
総 会国分寺
稲門会

【日　時】 平成30年6月10日日 16 ： 30～20 ： 45
【場　所】　龍栄（中華料理）〒185-0011 国分寺市本多2-3-1
　　　  TEL：042-321-0005／042-321-3231　国分寺駅北口より徒歩5分

【時　間】　16 ： 30～17 ： 30 開会挨拶／総会議事／大学挨拶
　　　  17 ： 50～18 ： 50　早稲田実業学校野球部 ：和泉実監督講演会

早稲田大学交響楽団「ピアノ・ヴァイオリン2重奏」コンサート。
　　　　  19 ： 00～20 ： 45 懇親会／閉会挨拶
【参加費】 5,000円　ご家族 4,000円
【年会費】 5,000円 （未納の方はご持参お願い致します）
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巻頭言
国分寺稲門会・会長

清水　元

http：//www.kokubunji-tomonkai.net

国分寺稲門会雑感
今冬は何十年振りかに氷点下の日数が多く続き、一方、桜の
開花は昨年より10日も早く、その後は降雪あり、夏日ありなど、
気象や自然の変化についての予断は難しくなってきたようです。
さて、早稲田大学校友会は明治18年に設立され、133年を
経過しました。また、国分寺稲門会は昭和48年に産声を上げ、
46年目を迎えます。当会は「地域と共に・早稲田と共に」をモッ
トーに掲げ、会員間の交流・親睦と地域社会への貢献を目指して
います。
活動の柱は、10の同好会活動と特別行事である同好会合同
旅行、国分寺寄席、納涼祭、稲穂祭、そしてX‘masコンサート等
です。とくに「国分寺寄席」は、すでに7回を数え、市民との交流・
地域貢献活動として高い評価を頂き、定着致しましたことはご同
慶の至りです。
今年も8月30日（木）13：30よりいずみホールにて、お馴染み
金原亭馬生師匠一門の出演で開催の予定です。
また、昨年積み残しの「創立45周年記念」行事は11月11日

（日）13：30より早稲田実業学校小室哲哉記念ホールにて、早稲
田大学グリークラブ、同マンドリン楽部、早稲田実業学校音楽班
などの出演で開催を予定しています。
一方、広報活動は、「国分寺稲門会会報」、新規システム採用
による「ホームページ」、そして会員向け「メールマガジン」の3

媒体を通じ身近な最新情報を提供しております。
現在登録会員数は150名で、いずれの行事もコアメンバーの
熱い参加意欲に支えられ、毎回盛大に開催されてご満足をいた
だいています。
しかし高齢化社会到来は当会も例外ではなく、会員の平均年
齢は65歳を過ぎています。ちなみに市内在住の40歳以上の校
友は1，329名です。更なる会の拡大のためには、若い方、女性会
員の参加が喫緊の課題です。
最近“平均寿命”に対し“健康寿命”がキーワードとして取り上
げられるようになって来ました。これはWHOでも採用している概
念で、端的に言えば、健康上問題なく自立して社会生活が送られ
る年齢のことです。“健康寿命”の維持こそシニア世代のキーイ
シューと言えるのではないでしょうか。
昨年105歳で亡くなった日野原重明氏は、“成人病”の呼称を

“生活習慣病”に改めたことでも知られていますが、氏の言葉に
「人間の体には3万6000もの遺伝子があり、その多くが使われ
ないままで、それはあまりにもったいない。違った環境に身を置け
ば、うちに秘めた未開発の良き遺伝子が、思わぬ花を咲かせるか
もしれない」とあります。人生「90年時代」、シニアからが面白い
と言われます。国分寺稲門会は和気藹々、老いも若きも差別なく
自由な仲間同士です。早稲田の森で学び、過ごした校友の皆様、
是非交流の輪にご参加下さい。
最後に国分寺駅北口再開発は4月から一部利用が開始され、
ツインタワー、交通広場、住居、公共・商業施設などの充実で新し
い街が誕生します。国分寺稲門会は創立50年に向けて会の拡
大・充実に努めたく、会員皆様の倍旧のご支援、ご協力をお願い
申し上げます。

（S38・法）

名門早実野球部を率いて26年。
平成18年夏に全国制覇。斎藤佑樹・
清宮幸太郎などを育てた名将にご講
演をいただきます。

今年「ヨーロッパ演奏旅行」を大成功
させた早稲田大学交響楽団より、2
名の学生奏者の2重奏をお楽しみい
ただきます。 

早稲田実業学校野球部：和泉実監督講演会

早稲田大学交響楽団「ピアノ・ヴァイオリン2重奏」コンサート

第46回 平成30年度
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有 志
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“マイ早稲田「ホーケンとゼミ」”
◆小林　昭

昭和38年4月、同期に遅れること二年で早稲田大学第一商学部に
入学しました。
都立新宿高校時代は放送研究会に所属して校内放送やレコード

コンサートの構成から原稿書き、そして当時聞き始めたモダンジャ
ズにのめりこんで新宿や渋谷のモダンジャズ喫茶に入りびたり、若
手の放送作家やジャズ評論家との付き合いで受験勉強とは程遠い
生活の、「つけ」の結果でした。
大学では放送研究会には入るままいいといといといととと思思思思思思思思 てててっててってってて たたたいたいたいたたいたいたいたたた ももにもににもににもにもにもににもにもかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかわらわらわらわらわらわらわらわらずずずずずず、ずず、

