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平成 27年11月 1日

早稲田大学国分寺稲門会

第43回 国分寺稲門会
平成27年度

総会

[来賓]
早稲田大学･尾崎慶吾、早稲田実業学校･藁谷友紀校長、南川良典事務部長、国
分寺市長･井澤邦夫、国分寺三田会会長･小笠原正文、幹事長･古賀良三、三多摩
支部副支部長･大島正敬、府中校友会副会長･西村弘美、国立稲門会副会長･扇
田正俊、小金井稲門会副会長･河村雅敏、事務局次長･金子正和、小平稲門会副
会長･栗原政博、幹事長･大島二典、立川稲門会幹事長･森山善弘、業務幹事･佐
竹茂市郎、西東京稲門会副幹事長･佐野信男、東村山稲門会副会長･大内一男、
副会長･池田孝、副会長･滝川桜子、武蔵野稲門会会長･諸江昭雄、会長代行･片
岡冬里
[会員]
青木壯司、赤池秀夫、浅野道博、安斎篤史、安藤康雄、飯塚 正、江口和俊、大橋
忠弘、小田恵介、小田切晏彦、小田切三千代、小野洋一郎、庸子夫人、北原輝久、
木俵康之、木村 徳、久保祐司、黒川清知、淳子夫人、小柴和正、小林 昭、島崎
幸男、清水 元、眞宅康博、陶久 清、高橋幸雄、田中康義、邦子夫人、常見太郎、
寺沢和濃、中村俊雄、中山斌雄、野部明敬、早川 守、林 紀久子、原 俊男、日
置憲二郎、広瀬明夫、廣田 廣、昌子夫人、丸山哲平、嶺 仁、宮坂尚利、寿美子
夫人、村上昌裕、森下厳、谷田成雄、貞子夫人、矢地宏一、山縣浩一、山口慶一、山
崎重義、山田 孝、横川純子、吉松峰夫、米本 薫、小笠原正吾
（在住学生）
、石丸
友理菜、太田有咲
（早稲田祭運営スタッフ）
、早稲田大学ハイ・ソサエティ・オーケ
ストラ （敬称略、50音順） 計92名
（清水 元）

1957年に早稲田大学創立75周年を記念して建設され、
大学

25

編集後記

◆ 清水 元

元

◆今年は大型台風の当たり年・ 個も発生し来襲︑
大雨被
害など自然の猛威は恐ろしいと大いに実感しました︒今！
地球はどの方向に進んでいるのか危っなかしい限りです︒
国分寺は北口 再開発が進行中で︑
市民は新しいシンボルの
誕生を待ちわび︑
公共︑
商業施設などの充実に期待が高まっ
ています︒
稲 門 会 も設 立 年 ︑
まだまだ子 供の域を出ていません︑
只
今発展中です︒
会報も同好会活動の充実︑
多才・多彩な方の寄稿などで8
〜 ページ建てに増やしました︒印刷媒体はとかく後退気
味ですが馴染みやすい特性もあり︑
注力してゆく積りです︒
併せてHP,メルマガなどの情報ツールをご利用下さい︒
最近は︑﹁グローバル﹂
と云う言葉を良く聞き︑
目にします︑
早 稲 田 大 学 も2 0 3 2 年の創 立 1 5 0 周 年に向 けた
に基づきグローバル化を
﹁Waseda Vision150﹂
加速︑
国際化も進んでいます︒
早稲田の校風は
﹁汎用性・多様
性・個性的﹂
な人材育成です︑
学問の成果を幅広い処で役立
てる建学の精神を活かし個性豊かな人材の輩出を願うと
ころです︒

