元
の担当者に薦められ、
「出品酒リスト」
を参考に小さめのグラスで試飲します。小生は全蔵を飲むと相当の量に
なるので、
予め純米大吟醸酒などを選別し、30銘柄位を飲みました。

応援合戦・都の西北斉唱

利き酒後、1,2,3位を投票します。団体戦は、僅差で早稲田が勝利！対戦成績を4勝4敗の五分に戻し、来年は
楽しみです。銘柄別では
1位 「分福

大吟醸袋吊り斗ビン取り雫原酒」（群馬県

2位 「菊美人

大吟醸しずくとり斗瓶囲い」
（福岡県

3位 「まんさくの花

分福酒造

菊美人酒造

慶応）

早稲田)

純米吟醸なま酒爽々酒」
（秋田県 日の丸酒造

慶應）

団体優勝の表彰

と本会の為に造られた特製の酒に票が入ったようです。
因みに第一回の団体優勝は早稲田で、銘柄別では1位は臥龍梅
（慶應）
、2位獺祭
（早稲田）
3位まんさくの花
（慶應）
でした。その後獺祭が4回、臥龍梅、
まんさくの花、浦霞が各2回受賞、早稲田蔵は獺祭がエースで、後に
続く銘柄の奮起が望まれます。
参加費は少々高いが、銘酒と肴を前に、久しぶりに対抗意識が高揚、勝敗を楽しみ、
チャリティにも協力でき、
良い一日でした。
清水

元
（S38・法） 勝利の歓喜・早稲田組

7

8 №67 早稲田大学国分寺稲門会・会報 平成30年11月10日

同好会活動
ゴルフ同好会
中学、高校、大学、会社の同期の
ゴルフ仲間がいて、大いにゴルフ
ライフをエンジョイしてきまし
た。年配のゴルフ愛好者なら誰し
も経験するところですが、年々コ
ンペが成立しなくなり、また最少
の4人でも当日近くなると、やれ
早慶対抗参加者一同
腰痛だ、それ熱が出た、などと不
参加者が出る始末です。こうなる
と最後の砦は、やはり地元のゴル
フ同好会です。近場で開催される
ことが多く、寄り道で帰りが遅く
なることもなく、奥様は安心して
送り出してくれます。ゴルフで健
康維持を図りたい方、是非ご入会
庄屋で懇親会
下さい。心よりお待ち申し上げます。
30年度のゴルフコンペ
１ 第9回早慶対抗（国分寺稲門会vs.国分寺三田会）ゴルフコンペ
2018-6-12
（火）
、
昭和の森ゴルフコース 参加者27名
（早14、
慶13）
優勝宮坂（早）
・準優勝北村（慶）
・3位大橋（早）
・BB五十嵐（早）
ベスグロ大橋
（早、
42：39） 団体優勝：慶応
（平均77.7）
／早稲田
（78.7）
２ 第45回国分寺稲門会ゴルフコンペ
2018-9-19
（水）
、
立川国際カントリー倶楽部 参加者13名
（国立稲門会2名）
優勝小野沢（国立）
・2位久保田・3位若林・BB浅野道博
ニアピン小野沢2、久保田、浅野剛
３ 例年春の同好会合同旅行の時に、ゴルフ組は現地でコンペを実施
していたが、今年は11月に「45周年記念コンサート」実施のため見
送りとなりました。
４ 第10回早稲田大学校友会ゴルフ大会（予定）
2018-11-1（木）、久邇カントリークラブ 国分寺稲門会1チーム
4名、他に他チームから会員2名が参加。願う御健闘！
（野部明敬）