入ったのがなんとWHK（早稲田大学学放放放放放放放放送研送研送研研究会究会究会究会）でで）で）で） したしたたしたしたし 。。。。

当時のWHKには技術部、放送劇団団団団団、、、演出演出演出出部部部部、ア、ア、ア、アアナウナウンスンスンスンス部部部部、そそそそれにれにににれにれににににれれにに
音楽部の5部があり私は音楽部に所所所属属属属属属属しましましまましたしたしたしたた。。。。大隈大隈隈隈講堂講堂講堂講堂堂堂講堂堂堂堂堂堂堂堂堂でででででででででででででで開催開催開催開催開催開催開催開催開催開催開催催催催ささささささささささささささ
れるレコードコンサートの主催と劇劇団団団団団団団団団団のラのラのラの ジオジオジオジオジオドラドドラマのマのマのマのマのマのマのマののマのマのののの音付音付音付音付音付音付音付音付音付音付音付音付音付音付音音音 けなけなけなけなけなけなけなけなけなけなけなけなけななどどどどどどどどどどどどどど

を行うのです。また春・秋の東京六六大大大大大大大学学学学ののののの早慶早慶早慶早慶戦戦戦ではではで 応援応援応援援援援援援援応援援援援援援席席席席席席席席席席席席席席のアのアのアのアのアアのアのアのアのアのアのアアのアンンンンンンンン
プ・マイクなどのセッティングをしててアアアアアアアアアアナウナウナウナ ンスンスンスンス部部部ののの実況実況況アナアナアナアナアナアナアナアナアナナアナナナウンウンウンウンウンウンウンンウンウンウンウンウンンスススススススススススス
の手伝いをします。
我が家は神宮外苑の近くといううこここここととこ もあもありり四年四年四年四年四年四年四年四年四年四年四年四年四四四年年間間間間間間間間間間間間間間いついついついついついついついついついついついついついい もももももももももももももも何人何人何人何人何何人何人何人何人何人何何何人かかかかかかかかかかかかかか

が前泊で、早朝外苑に向かうのでししたたたたたたた。
当時の音楽部の先輩にはNHK大大河河河河河河河ドラドララマのマのののののののの演出演出演出演出演出演出演出演出演出演出演出演出演出演出出演 家家家家家になになになになになになになになになになになになにななになになに られられられられられられられらららららら たたたたたたたたたたたたたたた原原原原原原原原原原原原原原原

嶋さん、東芝EMIの社長になられたた鳥塚鳥塚鳥鳥塚鳥塚鳥塚鳥塚鳥塚鳥塚塚塚さんさんさんんさんさんさんさんんさんさん オオ、オ、オ、オオ、オールールールールールールールールールルナイナイナイナイナイナナナイナイイナイナイナイトニトニトニニトニトニトニトニトトニトニト ッポッポッポッポポッポッポッポッポッポッ ンンンンンンンンンン

のパーソナリティで若い人に人気を博し、のちにニッポン放送の社
長になられた亀淵さんなど多才な人々がおられました。勿論他のセ
クションにもその後業界人になられた人々が大勢おられました。
勿論放送に興味を持ち将来は放送の世界で頑張ろうという人た

ちが大勢いるのですから、今もラジオ、テレビで頑張っている先輩や
後輩を見るにつけ、元気をもらっています。
社会に出る前の、金銭的な利害がないところで生まれた人間関係

なので卒業後も長く続いています。春には、都電面影橋から椿山荘
下まで神田川沿を集まれる人で花をめでながら歩くのと、秋の稲門
祭には全国から集まり互いに元気な様子を確認できるのがうれしい
限りです。
私は定年後八年間、公益社団法人アドバタイザーズ協会の専務理

事を務めましたが、その時にはWHK時代の人間関係が大きく幸いし
ました。なんといっても昔の先輩・後輩が関係企業の重要なポジショ
ンに付いていました。

もう一つ早稲田関係で忘れてはいけ
ないのがゼミ、です。

相変わらず大学に入っても勉学に勤し
む学生とは程遠く、ライフという喫茶店
に入りびたりの部活中心で商学部の建物
にはあまり入らない学生でした。
ある時、友人の母親が経営する新宿歌

舞伎舞伎舞伎舞伎舞伎舞伎舞伎伎舞伎町町町町町町町のののののの飲食飲飲飲食飲食飲食飲食飲食飲食食店店店店店店店店店ででででででででで偶然偶然偶然偶然偶然偶偶然偶然偶然偶然 稲早稲早稲早稲早稲早稲早 田田田田田田田田田ののの助教授
ととととととととととととととと一緒一緒緒緒緒緒緒になになににに り、り、聞聞けばけばけばば商学商学商学商学商学部部部部のののののののの私私私が選択
してしてしししししししししし いるるいるいる貿易易貿貿貿 英語英語語語語とととと交通交通交通論論論論論のののの 生先先先先先先先先生生先 でした。

ゼミゼミゼミゼミゼミゼミゼミゼミゼミゼミゼミゼミゼミゼミゼゼミミミががががががががががががががが決決決決決決決決決決決決決決決決 ということでまっまっまっっまっていていていていて ないないなないいならならならなららばばばばば、ばばばばば と 無試験でゼミに入れ
てもてもてもてもてもてもてもてもてもてもてもてもてもてて らいらいらいらいらいらいらいらいらいらいらいらいらいい無事無事無事無事無事無事無事無事無事無事無事無事無事無事無事無無事ににににににににににににに商学商学商学商学部生部生部生部生部 としとしとしとししてててててて 業卒卒卒卒卒 することができました。