●発 行 所

清水

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

●編 集 及 び 発 行 責 任 者

２８
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の象徴の一つであった記念会堂は、
スポーツ施設だけではな
く、
入学式や卒業式、
体育の授業、
早稲田祭やホームカミング
デー（HCD）などの会場として、
多くの方々に思い出や感動
を与え、
永きにわたり親しまれてきました。東京オリンピックの

http：//www.kokubunji-tomonkai.net

フェンシングが開催されました。このたび、
老朽化のため建て
替え、
スポーツミュージアムや学習スペースなども併設した多
機能型スポーツアリーナとして新設されます。アリーナは地下
２階地上１階部分に配置し、
屋上にあたる地上部には緑豊か
な丘状の広場を設けるなど先進的な設計の施設となります。

きて行けなく、喜び合い、話し合い、励まし合い、援助し合っての共生

巻頭言

が求められます。本会へのご参加、活動を是非お願い致します。
最近のグッドニュースは、ノーベル医学・生理学賞に大村智氏、ノー

2019年3月の完成を予定しており、
本年より３年間のHCDは大
隈講堂他で開催されます。

国分寺稲門会・会長

ベル物理学賞に梶田隆章氏のお二人が受賞したことと、ラグビーワー

8月2日
（日）
「さよなら記念

清水

ルドカップイングランド大会で3勝し、惜しくも次のステージには進め

会堂」
イベントが開催され、
多くの学生・校友に惜しま
れながら、
60年間の歴史
に幕を閉じました。
（清水 元）

国分寺稲門会27年度役員
役職名
会長

氏名
清水

元

学部／年度

改選

元

なったが、
「最高に不運・最高に勇敢」と本場英国で賞賛されたことで

同じベクトルで

す。過去の戦績は1勝2分21敗と大敗ですから、新生日本のスタートし

今年は戦後70年の節目の年です。戦後生まれの人は総人口の

て大きな成果です。日本代表は国、人種、言語も異なりますが共通の

80％を超え、一方75歳以上・後期高齢者は8人に1人になったよう

目標に向け一丸で戦った結果です。外国生まれは10人、内帰化5人の

です。

方々、五郎丸の話では真に日本人であったとのことです。2019年の

平均寿命も男性80.5、女性86.6と世界一の長寿国になりました。

第9回W杯は日本での開催です主催国としての活躍が期待されます。

5年前に現役を退き、知らぬ間に後期高齢者の仲間入りです。高齢

この3つの快挙に共通している要因を私なりに検証して見ると①何

化に伴う医療費増大の財源問題から生まれた呼称とは言え、馴染まな

よりも牽引するリーダーがしっかりしている②支える協力者、バック

い言葉です。因みに65歳〜74歳は前期高齢者と言われています。

ボーンがそれぞれ、分担した仕事をしっかりやり遂げている、③皆さん

他 方 健 康 寿 命・健 康 上 問 題なく社 会 生 活ができる年 齢では男

38法

同じ方向を向いて仕事をしていることです。日本ではラグビーのこと

副会長

青木 壯司

40政経

72.2、女74.2と意外に短く、平均寿命との差も大きく健康寿命を延

ばとしてしばしば引用される「ONE FOR ALL，ALL FOR ONE」、

同

黒田啓之

61教育

ばす事が大きな課題です。食生活の工夫、仕事、趣味を持つなどいろ

「一人は みんなのためにみんなは一人のために」に通じるものがあり

同・会計幹事

野部明敬

36法

いろありますが、稲門会での活動も一つの選択肢でしょう。

ます。ラグビー日本代表は帰国後同じ釜のめし・Stable Mateとして

副会長

小野洋一郎

38法

同

眞宅 康博

37法

新任

同

中山 斌雄

43理工

新任

幹事長

大橋 忠弘

47理工

副幹事長

山田 孝

同
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会報

「早稲田大学記念会堂」