ボーリング同好会
当会は、名門国分寺パークレーンのオーナーで校友の故・林久仁於
氏の格別な計らいで発足し、以来、規模は小さくなりましたが、
国分寺
稲門会の同好会をリードする活動をしております。
現在は、
東大和市駅
のボーリング場に会場を移し、
家庭的な雰囲気のなか楽しく投げてい
ます。
毎月2回、原則第2・第4日曜日、東大和市駅前のBIGBOXに朝8時に
集合します。早朝料金ですので、1ゲーム300円とお得に利用できま
す。
（早起きすると、一日をとても有意義に過ごせます！）
現在の会員は10名ほどと小規
模ながらも、ガターなしのレーン
を設ければ幼児でも楽しめ、スト
ライクがでれば老若男女問わず
ハイタッチ！とてもアットホー
ムな同好会です。2世代、3世代で
参加している会員もおり、まさに
家族ぐるみの交流の場となって
参加者一同
います。今後は市民大会への出場

も検討しており、益々のパワーアップを試みる当会です。
「記録よりも健康第一」がモットーですが、スコアを伸ばしたい方も
大歓迎ですので、皆様ふるってご参加ください。何十年ぶりで・・・とい
う方もご心配なく。会員や子どもたちから元気とパワーをもらいなが
ら、一緒に楽しみましょう。ご家族・お友達の参加も大歓迎です！
（遁所真美）

スキー愛好会
紅葉も盛りを過ぎ冬将軍の到来ともなるとじっとしていられない
のがこの会の面々。抜けるような紺碧の空のもと、白銀に輝くアルプ
スを眺めつつ滑り降りる快感は一度知ったら止められない！？
平成 9 年に発足したスキー愛好会は今年でなんと 22 年！ 目標
は 50 スキー場制覇、元気に 80 歳までは滑ろうよということでした。
第一回発足八方尾根に参加し
たスキー小僧は山賀、金田一、小
田切、助重の面々。懐かしい若月
さん、金田一さんは青空のかなた
に去り、助重先生は富山の大学で
ご活躍、学生を引き連れ世界中を
飛び回っていらっしゃる。
現在会員 7 名、堂々たる風格の
スキーヤー揃いと言いたいとこ
ろですがが、なんと言ってもアラ
エイト？ 僕も二人に一人とい
う病に捕まっちゃったことだ
し・・・
スキー大好きさん、どなたか新
しく同好会を立ち上げてくれる
方いませんか～
（小田切晏彦）

麻雀同好会
麻雀同好会では、2カ月に一
度（原則 奇数月）に大会を開
催し、毎回12名ないし16名の
往年の雀士が卓を囲んで楽し
んでいます。この大会も5月13
日に第100回目を迎え、この時
は20名が参加、盛大に記念大会
が行われました。
以降、101回（7/19）、102回
参加者一同
（9/20）が開催され、各々の上
位入賞者は次の通りでした。
第100回 優勝 日置、 2位 舘、
3位 水落
101回 優勝 山口、 2位 青木、 3位 北川
102回 優勝 舘、
2位 青木、 3位 田口
また、定例の大会とは別に、三多摩地区6稲門会麻雀対抗戦（小金井、
小平、西東京、東村山、立川、国分寺）が年2回、国分寺の三千院で開催さ
れます。この第8回大会が8月19日に行われ、国分寺稲門会からは、北
川、野部、舘、廣田、浅野、青木の6人の精鋭？が参加、北川さんが個人戦
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優勝、野部さん、舘さんも上位入賞を果たし、国分寺稲門会が団体戦優
勝を飾りました。
さて、麻雀同好会がスタートした時からずっと大会会場としてきた
雀荘三千院が残念なことに9月末で閉店しました。その為、次回大会か
ら会場が変わります。足の便、雰囲気、料金等考慮して第103回大会
（11/15の予定）は取りあえず、国立駅南口近くのキャベツという雀荘
で行うことにしています。また、長いこと麻雀同好会の世話役、幹事を
廣田廣さんに担当していただいていましたが、100回の記念大会を
もって、退任されました。101回大会より、日置憲二郎さんと、青木の
二人が引き継いでいます。よろしくお願いします。新メンバーとして
麻雀同好会に入ってゲームを楽しみたいという方がいらしたら大歓
迎です。幹事までご連絡下さい。
（青木壯司）