考考考考考考考考考考考考考考えてえてえてえてえてえてえてえてえてえてえてえてえてえてえててみみみみみるみみみるみるみるみみみるとと助教助助教教教授授授授ののののの先生先生先生先生先生ははははははは、はははは 年の少し離れた兄貴といったとこ
ろでろでろでろでろでろでろでろでろでろでろででろろでろ 勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉勉強はは勿論勿論勿勿 遊遊遊遊遊ぶこぶこぶこぶぶこともともともともも一緒一緒一緒緒緒一緒緒緒 ありました。にに

念残念残念念念ながながながながな らららら先生先生生先 はは早早早くにくにくに亡亡 なられてしまいましたが、くくななくくく OB会は今
ももももももももももももももも連綿連綿連綿連綿連綿連綿連綿連綿連綿連綿連綿連綿連綿連綿綿とととととととととととと開催開催開催開催開催開催開催開催開催開催開催開催開催催催されされれれれれれれれれれれれされて（て（て（て（てててててててて おおお嬢嬢嬢嬢 おさんさんんんんとと 孫さんも稲門でいつもご一緒）
いまいままいまいまいまいままいままいまいまいままます。す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。すす。す。す 全国全国全国全国全国全国全国全国全国全国全国全国全国全国全 からからからからからからからからからからからからからかららか 集集集集集集集集集集集集集集集集集まままりまりまりままままま 恩恩師恩師恩 をを偲偲偲偲偲偲偲偲偲ぶとともに、ぶ 現況報告ということで
今今今今今今今今今今今今今今今今今今ももももももももももももも続続続続いていていていていていていていていていていていていていていてていいまいまいまいまいいままいいいます。す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。す。す
先般先般先般先般先先先般先般先般先先先般先般嶋村嶋村嶋村嶋村嶋村嶋村村村嶋村村嶋村嶋村嶋村商学商学商学商商学商学商学商学学商学商学商学商学部長部長部長部長部長部長部部部長部長部長部部 をおをおをおをおをおをおをおをおをおをおををお呼呼呼呼呼呼呼呼呼 たびしびびしびしびしびしびしびしびびしび た時に、先生亡き後、毎年開催はめ

ずらしいと言われました
そして最後は国分寺稲門会です。国分寺に新宿から移り住んだの

は結婚した1970年、つまり47年前になります。今、ようやく国分寺
稲門会の一員となり、まだまだ早稲田との関係は続くようです。微力
ですが一員として頑張ります。マイ早稲田！！

［S42・商］
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当初は理学全般にわたる研究を志向する研究所す向究究学学理理
になり、現在足しましたが、後に研究の中心を音響学に置くように究の研が

シェル塩の人工に至っている。この間に、1943（昭和18）年ロッシェシいるいいい
て、事業部門として小林理培養法を開発したことが契機となって、事業部業てここ

）が設立された。なお、2013（平研製作所（現・リオン株式会社）が設社社会社会会会ン株ンオンオ所研
財団法人に移行した。成25）年4月に一般財団法人人法団団財財

和19）年に音響学を研究していた関係から、海軍1944（昭和19）年
より潜水艦や戦艦のスクリュー音を探知する音波探知機の製より潜水艦
造を命じられ、生産に追われた。
戦後は、ロッシェル塩の結晶を10角にスライスして振動音をを
感知することがわかり、レコードプレイヤーのピックアップにレコレコ
ード針からの振動音を変えるカートリッジを内蔵させた、いわわゆ
るロッシェル塩の圧電振動子を使用したピックアップやマイマイクロ
ホンを製造、販売した。その製品はソニーやNECにもにも販売さ
れ、更には海外への輸出も行われていた。

快適な環境創りを目指して世界へ貢献
研究施設は、本館
及び建築音響試験室
棟ほか研究室兼実験
室8棟を有し、特に、建
築音響試験室棟は、日
本有数の研究施設で
あり、音響研究に大いなる成果をあげあげている。
リオン㈱の事業部門は医療機療機器事業部と環境機器事業部
で構成されており、医療機療機器事業部は補聴器「リオネット」や
耳鼻咽喉科領域で使用用される医用検査機器を扱っている。
環境機器事業部は部は、騒音計や車輌、輸送機関連の安全と
乗り心地を計る振動動計、飛行機、新幹線、高速道路などで利
用する記録計。又、又、地震観測の地震計などの音響・振動計測
器と気体や液体のの中に浮遊する微粒子を測定する「微粒子
計測器」の販売ととモニタリングするシステムエンジニアリングを
一貫体制で提供供できる唯一の
メーカーで、トットップ企業である。
音響中心に心にした多岐にわた

る製品は、国国内はもとより、世界
60数ヶ国国へ輸出され、髙い評
価を受けけている。業界のトップ
メーカーーとして世界へ貢献す
ると共に共に、健康福祉の増進と
安全な全な生活、快適な環境創りををを
目指指している。いる。いる

◆田中康義（S35・政経）

国分寺の歴史  その二十七
小林理学研究所とリオン株式会社株ンン理学学学

前号（NO.65）で、国分寺今昔も一区切りとなり、一旦終了し了了り、一、切
ましたが、書き足りなかった所を補足し、引続き二回程度執筆執執執二二二ししかかかかか
致します。

リオンホールの命名権者権権ルル
、国分寺駅北口で建設が進先日、読売新聞に国分寺市は、国分寺駅分国国に聞聞にに
ホールの命名権者を補聴器メむツインタワー西棟に開業するホ西棟西ンイ