平成27年6月7日（日）17:00〜20:50中華料理「龍栄」にて、総会、ハイ・ソサ
エティ・オーケストラミニコンサート及び懇親会が開催された。小野洋一郎
の司会で開会、清水 元会長の挨拶、ご来賓の紹介に続き総会議事に移り、
議事は（ 1 ）平成 26 年度事業報告、同会計報告、同会計監査報告（ 2 ）27 年度事
業計画（案）、同予算（案）
（ 3 ）役員改選（案）で夫々大橋忠弘幹事長、野部明敬
会計幹事、黒川清知監事から報告があり全て承認。新人事・眞宅康博、中山斌
雄が副会長に、6 名が新幹事に就任で議事は終了。最後に尾崎慶吾 早稲田大
学地域コーディネーターより大学の現況報告など挨拶で総会は終了。ミニ
コンサートは「ストレンジャーインパラダイス」の力強いブラスの響きと共
に幕を開け、ジャズ界で評価の高いビッグバンドメンバーの迫力ある演奏
でジャズの名曲を堪能した。懇親会は来賓代表の三多摩支部副支部長大島
正敬、井澤邦夫国分寺市長、藁谷友紀早稲田実業学校校長、小笠原正文国分
寺三田会会長各氏の挨拶と谷田成雄相談役の乾杯、あと歓談に移る。新入会
員、在住学生、早稲田祭運営スタッフ、10 同好会各責任者の PR 、記念品販売
案内など盛り沢山のプログラムを終え、恒例の「みんなで歌いましよう」は
吉松峰夫のリードで 3 曲を大合唱し、フィナーレは、木村 徳のリードで校
歌斉唱・エール交歓、青木壯司の挨拶・手締めでお開きとした。
出席者：
［来賓］22名、在住学生、ハイ・ソサエティ・オーケストラスタッフ計31名
［会員・家族］ 清水 元会長以下56名
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の絆の重要さについて語っていました。

の「第5回国分寺寄席」も無事終えて、秋の活動として、ゴルフ、国分

最後に長らく会報の編集、HPの立上げ、会計幹事、その他諸々何と

寺サロンの後、ハイキング愛好会、グルメを作って食べよう会、町歩き

か夢中で役目を熟してきましたが、当会はまだまだ発展途上です。 同

39政経

の会、稲穂祭・忘年会へと続きます。各会共参加者が20名を超え大勢

じ釜の飯を食う は会社仲間とし良く使われますが、
「カンパニー」の

丸山 哲平

平16法

新任

なのは当会の特長です。国分寺サロンは52名が参加されました。他に

語源はラテン語で「パン」を「共に」という事らしい。即ち食料を分け

43政経

新任

カラオケ同好会、ボーリング同好会、国分寺句会、麻雀同好会は毎月

あって食べる、食い扶持を共にの意味です。現代如何に生きていくか

平1工研

若しくは隔月に開催され、冬季シーズンンにはスキー愛好会も予定さ

は、苦楽を共にした仲間をどれだけ持っているかに懸っているようで

木村 徳

平7政経

れています。

寺沢 和濃

36法

幹事・会計補佐

赤池

幹事

牛田 武

同
同

秀夫

同

中村 俊雄

45商

日置憲二郎

43政経

同

廣田 廣

32文

同

嶺

25専通

同

吉松 峰夫

35政経

新任

同

小林 昭

42商

新任

同

江連 孝雄

48商

新任

同

増本 千明

平22人科

新任

監事

黒川 清知

30政経

同

小林 好覚

18専経

相談役

谷田 成雄

31政経

顧問

山賀

34法

同

小田切晏彦

35文

新任

同

田中

35政経

新任

仁

理
康義

す、早稲田の杜で学び、遊び、学食で食をいただいた仲間同志、これ

アナログからデジタル社会、老齢化社会のなかで、我々にとって安

同

※無印は留任

さて、2015年もあと2ヶ月、国分寺稲門会の行事もメーンイベント

全、安心、希望、夢の追求は重要なテーマです。人は自分だけでは生

からが正念場です。先ずは同じ方向を向いて、ラグビーの精神で更な
る会の拡充をめざたくご支援、ご協力をお願い致します。

第 23回

国分寺稲門会

稲穂祭

忘年会

●日 時 平成 27 年 12 月 6 日
（日） 受付／ 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 会員 6,000 円