戦い終えて、呉越同舟

100回記念懇親会 於龍栄

ハイキング愛好会
春のハイキングは5月29日に行いました。コースは多摩川堤～府中
郷土の森～大國魂神社の全長6kmで、参加者は男性8名、女性4名の
12名です。
京王線中河原駅から鎌倉街道を南に向かい、関戸橋の袂から多摩川
の河川敷におります。夏草が生い茂る中を、水、緑、花、空気を体で感じ
ながら歩きました。既に梅雨入り間近で少し蒸し暑く、川風も思った
ほどではなかったので、額にはうっすらと汗がにじみ出ます。思い思
いに3つぐらいのグループに別れ、童心に返りながらの歩行です。一時
間ほど歩いたところで休憩し、水分補給の後、持ち寄った果物、菓子な
どを食べながら、英気を養いました（写真）。
府中郷土の森ではあじさい祭りを開催中でした。入口を入ると、右
手に近代的な博物館、左手には対照的に、○○家、○○家といった旧宅
や、町役場、郵便局など、子供の頃に見慣れた建物が、タイムスリップ
した景色のように続きます。萩のトンネル近くには、1年前の都立小金
井公園でも観賞した、武蔵野新田
開発の立役者、川崎平右衛門翁像
があります（写真）。芝生広場近く
の池では引率された生徒が水遊び
をした後のようで、着替えをして
いました。季節ごとに、アジサイの
ほかウメ、ロウバイ、ヒガンバナ、
スイレン、ハギの花などを見るこ
とが出来るなど、大人から子供ま
多摩川堤のベンチ
で楽しめる公園のようです。
各自フリーの時間を過ごした
後、ゴールの大國魂神社を目指し
て再出発。途中、サントリービール
工場の前を通りましたが、今日は
工場見学は予定に入っていませ
ん。そのまま通過し、府中街道の坂
を上り、12時半、全員無事大國魂
神社に到着です。参拝後、神社に近
府中郷土の森

接するイタリア料理店で、飲食と
歓談を楽しみ（写真）、午後2時過
ぎに散会しました。
なお、今秋はお休みのため、次回
ハイキングは年が明けた来春にな
ります。多くの方のご参加をお待
ちしております。
（山田 孝）

懇親会

カラオケ同好会
カラオケ同好会は毎月第一金曜日に“シダックス恋ヶ窪”で開催し
ています。10ある同好会の中で毎月開催しているのはカラオケと
ボーリングと句会です。設立の歴史はゴルフ、ボーリング、麻雀と共に
古く、昭和50年代に校友がオーナーの国分寺パークレーンの和室に
同好の士数名が集まり、好きな歌を歌っていました。当時は未だ機器
もアナログでしたが懐メロなど歌い込み、結構楽しんでいました。
現在では登録会員も近隣稲門会、国分寺三田会からの参加もあり
40数名を超える大所帯になり、幹事も3人体制で、毎回20名を超える
参加者で大盛況です。
会は最初に当該月に関わる季節のイベントで幕開け、次に誕生月の
会員をハッピーバースディの歌とバースディケーキで祝い、プレゼン
ト贈呈、その季節に相応しい歌を全員合唱、声慣らしのあとカラオケ
本番に突入となります。
カラオケは13：00～17：00（中締め）、19：00（フィナーレ）で懐メ
ロ、
抒情歌、
演歌、
ジャズ、
ラテン、
シャンソンなんでもありで、
軍歌も楽
しみの一つです。
歌はワークシェアーよろしく、
その歌をチョイスした
人が一番、
曲を知っている人、
歌いたい人が二番、
三番と、
それぞれ個性
のある歌声を響かせる、
将に全員参加の歌会で盛り上がっています。
最後は校歌/応援歌斉唱/エールでお開きになりますが、時には延長
戦の二次会もあります。
季節のイベントは、年初の1月は正月の祝酒と前年の皆勤・精勤賞の
授与、2月以降はバレンタインプレゼント/ホワイトディのお返し/夏
の浴衣・アロハディ/Halloween/ミニクリスマスプレゼント交換会な
どシーズンに相応しい行事を織り込んで楽しんでいます。
マイクを持って思い切り声を出し歌うことは全身運動です。その効
能はエネルギーの発散、ストレス解消、精神安定だけでなく、歌の情緒
を感じることで血流が良くなり、右脳機能の感性・感覚を活性化させ
ることで若返り/老化防止、
認知症予防/改善へ繋がるとされています。
是非心身のリフレッシュにご参加ください、若返りしましょう。
（清水 元）