決定した。名称は「リオンホール」とーカー「リオン」（東元町）に決定ししー
名権の契約金は年間300万円、期間なり、4月に開業する。命名名名名名名命る

は2023年3月31日迄。。。迄迄0
で契約書の締結式が執り行われ、同社の3月1日に市役所で契役所役

「当社のふるさとである国分寺のために努力清水健一社長は「当社
れた。したい」と話された
ルはWEST5階で、講演、会議、イベントなど多目リオンホールーホ

ができ、2部屋間仕切り可能で最大260席。又、ホール的に利用が用が用用用利利的
は、広さ650㎡の屋上広場「リオン広場」がある。の前にはのの

obunjiプラザ開館cococc
国分寺駅北口再開発ビルが3月末に竣工し、4月1日～7日国分国
、cocobunjiWEST5階のリオンホール、セミナールーム、プラ迄、c

ザ中央で、さまざまな記念イベントが開催された。ザ

一般財団法人　小林理学研究所一

小林理学研究所は、実業家小林采男氏の公益的な寄附に
基づき、佐藤孝二氏、坂井卓三氏などが中心となり、設立の計
画が進められた。1940（昭和15）年8月、文部省から財団設立
の許可を受け、現在地において運営が開始された。

協力：渡辺満雄　参考資料：リオン㈱パンフレット、市報国分寺、読売新聞

リオン株式会社リオオリ

財団法人小林理学研究所

建築音響試験室棟

無響室無無無
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皆様、心のふるさと「早稲田大学キャンパス」を訪ねてみませんか！
早稲田の今昔・昔を偲び・懐かしむと同時に新しい発見があることで
しょう。早稲田大学ではキャンパスそのものをミュージアムにすることを
目標の一つに、既存の坪内博士記念演劇博物館、會津八一記念博
物館等に加え、2018年3月20日、早稲田キャンパス1号館1階に「早
稲田大学歴史館」が開館されました。早稲田大学の歴史：過去・現
在・未来に関する資料や情報を、来館者の関心に応じ、新たな発見
ができるよう、デジタル媒体なども活用し多様な切り口で展示していま
す。また各種各各各各各 テーマやママママ 企画展等展展展展 も併催し催催催催 、何度ももももも訪れたくくくくくなる知的的的的的刺刺