＊年会費未納の方は 5,000 円ご持参ください。

16：50
16：55
プログラム
18：00
19：50

2014年稲穂祭

ご家族 5,000 円

開
会
コンサート
（出演：早稲田大学学生／校友）
懇親会（オークション、
ビンゴ、
みんなで歌おう）
閉
会

国分寺オークション

眠っているお宝があれば
是非お持ちください。
ご協力を!
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■ 受験の頃
振り返ると、常に行き当たりばったり、出
たとこ勝負の生き方しかしてこなかった。
何かの目標に向かってまっしぐらというの
は苦手の方である。早稲田を志望校に選ん
だのも、漠然と新聞社にあこがれていたこ
ともあるが、受験科目に数学がないというのが一番の理由だ
った。戦中・戦後のどさくさが災いして、中学・高校では数学は
劣等生で通した。その上、高校二年の時、結核で一年の自宅療
養を余儀なくされ、復学しても生活は半人前。困ったのは、大
学受験を目前にしても夜は 10 時には寝なければならないこ
とだった。
浪人を覚悟した以上受験料がもったいないと、願書をだし
たのは早稲田一校、それも一学部だけ。試験を受けた200 人
ほどの大教室で、競争率から計算して受かるのは机一つ分の
6人か 7人とわかったとたん、気持ちがすっと軽くなった。何と
か頑張る気持ちも失せてしまったわけである。合格を知った
時は自分が一番驚いた。
■ 大学新聞入会
大学に通い始めてすぐのころ、学内の立看板で、早稲田大
学新聞が一年生部員を募集していることを知り応募した。小
論文と面接で入会が認められた時は、大学入試にパスした以
上にうれしかったことを覚えている。
大学新聞の部室は、当時の大隈会館の玄関の向かいにあっ
た小屋で、大隈公の乗馬をそこで飼っていたことから、私たち
は愛着をこめて「馬小屋」と呼んでいた。
それ以来、高田馬場からのバスが大隈講堂の横に着くと、
校舎を素通りして馬小屋に直行する生活が始まった。当時の
大学新聞は、30 人足らずのスタッフで 4 ページの新聞を週刊
で発行していたので、かなりの忙しさであった。一週間は、深
夜に及ぶ編集会議から始まる。週の半ばは取材、原稿書き、金
曜は新橋の印刷所に原稿持ち込み、週末は印刷所での校正、
月曜は刷り上がった新聞を大学の構内や教室で売って回る。
文字通り休む暇のない一週間であった。
■ 砂川闘争
1955年、大学新聞入会の年に始まったのが砂川闘争だった。

私たちも入部早々取材に駆り出され、砂川村（現立川市）の
農家の庭先で、お茶をご馳走になりながら、地元の人たちや、
応援の労組、学生たちから話を聞いた。強行測量がはじまると
武装警官とピケ隊の衝突で流血の惨事も起こり、その時取材
に向かった同期の部員は着ていた服をずたずたにされ、こん
な割の合わない仕事はヤメだと退会してしまった。
この原稿を書くために検索したネットで、今年が砂川闘争か
ら60 年の節目の年だと知った。60 年が過ぎた今でもその当
時のことは昨日のように思い出される。安倍政権は集団的自
衛権の論拠としてその当時の最高裁の判決を持ち出して論議
を巻き起こしているが、その意味では、砂川闘争は今の問題
でもある。
■ 退会〜その後
「馬小屋」と下宿を往復しながら、たまに教室に顔をだす生
活は二年で終わった。徹夜で原稿を書いた後、大学新聞の合
宿で湯檜曽に行き、スキーで胸を強打したのが原因で肋膜炎
から結核再発、期末試験も受けられないまま一年間休学、大
学新聞も退会した。
60年安保闘争の年に大学を卒業した。この闘争を契機に学
生運動は変質、分裂や内部闘争を繰り返すことになる。大学
新聞もその影響をうけて変質、1999 年には大学当局からサ
ークルとしての公認を取り消された。1922 年創刊以来 77 年
の歴史を閉じるに至ったのは残念だ。
国分寺稲門会・創立メンバーの田中康義さんは大学新聞の
一年後輩で、いわば同じ釜の飯を食べた仲間。奇しきご縁で
ある。
馬小屋の当時のメンバーも、今や平均年齢 80 歳。今でも年
一回の旅行で再会を楽しむ終生の友である。
［S35・政経］
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国分寺の歴史 その二十二