フィナーレの校歌斉唱

夏のカジュアルディ

歓談風景

誕生日バースディケーキを前に
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同好会活動
グルメ･作って食べよう同好会
9月5日（水）風雨最強の台風21号が早朝
に過ぎ去った好天の夕暮れに、第3回納涼会
は、昨年までの屋上ビアガーデンでの開催
から趣向を変え、
「晩夏の夜の集い：Venezia
の夕暮れに思いを馳せ、本格イタリアンを
嗜 み な が ら 夏 の 終 わ り の 夢 を 語 る ！ 」を
テーマに国分寺のイタリア料理店Farm to
table De sallita（デサリータ）で開催されました。5時半過ぎには、参
加者がテーブルに着き、中山幹事の覚えたてのイタリア語「Bona
sera a tutti：皆さん今晩は!」の掛声と清水会長の挨拶、最年長の谷口
さんの乾杯で生ビールのグラスを高々と掲げて宴がスタートしまし
た。前菜のバーニャカウダ（生野菜のスティックサラダ）から始まり、
盛り付けが美しい（今はやりのインスタ映え）イタリアンが次々と
テーブルに運ばれてきました。日頃、のれん居酒屋の焼き鳥・冷やっ
こ・おでんなどに慣れ親しんだ老齢者には、名前・見た目・味もすべて
新鮮で、わけの解らないうちに口に運びましたが、どれも美味で、瞬く
間にお皿が空になりました。特別に用意された銘酒「獺祭」、ワイン、カ
クテルなどの飲み放題に酔も進んで自席から離れて交流がはじまり、
各テーブルでワイワイガヤガヤと笑顔が広がりました。宴半ばには、
舘さん発案の数字ゲームを楽しみ、新参加の木俵（42文）
・下山（46
商）
・中島（45理）
・柳田（43政経）さんの自己紹介もあり、時の過ぎるの
も忘れるほど盛り上がって予定の2時間をはるかにオーバーし、8時
半過ぎに、野部さんの一本締め
でお開きとなりました。
（ 参加
者：青木幸子、小口直毅、北川道
夫、木俵康之、小林昭、島崎幸男、
清水元、下村良介、下山登、眞宅
康博、染谷嘉男（三田会）、舘外
博、谷口和典、千原一延、中村俊
雄、中山斌雄、中山利子、中島巌、
野部明敬、林紀久子、原俊男、日
置憲二郎、増本千明、松永常尚、
宮坂尚利、柳田雅之、山岸信雄、
山田孝、吉田悦子、吉松峰夫30
名）、
（幹事：中村、舘、中山）
（中山斌雄）

町歩きの会
町歩きの会は東京やその周辺の町中を歩き、その町の名所/旧跡/佇
まいを見学し、歴史・文化を学びながら健康増進にも役立つ同好会で
す。更に、昼食はその町の美味しいものや美酒を味わいながら会員間
の懇親をはかることができる楽しい会です。
当会は四年前から活動をスタートし、現在まで7回行いました。
第1回は早稲田大学構内、夏目坂を通り、神楽坂で飲食を楽しみま
した。
第2回は小江戸・川越に行き、古い町並みの城下町を見て廻り、名高
い老舗のうなぎ屋で楽しい時間を過ごすことができました。
第3回は新虎通り（マッカーサー道路）とその周辺の虎ノ門ヒルズ、
愛宕山、増上寺を見学し、昼は新橋でうどんすきに舌鼓を打ちました。
第4回は鶯谷から三ノ輪まで歩きました。樋口一葉の町として有名
な竜泉を抜け、吉原遊郭のの面影を残す“吉原弁財天”吉原神社“に参詣