精神」、「聳ゆる甍」）に分かれ、企画展激激激に激に激激激激激 満ち満ちた施施施た施施設となるるるるるなるるように工工に工工工工工夫し夫し夫し夫夫 ていていて ますままままますまままま 。常常設展展展展展展展展展示はは3エエエエ3エエエリアリアリリ（「（（「久遠久久久久久久遠久 の理理想」想想想想想想想 、「進取の
ップやカフェを併設し、単に展示を見て示ル示ル示示示示 ームームームームームームームー 、シ、シ、シ、シアタタタアタアタタタアタタタールルーム、リ、、、、、、サーチルルルルチルルルルルームによよよよによよよよより構り構り構り構成さ成さ成さ成ささささささされてれ いまいます。すすすすすすすすまたた、早早早早早早早早早早稲田稲田稲田稲田グッグッグッッッッッズショッ
博物館」は日本で唯一、演劇を専門的に終わ終わ終わ終わ終わ終わ終わ終わ終わ終わ終わ終わ終終終わ終わ終わ終わるだるだるだるだるだるだるだるだるだるだるだるだるだるだる けけけけけけでけけけでけけけけけけけけ はななはなななく、く、く、く、く、く、く、いつついつつでもでもでもももももでもも立ち立ち立ち立立ち立ち立立ち立ち寄っ寄っ寄っ寄寄寄っ寄っ寄っ寄っ寄って楽て楽て楽て楽て楽楽楽楽しめるミるミるミるる ューュージアジアジアジアジアジアジアジア をムをムをを目指目指目指目指目指目指目指目指してしてしててしてして きいきいきいききききききますすすすすますす。「「「「「「「「演劇演演演演演 博
全40巻の翻訳事業の完成を記念して、扱う扱う扱う扱う扱う扱う扱う扱う扱う扱う扱う扱う扱ううう扱う扱う扱う扱 博物博物博物博物博物博物博物博物物物物物館と館と館と館と館と館と館と館と館と館と館と館と館館とと館と館館館としてててててててしししし 知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ららられてれ いままます。英文英文学者学者学学学学者者学学学 坪内内内内内内逍遥逍遥逍遥逍逍遥逍遥逍遥逍遥逍遥逍逍 の古の古古の古の古古稀と『シ『シェーェェェェェェェェェ クスクスクスクスピヤピヤピヤピヤピヤピヤピヤピヤピヤ全集全全全全全全全 』全
座」を模して設計されております。蔵書1719919199999928282828228288828882882828282 年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年10月0月0月0月0月0月0月月0月0月月月月月月0月に設に設に設に設に設に設に設設設設に設に設設設設設設立立立さささ立立ささ立さ立 れまれまれまれまれまれまれれまましたたたし 。建。。建。 物は物は物は物は物は物物は物は物物 、16世6世世世世世世世世世紀に紀紀に紀に紀に紀に紀に紀にに存在存在存在存在存在存在存在存存在在在したしたたし イギイギイギイギイギギギイギリスリスリスリスリスリスリリスリ の劇劇場「場「場「場「場「場「場場場 フフフォフフフフ ーチーチーチーチチーチチーチュン座
諸資料等多数収蔵しています。博物館万冊万冊万冊万冊万冊万冊万冊万万万万万万万万万冊万万冊、3、3、3、3、3、3、30万0万0万0万0万0万0万万万万万万万万枚に枚に枚に枚に枚に枚に枚に枚に枚に枚に枚に枚に枚に枚に枚枚枚枚枚枚 及ぶ及ぶ及ぶ及ぶ及ぶ及ぶ及ぶぶ及ぶ及ぶ及ぶ及及ぶ及及ぶ及及及及 演劇演劇演劇演劇演劇演劇劇演劇演劇劇関連関連関連連関連関連連関連関連関 の舞の舞の舞舞の舞の舞の舞舞の舞台写台写台写台写台写台写台写台写写写真、真真真真真真真 錦絵錦絵錦絵錦錦絵錦絵錦絵錦絵錦絵絵、能、能能能能、能能能能楽関楽関楽関楽関楽関楽関楽関関楽楽関係資係資係資係資係資係資係資係資料、料料料料料料料 シェシェシェシェシェシェシシシシ イクイクイクイククイクイクイクイ スピスピスピスピスピスピスピピスピアにアにアにアにアにアにアにアアに関する
言い伝えがあり、受験シーズンには握手の正の正の正の正の正の正の正の正の正の正の正の正の正の正のの正の正正の正ののの正正の正の 面横面横面横面横面横面横面横面横面横面横面横面横面横面横面横面面横横横横横にはにはにはにははにはにはははにははははははははははに 逍遙逍遙逍遙逍遙逍遙逍遙逍遙逍遙逍遙逍遙逍遙逍逍逍遙逍逍逍遙逍遙逍遙逍遙の銅の銅の銅の銅の銅の銅の銅の銅の銅の銅のの銅の銅の銅のの 像が像が像が像が像が像が像ががが像がありありありありありあありありあ 、そそそその右右右右右右右右手と手と手と手手と手とと手手 握手握手手握手手手握手手手をすをすをすをすをすをすをすをすすを るとるとるととるとるとるとるるとる 早稲早稲早早早早早早稲早早 田大大大大大大大田大学に学に学に学に学に学に学学に学 合格合格合格合格合格格合格格格するするするするするするすするすす と云ととととと云云と う言
25年の完成で早稲田大学で最も古いをすをすをすをすをすすをすををすをすをすをすすをすをををををををを るたるたるたるたるたるたるたるたるたるたたるたたたるたたるたたためにめにめにめにめにめにににめめにめににににめにににに受験受験受験受験受験受験受験受験受験験受験受験受験受験験験受験受験験受受験験受験生が生が生が生が生が生が生が生が生が生が生が生が生が生生が生が生生 列を列を列を列を列を列を列を列列 作る作る作る作る作る作る作るる作ることことことことことことことことことで知で知で知で知で知で知で知で知知知られられられられられれれれれていてていていていていていてて ますますますますますまますますまま 。他他他他他他他他に「に「に「に「にに「「に「に 会津会津会津会津会津会津会津会津会津八一八一八一八一八一八一八八八八 記念記念記念記念記念記念記念記念念博物物博物物博物博物博物博物館」館」館館館」館」」」は192
念講堂」は大隈重信像と並び早稲田大建物建物建物建物建物建物建物物建建物物建物建物建物建物建物建物建物物建物建物物建物建物建物で、で、で、で、で、で、で、でで、で、でででで 永年永年永年永年永年永年永年永年年永年永年年年年年年年年永 図書図書図書図書図書図書図書図書図書図図書図図図図図図図図図書館館館館館館と館館館と館館館館と館と館と館と館館と館と館館 してしてしてしててしてしてしてて利用利用利用利用利用利用利用利用利用されされされされされされれされされれてきてきてきててきてきてきてきてて まししましましまましましまました。た。た。た。た。た。た。。。大隈隈大隈大隈大隈大隈大隈大隈隈講堂講堂講堂講堂講堂堂講堂堂講堂講堂堂・正・正正正正正正正正式名式名式名式名式名式名式名式名式名名式 称「称「称「称「称「称「称「称「称「早稲早稲早稲早稲早稲早稲早稲早稲田大田大田大田田大田大田大大田大学大学大学大学大学大学大学大学大学 隈記隈隈隈 念
した。大学を代表する施設として新たに学を学を学を学を学を学を学学をを学を学 象徴象徴象徴象徴象徴象象徴象徴象徴象象象象徴象象象象象 するするするするするするするするするするするするするるるするするすすする建造建造建造建造建造建造建造建造建造建造建造建造建造建造建造建造建造建建造建建造造物で物で物で物で物で物で物で物で物物物物物物物でありありありありありありありあありますますますますますますますますす。1。1。1。1。1。1。1192929292922227年7年7年7年7年年7年7年77年に建に建に建に建に建に建に建に建建建建設さ設さ設さ設さ設さ設さ設さささ設 れ、れ、れ、れ、れれ、れ、れ、れ 202020202020200707070707070777年に年に年に年に年に年に年に年年に重要重要重要重要重要重要重要重要重要文化文化文化文化文化文化文化文化文化化財に財に財に財に財に財に財に財ににに指定指定指定指定指指指定指定指定されささささ まし
朽化に伴って建て替え、スポーツミュージ「早「早「早「早「早早早早早早早稲田稲田稲田稲田稲田稲田稲稲田稲田稲田稲田稲稲田稲稲稲稲稲稲稲 アアリアリアリアリアリアリアリアリリアリリリリーナーナーナーナーナナナーナーナナーナーナ」ががが」が」が」が」が」が」が」がが」ががが建設建設建建建建建設建設建設建設設設中で中で中で中で中でで中で中で、2、2、、0119年9年9年9年9年9年年9年3月完成完成完成完成完成完成完成完成完成予定予定予定予予定定定ですですですですですですですですです。戸。戸。戸。戸。戸。戸。戸戸。戸山キ山キ山キキ山キ山キ山山山 ャンャャャャャャ パスス記念記念記念記念記記念記記念念会堂会堂堂会堂会堂会堂会堂堂会 の老ののの 朽