◆吉松 峰夫

早稲田大学新聞の二年間

早稲田大学国分寺稲門会･会報 №61

戦後70年が経過しましたが、戦時中の国分寺市域はど

空中分解を起こし、
機体の一部が現在の国分寺市並木町一

の様な状況で生活をしていたのか書いて見たいと思います。

丁目福田清一さん宅のすぐ南の畑に墜落。爆弾2発は国分寺
高校東側の道路に落下爆発、他の3発は不発で周辺の地中

太平洋戦争の被害

に埋まった。

集団学童疎開の受け入れ、夏季鍛錬期間（「夏休み」
とは
言わなかった）
が終わって、
いよいよ今日から二学期が始まりま
す。今日は1944（昭和19）年8月24日。 しかし、
いつもと違う始
＊

機体の主要部分は北町三丁目須崎勝三さん・榎戸嘉市さ
ん宅の北側の畑などに墜落炎上した」。
『私たちの戦争体験』でこう語る榎戸正美氏は、
この直後

業式に子供達は緊張していました。第一国民学校 では、集

に北町の現場に駆けつけ、10数条の炎と黒煙が天に達する

団疎開で国分寺に来た乃木国民学校（現港区立檜町小学

凄惨な光景を見て、
これが戦場だと実感したそうです。

校）の五年生女子30人を迎えて、両校児童の引き合わせ式
が行われたからです。
乃木国民学校の児童達は、付き添いの女子教員や寮母と
共に、国分寺本堂で寝泊まりする疎開生活を始めました。授
業も国分寺本堂で受け、特別授業や校庭利用時などだけ、
第一国民学校を利用した様です。

墜落して戦死した11人の遺体は、地元の警防団など心あ
る人達の手で、鳳林院近くの榎戸の無縁墓地に埋葬された
そうです。
「そんな事をしたら国賊だ」
との反対もあった様です
が、
結局、
妙法寺の墓地に埋葬されたと云います。
敗戦後の翌年8月、突然米軍の一分隊が須崎さん方に来
ました。一行は須崎さんをジープに乗せて、妙法寺の墓地に

最も、
第一国民学校の児童も警戒警報や空襲警報の連続

案内させました。
そして、11の遺体を掘り起して米本国に送っ

で、
授業が度々中断しました。又、
班別学習といって、
地区ごと

たのです。
引取りに来た遺族が、
葬ってくれた事を感謝したそ

に、座敷や倉庫を借りて授業をする事があり、疎開児童だけ

うで、
反米感情の中にあって人としての心を失っていなかった

が不便だった訳ではありません。
しかし、疎開児童の食糧不

事に心が救われます。
（次号に続く）

足は深刻で、
早く家に帰りたいとばかり思っていたと言います。

◆田中康義
（S35･政経）

食糧の足しに野草を摘んで食べたのが、余程印象に残った
のでしょう。戦争が終わって、疎開から復帰の時に、
「 草が食
べられる事を知って感激しました」
と代表児童が言ったそうで
す。
そんな姿を見兼ねて、
地元国分寺の農家の援助もいろいろ
ありました。栗やイモを寄附したり、農家に遊びに来た子供達
に食べ物をあげたり
・
・
・。
当時の疎開児童の一人は、空腹と淋
北町にB29墜落
萩原明夫氏画