し、戦災にも偶然残った国指定の有形文化財の”土手の伊勢屋“と”中江
“の店の前を通り昼食は寿司屋の二階でアルコールも入り和気藹々の
ひとときをもちました。
第5回は横浜今昔探訪をテ－マにバスをチャ－タ－し、新旧の横浜
の観光しました。昼食は中華街の重慶飯店で麻婆豆腐と飲茶料理の特
別ランチを食べ、ビ－ル、紹興酒、日本酒などを適量？いただき盛り上
がりました。
第6回は都内中央区の月島、佃島、築地を歩き、第7回は巣鴨地域を
散策しました。
第8回は本年11月19日に計画しています。行先は、大隈重信候の墓
所のある護国寺から雑司ヶ谷を通り、鬼子母神、南蔵院を見学し、太田
道灌で有名な山吹の里の碑を見て早稲田まで歩く予定です。
まだまだ、東京周辺には魅
力的な街並み、観光地が数え
きれないぐらい残っていま
す 。是 非 、当 会 に 参 加 さ れ
我々と一緒に町の魅力探訪
のひと時を過ごされません
か？参加ご希望の方は会報
記載の幹事までご一報下さ
い。皆様のご参加を歓迎いた
します。
第7回 町歩き（巣鴨）
（中村俊雄）

国分寺サロン
サロンとはフランス語では宮廷や貴族の邸宅を舞台にした社交界
のことで、主人が文化人、学者、作家らを招いて、知的な会話を楽しん
だようです。本会は応接室や談話室と言う気軽な社交場として、講演
会、音楽会、趣味/娯楽などを通じ、会員/家族/知人の皆様と少しのお
酒やワインと紅茶・コーヒーで楽しい時間を過ごして頂くものです。
目下の場所は校友の小俣敏生さんがオーナーの、築三百年の古民家
「りとるぷれいミュージック」で誠にサロンと呼ぶに相応しい魅惑的
な空間です。
年2回以上の開催を予定していますが、今年は初めてになり、昨年に
続き12月22日（土）午後1時30分から同じ「りとるぷれいミュージッ
ク」で「2018クリスマス・ハウスコンサート」を開催致します。
幕開けはクリスマスに因み、国分寺南町教会の牧師さまから聖誕祭
に相応しいお話を頂き、続いて皆で讃美歌・クリスマスキャロル・ソン
グを合唱。
コンサートは音楽大学卒の新進バイオリニスト、
ピアニストの出演
で、
曲目は瞑想曲、
小夜曲などいずれも優雅な名曲を予定しております。
ティータイムはイギリス・ヨーロッパでクリスマスの時期に特別
に飲まれているクリスマスティーとスイーツでお楽しみ頂き、
「紅茶
の話あれこれ」を挟
んで世界三大銘茶の
特 選・ウ バ の 2 0 1 8
年クオリティシーズ
ン茶を楽しんで頂き
ます。
フィナーレは「早
稲田大学校歌」と「早
稲田の栄光」の斉唱
で、あとビンテージ
ワインでのパーティ
りとるぷれいミュージック室内風景
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でお開きになります。
国分寺サロンは今後も素敵な企画でお誘い申し上げます。