アムアムアムアムアムアムムアムアムアムムムアムや学や学や学や学や学や学や学ややや学ややややや学や学習習ス習ス習ス習ス習ス習ス習ス習ス習ス習習ススペーペーペーペーペーペーペーペーペーペペ スなスなスななスなスなスなスなスなスなス どもももももももも併設併 したしたたたたたたた多機多機多機多機能型型型型能型型型型スポス ーツツツツツツツツアリア ーナナですですですですでででででで 。 　　　　　　　　　　　　　　　 （早稲田大学所資料より）

1010101010年前年前年前年前年前の7の7の7の7月1月1月1月17日7日7日7日7日7 、ゴ、ゴゴ、ゴ、ゴルフルフルフルフルルフの帰の帰の帰の帰帰途，途，途，途，途御殿御殿御殿御殿御殿場の場の場の場の場ののアウアウアウアウア トレトレトレトレレットットットットットッに初に初に初に初に初に めてめてめてめてめて
寄っ寄っ寄っ寄っっってみてみてみててみたらたらたらたら、そ、そ、そ、そこにこにこにこにこにスペスペスペペペスペインインインインイ の陶の陶の陶のの陶人形人形人形人形形で有で有で有で有有有名な名な名な名な名なリヤリヤリヤリヤリヤヤドロドロドロドロロの店の店の店の店の店の がががががが
あっあっあっあっった。た。た。た。入っ入っ入っ入っ入っ入 て驚て驚て驚て驚いたいたいたいたいたい ことことこととこととに「に「に「に「に「サムサムサムサムサムライライライイの別の別の別の別の別別れ」れ」れ」れ」れと題と題と題と題と題題と題するするするするするするす 馬に馬に馬に馬に馬に跨っ跨っ跨っ跨っったたたたた
鎧を鎧を鎧を鎧を鎧 着た着た着た着たたた武士武士武士武士武士が、が、が、が 和服和服和服和服和服服の麗の麗の麗の麗麗人と人と人と人と人人 別れ別れ別れ別れ別れ別 るシるシるシるシるシーンーンーンーンー を象を象を象を象を象象ったったったったった大き大き大き大き大 なななななな
（4（4（4（4（ 00000000×4×4×4×4450505050505 ×4×4×4×× 000000000 mmmmmmm ）陶）陶）陶）陶陶） 塑が塑が塑が塑が塑が塑 目に目に目に目にに飛び飛び飛び飛び飛びびびびびび込ん込ん込ん込ん込ん込 で来で来で来で来で来た。た。た。た。
一目一目一目一目一目見る見る見る見る見る見 なりなりなりなりなり恋ヶ恋ヶ恋ヶ恋ヶ恋ヶ窪に窪に窪に窪にに伝わ伝わ伝わ伝わ伝わる畠る畠る畠る畠山重山重山重山重重重重忠と忠と忠と忠と忠と忠 遊女遊遊女遊女女女遊 ・夙・夙・夙・夙夙夙夙妻太妻太妻太妻太妻太夫の夫の夫の夫の夫の夫夫 悲悲悲悲悲

恋物恋物恋物恋物物語か語か語か語か語かから題ら題ら題ら題ら 材を材を材を材を材を取っ取っ取っ取っ取 たとたとたとたとたと感じ感じ感じ感じじた。た。た。た。た なぜなぜなぜなぜなぜな ならならならなら市が市が市が市が市がが出し出し出し出し出ししていていていていいている「る「る「る「る「ふふふふふふ
るさるるささるさと国と国と国と国と国分寺分寺分寺分寺分寺のあのあのあのああゆみゆみゆみみゆみ」の」の」の」のの中の中の中の中の中 挿絵挿絵挿絵挿絵挿絵挿絵絵に描に描に描に描に描に かれかれかれかれかれていていていていている、る、るる、る、るポーポポーポーポーズとズとズとズズと兜兜兜兜兜
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は人は人は人は人人類の類の類の類の類の永遠永遠永遠永遠永遠遠のテのテのテのテのテーマーマーマーマーママで、で、で、で、で、で 子供子供子供子供子供子 の頃の頃の頃の頃の頃に出に出に出に出に出征軍征軍征軍征軍征軍人を人を人を人を人 送っ送っ送っ送送ったこたこたこたこた とがとがとがとがが
思い思い思い思い思思 出さ出さ出さ出さ出されたれたれたれたれたた。勿。勿。勿勿。勿論戦論戦論戦論戦論論 争末争末争末争末末争 期に期に期に期に期にには送は送は送は送送送送る人る人る人る人る人も少も少も少も少少少なくなくなくなくなく帰ら帰ら帰ら帰ら帰らぬ人ぬ人ぬ人ぬ人ぬ人が多が多が多が多が多が
かっかっかっかっか た。た。たた。た
色々色々色々色々々々なこなこなこなこことがとがとがとがとが連想連想連想連想連想されされされされされれれたがたがたがたがたがが、兎、兎、兎、兎、兎に角に角に角に角に角に 国分国分国分国分分寺の寺の寺の寺のためためためためにもにもにももにも買っ買っ買っ買っ買っっておておておておてお