しさ、面会の喜び、
そして優しくしてくれた農家の人々への感
謝の気持ちが、
いまも鮮やかに心に残っていると語っていま
す。

B29国分寺に墜落
「馬小屋」

1945（昭和20）年1月9日午後1時58分、警戒警報発令。72

新聞会部室風景

機のB29が西の方角より侵入し、多摩地区への爆撃が行わ
れました。
国分寺地域への空襲は、町内に直接の目標があったわけ

有志

吉 松 峰 夫
山 田
孝
山 賀
理
谷 田 成 雄
嶺
仁
丸 山 哲 平
廣 田
廣
日置憲二郎
野 部 明 敬
中 山 斌 雄
中 村 俊 雄
寺 沢 和 濃
田 中 康 義
眞 宅 康 博
清 水
元
小 林 好 覚
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

ではなく、
中島飛行機製作所や立川飛行機製作所、陸軍航
空工廠などのある武蔵野町や立川市とその周辺の関連工場
の地域が目標でした。
しかし、国分寺は攻撃機の侵入、退去
の経路になっていたため、
幾つかの余波にあっています。
さて、
この日B29が国分寺の上空を通りかかった時です。
「・
・
・日本の迎撃機がその内の一機に体当たりをする。B29は

警戒警報発令で
集団下校（一小）

＊第一国民学校 昭和22年4月1日学校教育法により国分寺第一小学校と
改名。現在の南町二丁目国際文化美容理容学校周辺一帯に学校があった。
国分寺南口駅前再開発に伴い、昭和41年4月1日第七小学校が本多一丁目
に、更に、昭和41年10月3日に第一小学校が東元町二丁目に人口増加によ
って、
それぞれ分かれて新築移転をされた。

（五十音順）

協力：国分寺市教育委員会

峯岸桂一氏、参考資料：国分寺市刊行物より
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早稲田大学の
校友会・稲門会について

WASEDA
NEWS

国分寺稲門会 設立総会

早稲田大学を卒業すると自動的に早稲田大学のOB／OGとして校友会員になります。
この早稲田大学OB/OG会は「早稲田大学校友会」
と称します。
この「早稲田大学校友会」
を改めて紙面を借りてご紹介致します。

2015年HCDと稲門祭
2015年のホームカミングデー
（HCD）
・稲門祭
は、10月18日
（日）
秋晴れの佳日に開催されま
した。 お帰りなさい早稲田の杜へ 第1回は
1970年の開催で、永く親しまれた記念会堂は
老朽化の為建て替えになり、本年は大隈講堂、
3，
15号館等の分散開催になりました。
卒業後の50年目、45、35、25、15年それぞれ

第22回 国分寺稲門会 稲穂祭
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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みました。

早稲田大学校友会の歴史
校友会は 1885 年創立です。学校（早稲田大学の前身「東京専門学校」）の創立は 1882 年ですから、第 1 期生卒業の時に
OB 会が設立された訳です。今から考えればスゴイ事です。
そして今、早稲田大学の卒業生は約 60 万人になりました。しかし残念な事に、この中で校友会年会費（5千円）を払っている人は
約1／4の15 万人です。そこで改めて校友会の活動を下記にご説明し、校友皆様のご理解と会費納入にご協力を頂ければ幸いです。

2015稲門祭のテーマは、
「The Next Generation!!・ステップ・バイ・ステップ、早稲田の未来
へ」
です。2032年の創立150年:を支えるであろう若い世代、
また早稲田を目指し夢を抱ける
子供達に喜んでもらえるような催事を目指すとのこと。大隈講堂前のオープニングセレモ
ニーで幕開け、
「 早稲田のいま・現役学生によるキャンパスツアー」
「
、校友、家族向け進学相
談」
もあります。
「 次世代ベンチャーのトップランナーたち」
「
、ワセジジョって何だろう、魅力