国分寺句会 近詠一人一句 夏･秋の部

（日置憲二郎）

国分寺句会
「国分寺句会」の名前で平成26年11月に始まった俳句同好会は、今
年の10月で発足してちょうど4年になりました。
毎月第三土曜日に本多公民館で開かれる月例会も10月で44回を数
えております。講師の細見逍子先生（俳句結社「隗」主宰）、黒川幹事長
を含め約13名。欠席投句の3名を含めると約16名による月例句会で
すが、発足以来一人の脱落者もなく、また、盛夏の8月をのぞいては1
回も休むことなく続いていることは素晴らしいことだと思います。会
員数も4年間で少し増えましたが、国分寺稲門会の9名のほかに清瀬、
立川の各稲門会から各1名、一般4名という多彩な顔ぶれです。
俳句は
「座」
の文芸といわれています。
指導者
（主宰・講師、
古くには宗
匠）
を中心にした車座を想像していただければ分りやすいと思います。
持ち寄った自作の句を短冊に書き、無記名の一覧表をもとに各自好き
な句を選び、
その結果が集計されます。得点に一喜一憂しながら、指導
者の講評や参加者の感想を聴くことができるのも句会の醍醐味です。
この形式は江戸時代の芭蕉や一茶のころから変わらないスタイルで
す。
仲間が集まって楽しむことが
「座」
の文芸と呼ばれる所以です。
国分寺句会では毎月句会記録が発行されます。作者ごとの合計得点
の順に作品が並んでいて、その巻頭に自分の名前があると大変うれし
いものです。最新号（九月句会）の巻頭者は、清水元さん（俳号・星人《せ
いと》）でした。星人さんは他の数人の方と同じく、国分寺句会の発足
した4年前に俳句を始められました。俳句の投票は一種の人気投票で、
指導者の句がいつも高点をとるとは限りませんし、高点句が必ずしも
秀句とは言えません。それは差し置いて、星人さんが九月句会記録の
巻頭を飾ったことは、この4年間の精進が花開いた結果と国分寺句会
の皆さんとともに喜びを共にしたいと思います。なお、近詠を別掲「一
人一句」にまとめましたのでご覧ください。
（吉松峰夫）

縁側に二人居眠る秋日和

黒川

清虚（国分寺）

朱夏の郷黒酢の甕の息確か

赤池

秀夫（国分寺）

歳時記とペンと紅茶と夜長かな

内田

博司（国分寺）

門火焚く風の匂ひに母の影

清水

星人（国分寺）

長き夜や語らふ人のあらばやな

眞宅

泉舟（国分寺）

千枚の田の水鏡立夏かな

舘

爽風（国分寺）

南溟の亡き友遠し終戦日

千原

延居（国分寺）

俳枕わが町さぐる夜長かな

野部

明敬（国分寺）

シベリアに果てしいのちや鳥渡る

吉松

舞九（国分寺）

長き夜の迷ひ人かも知れぬ影

梶原

由紀（国分寺）

はらからのバケツに集ふ花火かな

大畠

薫（清瀬）

一円玉打ち捨てられし酷暑かな

押山うた子（武蔵村山）

仲秋や運河に浮かぶ倉庫群

佐竹茂市郎（立川）

糠漬のいろ鮮やかに立夏かな

中村

着合はせる帯の迷ひや夜長し

藤木ひろみ（中野）

◆講師
鉦叩息ととのへよ永らへよ

細見

逍子（清瀬）

同好会幹事のご紹介
同好会名

氏名

ゴルフ

日置憲二郎

ゴルフ（早慶対抗）野部

代表者連絡先
042-575-3518
042-321-2757

明敬

ボーリング

岩崎

スキー

小田切晏彦、山賀

麻雀

青木

ハイキング

小田切晏彦

042-321-1096

山田

孝

042-301-8271

清水

元

カラオケ

042-321-1563

明
理

グルメ
町歩きの会

中山

斌雄

中村

俊雄

042-321-1096（小田切）
042-201-3786

壯司

042-321-3310

大橋忠弘、江連孝雄

選句風景

憲一（豊島）

042-576-7346（大橋）
042-576-9460
042-313-8442

日置代表幹事、
野部、
山田、 042-575-3518（日置）
吉松、中山、中村、清水

042-321-3310（清水）

国分寺サロン

野部明敬、 清水

042-321-2757（野部）

国分寺句会

黒川清知、 吉松峰夫、

042-301-3581（黒川）

野部明敬、 舘 外博

042-573-5764（吉松）

10月句会参加者

黒田社会保険
労務士事務所
社会保険労務士

黒田啓之（S61卒）
〒185-0024東京都国分寺市泉町3-33-16-201
TEL.042-300-0305 FAX.042-300-0306
http://sr-kuroda.jp/
E-MAIL seven@sr-kuroda.jp