かねかねかねかねか ばなばなばなばななならぬらぬらぬらぬらぬら と思と思と思と思ったったったたったたた。そ。そ。そ。そ。そそこでこでこでこでこで出直出直出直出直出直してしてしてしてて8月8月8月8月8月6日6日6日6日再び再び再び再びび同店同店同店同店同店を訪を訪を訪を訪を訪れ、れ、れ、れ、れれ 手手手手手手
に入に入に入に入に入れるれるれるれるれ ことことことことが出が出が出が出が出来た来た来た来た。。。。。
それそれそれそれそれは、は、は、は、はいついついついついつか国か国か国か国か国分寺分寺分寺分寺分分寺分 駅北駅北駅北駅北駅北口再口再口再口再再開発開発開発開発開 が出が出が出がが出来た来た来た来たときときときときととき、昭、昭、昭、昭、昭昭和1和1和1和1和1和 9年9年9年9年年年
以来以来以来以来以来住ん住ん住ん住んで居で居で居で居居居る第る第る第る第第二の二の二の二の二の故郷故郷故郷故郷故郷郷国分国分国分国分国分寺市寺市寺市寺市寺市に、に、に、に、このこのこのこの像を像を像を像を像を寄付寄付寄付寄付寄付付しよしよしよしよしよし うとうとうとうとう
思っ思っ思っ思っ思 たかたかたかたかたたた らでらでらでらでらであるあるあるあるある。私。私。私。私が最が最が最が最が最最初に初に初に初に初に住ん住ん住ん住ん住んだのだのだのだのだのは、は、は、は、恋ヶ恋ヶ恋ヶ恋ヶヶ窪4窪4窪4窪4丁目丁目丁目丁目丁目丁目にあにあにあにあににあにに ったったったったったった
東京東京東京東京東東 碍子碍子碍子碍子碍子子製造製造製造製造製造造所の所の所の所の所 6畳6畳6畳6畳畳畳一間一間一間一間一間であであであであであったったったったった。戦。戦。戦。戦後食後食後食後食食糧不糧不糧不糧不糧不足の足の足の足の足のの折農折農折農折農折農折 家家家家家
は潤は潤は潤は潤潤ってってってってっておりおりおりおりおり、各、各、各、各、各部落部落部落部落部 のおのおのおのおお祭り祭り祭り祭り祭りは競は競は競は競競い合い合い合い合い合い ってってってっってっ 盛ん盛ん盛ん盛ん盛ん盛 に行に行に行に行行行われわれわれわれわれた。た。た。た。た 背背背背背
中一中一中一中中一面に面に面に面に面 丸く丸く丸く丸く丸丸くく囲っ囲っ囲っ囲っ囲っ囲 た戀た戀た戀た戀の字の字の字の字の字字字の半の半の半の半の 纏を纏を纏を纏を纏を纏を纏っ纏っ纏っ纏っ纏っ纏 て、て、て、て、てさささささささささささくれくれくれくれくれ立っ立っ立っ立っ立った青た青た青た青た青竹を竹を竹を竹を竹を竹を