2

3

校友会の活動

は」
「
、グローバルお国自慢パレード＆パフォーマンス」
「
、 早稲田縁日」
「
、 いま、なぜピケティ

校友の親睦を深め、母校、後輩を力強く支援すると共に校友の人生を応援することが目的です。
校友会費の半分近くが、早稲田大学学生の奨学金に使われます。現在、約 1000 人の学生に奨学金として渡っています。
さらに
「トッ
プアスリート奨学金」も校友会で設定されていて、
（フィギュアスケート）羽生結弦選手・
（水泳）瀬戸大也選手などを支えています。
また早稲田学報の発行や各稲門会活動活性化のための補助金としても使われます。
その校友会が実施する最大の行事が「稲門祭」です。毎年、10月第 3日曜日に開催されます。講演会・音楽会・各種イベント
などが早稲田大学構内で開催され、毎年 1 万 5 千人が来場されます。毎年、国分寺稲門会から運営委員・実行委員として、運
営に参画しています。
「稲門祭」は入場無料です。多くの方にご参加いただき、楽しい時を過ごしましょう。
更に、沢山のクラス会がこの日に学校内で開催され旧交を温めています。

フォーマンス、
ドリンク・樽酒コーナー、記念品販売などなど大盛況でした。

か！」
「
、大隈塾x早慶東日本プロジェクト」
及び恒例の稲門音楽祭など、加えて大隈庭園内のパ
国分寺稲門からは清水元、大橋忠弘、赤池秀夫、日置憲二郎がキャンパス・庭園・サービス本
部、企画広報本部、記念品販売本部の役員として参画、記念品抽選会には小野洋一郎、中山
斌雄、中村俊雄がサポートした。
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と会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。（清水

元）

「大学門前町」

稲門会について
校友会の支部が「稲門会」です。現在、約 1,400の稲門会があり「国分寺稲門会」もその一つです。稲門会は大きく分けて3
種類あります。

「商店街も自分も年を取るけど、お客の年齢は変わらないでしょ。元気をもらってます」
と大学
周辺の商店街と古書店街連合会でつくる
「早稲田大学周辺商店連合会」
の会長の三品食堂店主
が言っている。
「催しを手伝ってくれる学生もいるよ。でも、昔よりシャイで付き合いがヘタな子が

「地域に根ざした稲門会」

増えたかな」
、

国分寺市在住・在勤の卒業生で構成する「国分寺稲門会」などが該当します。海外にも稲門会が多数あります。

また70年創業の中華料理店主は
「肩を組んで歌いながら闊歩する角帽の学生がたくさんい

「企業・サークルに根ざした稲門会」
企業内や同一職種の早稲田大学卒業生で構成されます。公認会計士・税理士・不動産などの「職種別稲門会」。東京電力・キリン・
大成建設・東急・高島屋・ソニー・東芝・北陸銀行など「企業内稲門会」があります。

た。
『 都の西北』をジャジャジャンって、
イントロから歌ってね」
そして
「どこかの店主が病気になる
と、店番してくれたりもしたよ」
と思い出を語っている。
「昭和初期に下宿屋が増え、商店街が生ま
れた。59年ごろには街の骨格が出来、都内にはあまりない『大学門前町』
だね」
と奥島元総長も言

「卒業年次毎の稲門会」
卒業年次毎に稲門会が作られています。若手校友が校友会で活躍する（＝重要役職に就く）起爆剤になっています。
上記の様に、様々な角度からOB・OG 活動に参加することが出来ます。
これは現役学生のサポートでもあり、自分の喜びや生甲斐でもあり、仲間と早稲田の名を高める活動でもあります。
そして、国分寺稲門会も皆様と共にその活動を担って行きたいものです。宜しくお願い致します。
下記の通り、市内各地域担当幹事を選任していますので何でもご用命下さい。
（記）大橋忠弘（幹事長）