元

ご近所です。お気軽にご相談ください。
● 親が亡くなったのだけれど？
● 孫に贈与したいのだけれど？
● アパートの申告はどうするの？
● 土地を売却したいけれど？
税理士
法 人

よこ みぞ

横溝会計パートナーズ

〒185-0012 国分寺市本町二丁目12-2
三井生命国分寺ビル6F
TEL 042-321-9583

税理士 横溝
公認会計士
税理士

範治
（S51卒）
横溝 大門

税理士 宮﨑

信博
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総会

「誇りの先輩」2

平成 30 年 6 月 10 日（日）16：30 ～ 20：50 中華料理「龍栄」にて、88 名が出席

野口

雨情（1882～1940） 茨城県出身、
東京専
門学校に入学し、
坪内逍遙に師事するが、

し、総会、和泉実早稲田実業学校野球部監督の講演と早大交響楽団員のミニ

1年余りで中退。その後詩歌の道にはい

コンサート及び懇親会が開催された。江連孝雄が司会で物故者への黙祷の

る。詩人としての活動を休止し新聞社勤

後、清水

務を経て活動を再開。北原白秋、
西条八

元会長の挨拶とご来賓の紹介に続き、会長が議長で議事に移り

（ 1 ）平成 29 年度事業報告、会計報告、監査報告（ 2 ）平成 30 年度事業計画

十と三大詩人と呼ばれ、
「 十五夜お月さ

（案）、同予算（案）
（ 3 ）新役員選任として遁所真美、浅野道博、松村英明、山岸

ん」
「シャボン玉」などの童謡は有名。

信雄 4 名の選任など全て承認された。河口俊二校友会地域担当副部長の挨拶
などで総会は終了。
「 早稲田の栄光」の格調高い演奏に続き和泉実監督の講

小川

未明（1882～1961） 日本のアンデルセンといわれる童話作家、
新潟出身。英
文科に在学中から新ロマン派自然主義作家として活動、
その後は童話も

演 / ニコンサートに移り、監督ご自身の野球経歴と早実野球部もこと、斎藤

手がける。半生すぎから童話創作に専念。我が国の児童文学の地位向上

祐樹、清宮幸太郎の逸聞等興味深い話があり、早大交響楽団の演奏に移り、

に貢献。童話集「赤い船」などが有名。

エルガー、クライスラー等の名曲の優雅な二重奏にみんな陶酔した。
懇親会は武蔵野稲門会会長諸江昭雄、村上裕二早稲田大学理事、早実学校校

北原

白秋（1885～1942） 与謝野鉄幹、
晶子、
石川啄木などと交友。1909年に処
女詩集「邪宗門」2年後に第2詩集「思ひ出」を発表、
叙情的かつエキゾ

長、井澤邦夫国分寺市長、渡邉惠夫国分寺三田会会長各氏の挨拶、谷田成雄

ティックな作風。山田耕筰とのコンビで多くの童謡の名作を残した。

相談役の乾杯で幕を開け、歓談に移る。新入会員の浅野剛、市内在住在校生6
名、早稲田祭運営スタッフ2名の挨拶。フィナーレは、木村徳のリードで校歌
斉唱・エールの交歓、最後には眞宅康博副会長の閉会挨拶でお開きとした。

直木三十五（1891～1934） 時代小説家、
大阪府出身、
英文科入学するも中退、
関東
大震災後に執筆活動を始め、
「由比根元大殺記」
「南国太平記」など人気

あと記念撮影で解散した。
［来賓］不同

を集める。没後友人の菊池寛が「直木賞」を創設した。
（黒川清知）
敬称略・順不同

早稲田大学校友会地域担当副部長河口俊二、村上裕二早稲田実業学校校長、
森国吉雄同初等部校長、井澤邦夫国分寺市長、渡邉惠夫国分寺三田会会長、
宮西雅昭同副会長、国立稲門会扇田正俊会長、鈴木幸雄副会長、小金井稲門