地面地面地面地面地面に叩に叩に叩に叩叩きつきつきつきつきつきつけなけなけなけなけながらがらがらがらがら喚く喚く喚く喚喚 さまさまさまさまは、は、はは、は、中々中々中々中々中中々迫力迫力迫力迫力力があがあがああがあったったたたったった。然。然。然。然。然し戀し戀し戀し戀し戀し戀の字の字の字の字字
にはにはにはには参っ参っ参っ参っ参っった。た。た。た。た 中学中学中学中学学で住で住で住で住で住所変所変所変所変変更を更を更を更を書け書け書け書けけと言と言言言と言われわれわれれわわ たがたがたがたがたがたが、戀、戀、戀、戀戀戀戀の字の字の字の字の字字が思が思が思が思
い出い出い出い出い出せずせずせずせずず、戀、戀、戀、戀戀戀ケ窪ケ窪ケ窪ケ窪窪を変を変を変を変を変が窪が窪が窪が窪窪と書と書と書と書と書いていていていていてしましましまましまったったたったった。そ。そ。そ。そ。そしたしたしたしたしたら国ら国ら国ら国ら国語の語の語の語語の語 先先先先先
生だ生だ生だ生だ生だったったったったた浅野浅野浅野浅野浅野浅 教頭教頭教頭教頭教 に、にに、に、に、にに、へへんへんへんへんがくがくがくがくがが ぼぼ…ぼ…ぼ…変な変な変なな地名地名地名地名だなだなだなだなだだ と言と言と言と言言われわれわれわれれわ た。た。た。た。たた。ここここ
れはれはれはれはれは思い思い思い思い思 出し出し出し出し出し出出 てもてもてもても汗顔汗顔汗顔顔汗顔汗 の至の至の至の至の りでりでりでりでであるあるあるあるあるあ 。。。。
このこのこのこのこ 戀ケ戀ケ戀ケ戀ケ戀ケケ窪の窪の窪の窪の窪窪 地名地名地名地名地名名は畠は畠は畠畠は畠畠山重山重山重山重忠と忠と忠と忠と忠と夙妻夙妻夙妻夙妻妻太夫太夫太夫太夫夫太夫の悲の悲の悲の悲の悲恋物恋物恋物恋物恋物恋 語か語か語か語か語か語 ら来ら来ら来ら来来
ていてていていているとるとるとるとるとる 、昔、昔、昔昔、 からからからからか 言わ言わ言わ言わ言わわれてれてれてれてれてれ いるいるいるいる。鎌。鎌。鎌鎌倉幕倉幕倉幕倉幕倉 府の府の府の府のの武士武士武士武士士士中の中の中の中の中のの武士武士武士武士武士士と謳と謳と謳と謳と謳謳わわわわわ
れたれたれたれたれたた畠山畠山畠山山畠山重忠重忠重忠重忠重忠重 は、は、は、は、は 鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉へのへのへのへの往還往還往還往還往往 に途に途に途に途に 中の中の中のの中の恋ヶ恋ヶ恋ヶ恋ヶ窪に窪に窪に窪に泊ま泊ま泊ま泊ままり、り、り、りり、名妓名妓名妓名名妓名妓名妓
夙妻夙妻夙妻夙妻夙妻太夫太夫太夫太夫太夫夫夫と恋と恋と恋恋と 仲で仲で仲でで仲でであっあっあっあった。た。た。た 然し然し然し然し然 義経義経義経義経義 に従に従に従に従従ってってってっててっ 平家平家平家平家平家平 追討追討追討追討追討討してしてしてしてしし いるいるいるいるいるるる
時、時、時、時、時、時時 夙妻夙妻夙妻夙妻妻太夫太夫太夫太夫太夫太太太夫夫夫夫は言は言は言は言は言は い寄い寄い寄い寄る男る男る男る男る男にに、に、に、にに畠山畠山畠山畠山山山は戦は戦は戦は戦戦戦死し死し死し死し死 たとたとたとたとたとと言わ言わ言わ言わ言われ、れれ、れ、れ、絶望絶望絶望絶望絶望絶 ししししし
姿見姿見姿見姿見姿見見の池の池の池の池の池に身に身に身に身に身身ををを投を投を投投じてじてじてじてじてしましましましましまったったったったった。い。い。いつのつのつのつのの世の世の世の世の世の世 中に中に中に中に中に中 も嫌もも嫌も嫌な男な男な男な男な男は居は居は居は居は居るもるもるもるもるも
のだのだのだのだのだだ。村。村。村。村人は人は人は人は人は夙妻夙妻夙妻夙妻妻の哀の哀の哀の哀哀哀れなれなれなれなれな女心女女心女心心心に同に同に同情し情し情し情しし情 、手、手、手、手手厚く厚く厚く厚く厚 葬り葬り葬り葬り葬り松を松を松を松を松を松を植え植え植え植え植え植 た。た。た。た。たた
それそれそれそれそれれが一が一が一がが一一葉松葉松葉松葉松葉松葉松なのなのなのなのなのなのだ。だ。だ。だ。だ そのそのそのそのその後無後無後無後無後無後 事帰事帰事帰事帰帰帰ってってってってっててきたきたきたきたた重忠重忠重忠重忠重忠重 は、は、はは、は、は 事の事の事の事の事事 顛末顛末顛末顛末顛末末
に慟に慟に慟に慟慟慟哭し哭し哭し哭し哭し哭 、無、無、無、無、無量山量山量量山量山道成道成道成道成成成寺を寺を寺を寺を寺を寺 建立建立建立建立立し、し、し、し阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥陀如陀如陀如陀如陀如陀如来像来像来像来像来像来 を安を安を安を安を安を安置し置し置し置し置し置して夙て夙て夙て夙て夙
妻の妻の妻の妻の妻のの御霊御霊御霊御霊御霊霊を弔を弔を弔を弔を弔ったったったったったとのとのとのとのとのことことことことことと。。。。。
このこのこのここの伝説伝説伝説伝説伝説伝説は儚は儚は儚は儚は儚は儚くもくもくもくもも美し美し美し美し美ししく、く、く、く、くペンペンペンペンペ シシシシシ
ルロルロルロルロルロル ケッケッケッケッケット・ト・ト・ト・ト・新幹新幹新幹幹新幹線線と線と線と線とと並ん並ん並ん並ん並んで国で国で国で国で国で 分分分分分
寺の寺の寺の寺の寺のの誇る誇る誇る誇る誇る誇る誇誇誇 べきべきべきべべ 宝で宝で宝で宝でであるあるあるあるあると思と思と思と思思う。うう。う。うこここここ
の像の像の像の像の像像は国は国は国はは国は 分寺分寺分寺分寺分 市に市に市にに市に寄贈寄贈寄贈寄贈寄贈されされされれれされ、開、開、開、開開
館時館時館時館時館時にはにはにはにはにはには再開再開再開再再開再 発ビ発ビ発ビ発ビ発 ル・ル・ル・ルル・ルウエウエウウエウエウエストストストストトト5階5階5階5階5階
に展に展に展に展に展に 示さ示さ示さ示さ示 れたれたれたれたれた。。。。

谷田谷田谷田谷田谷田田成雄成雄成雄成雄成雄成雄（S（S（S（S（S313131313131･･･政経政経政経政経政経経）））））

恋ヶ窪の伝説

「早稲田大学歴史館」開館と
「演劇博物館」他歴史的建造物

歴史館

演劇博物館

早稲田アリーナ

サムライの別れ
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