地域別幹事

会金子正和副会長、皆川保則会計幹事、小平稲門会井垣 昭副会長、小川浩史

地域

監査、立川稲門会小林章子副会長、森山善弘幹事長、東村山稲門会大内一男

北町／新町
西町

会長、吉田 勝副会長、松永常尚氏、府中校友会 西村弘美副会長、橋本美紀
常任幹事、武蔵野稲門会諸江昭雄会長、片岡冬里会長代行
［会員／家族］
青木壯司、浅野道博、浅野剛、飯塚輝雄、内田博司、石田康博、石田雅子、
江連孝雄、大橋忠弘、美紀子夫人、大矢康一、小口直毅、尾崎恭一、小田切晏彦、
小田切三千代、小野洋一郎、庸子夫人、河原紳雄、北原輝久、木村徳、黒川清知、
淳子夫人、小林好隆、小林昭、島崎幸男、清水元、下山登、眞宅康博、陶久清、
舘外博、田中康義、邦子夫人、谷口和典、常見太郎、遁所剛、遁所真美、同理久、
中村俊雄、中山斌雄、野部明敬、林紀久子、原俊雄、日置憲二郎、広瀬明夫、
廣田廣、松村英明、丸山哲平、南小柿謙、宮坂尚利、谷田成雄、貞子夫人、
山岸信雄、
山口慶一、
山崎重義、山田孝、横川純子、吉松峰夫（50 音順、敬称略）
［学生］
［市内在住学生］井藤魁、備前滉介、富士野淳、小島慶大、稲葉大五、戸田
健太［早稲田祭スタッフ］坂東ちさと、清野志保［早稲田大学交響楽団］小丸
真由 多胡凱斗

（清水

入会、情報、連絡、相談何でも受け付けます
氏名

並木町
東戸倉／戸倉
富士本
高木町
光町
日吉町
内藤
西恋ヶ窪
東恋ヶ窪
東元町 1、2 丁目
西元町／東元町３、4 丁目
南町
泉町
本多
本町
その他外部

連絡先
（TEL/FAX）

眞宅康博
大橋忠弘
増本千明
遁所真美
眞宅康博、黒田啓之
小林 昭
中山斌雄
山岸信雄
丸山哲平
日置憲二郎
野部明敬
清水 元、舘 外博
廣田 廣
中村俊雄
松村英明
江連孝雄
赤池秀夫
山田 孝
大橋忠弘

042-301-1660
042-576-7346
042-573-7595
042-313-9976
042-301-1660
042-575-6540
042-576-9630
042-573-8967
042-806-9813
042-575-3518
042-321-2757
042-321-3310
042-323-2651
042-313-8442
042-322-7757
042-325-7510
042-326-6119
042-301-8271
042-576-7346

元）

編集後記

◆今年は世界各地で、非常に強い台風・ハリケーン・

大きな 地 震 も日 本、インド ネシア、中 国、カリ ブ海

サイクロンが 発 生 し 大きな 惨 事 となりました。また

などで発 生、自 然の猛 威の前には人の力は殆 ど 無 力

したいものです。されど地 球は唯一つですから、自 然

です。防 災 対 策はもとより、日 頃の備えを 怠りなく

万 年 前、これか

20

とは共 存です。また 人 間 同 士の愚 かな戦いは極 力 避

らも 広 大 な 宇 宙・この地 球に抱 かれて、ゆ るやかに

元

野部明敬
舘 外博

◆ 清水

け、平 和 共 存です。人 類の誕 生は

身を委ねたいものです。

●発 行 所

清水 元
吉松峰夫
眞宅康博

国分寺市東恋ヶ窪３ | |６（ 清 水 元 方 ）
早稲田大学国分寺稲門会
電 話 ０ ４ ２（ ３ ２ １ ）３ ３ １ ０
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２８