われている。
「学生が常連客になる焼き鳥屋、何も買わなくてもいつまでもだべっていられる酒
屋、商店街は卒業してからも帰ってこられる場所」
と或るOBは語る。実際、北海道から早稲田の床
屋までアイパーをかけに通うOBもいるという。早稲田商店街の人達は早稲田の学生そしてOB
をいつも温かく見守ってくれている。
私の栃木にいる義弟夫婦を早稲田に案内したとき、普通のおばさんが大根を入れた買い物袋
を提げて校内を歩いているのを見て
「楽しい大学だね」
と驚嘆した。
私が在学中早慶戦には必ず学生応援席の前に立ち、大きな声で応援をするどこかの八百屋さ

地域 別 幹事
地域
北町／並木
西町
西町
東戸倉／戸倉
富士本町
光／高木
新町
日吉
内藤

入会、情報、連絡、相談何でも受け付けます

氏名
黒川清知
大橋忠弘
増本千明
黒田啓之
小林 昭
中山斌雄
眞宅康博
丸山哲平
小野洋一郎

連絡先
042-301-3581
042-576-7346
042-573-7595
042-300-0305
042-575-6540
042-576-9630
042-301-1660
042-806-9813
042-577-0175

地域
西恋ヶ窪
東恋ヶ窪
東元町 1，2 丁目／南町
東元町 3, 4 丁目
西元町
泉
本多
本町
その他外部

氏名
野部明敬
清水 元
廣田 廣
寺沢和濃
中村俊雄
江連孝雄
赤池秀夫
山田 孝
大橋忠弘

連絡先
042-321-2757
042-321-3310
042-323-2651
042-323-0546
042-313-8442
042-325-7510
042-326-6119
042-301-8271
042-576-7346

んで人気者のおじさんがいた。また倍賞千恵子の都電の運転手のお父さんは大の早稲田ファ
ン、
いつも家では
「都の西北」
を歌っており、千恵子も3番まで覚えたそうだ。
2001年創立100年を期して早稲田から国分寺
に移転した早稲田実業学校が、移転当日奥島早実理事長を先頭に3年生の生徒たちが早稲田
から国分寺の学校まで徒歩で移動して来る前に、今再開発が行われている駅北口にあった、小
さな空き地に早実のブラスバンドが早実校歌、紺碧の空、
コンバットマーチなど演奏している
時、買い物途中のおばさんが
「都の西北」
をリクエストしたが、
バンドの生徒たちは、
「僕たち1，
2
年生なのでこの曲は演奏したこと無いので出来ません」
と言ったら、おばさんはがっかりして
行ってしまった。このように早稲田の魅力は庶民的なところ、最近母校も様変わりしているよう
だが、いつまでも庶民に愛される大学でいてほしい。
（黒川清知）
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高齢者の生き方について、雑感

国分寺

先月の9月21日は敬老の日でした。
この日の新聞記事を

の接触、人との触れ合いは、少なくなる傾向にあります。私

馬玉・馬治真打披露公演・ペンシルロケット発射60周年記念

見ると
「進む高齢化」
「4人に1人が65歳以上、高齢者福

の場合、会社を離れて10年になりますが、
はじめの2、3年

祉費用の増大、若年層の負担増大」
といった記事が目に

は会社のOB、後輩、仕事上で付き合いのあった人達との

が、
それだけ難しいともいえます。何気ない話しの様ですが、
建

つきました。統計や課題を客観的に記述しているのでしょ

接触が多かったのですが、年が経つにつれ段々疎遠に

うが、歳を取って僻みっぽくなってきたのか、老人が邪魔者

なってきています。最近では、
たまにこうした人達から連絡

扱いされているようで、何故か不愉快になりました。高齢者

が入っても大抵はAさんが亡くなったといった訃報の連絡

とは65歳以上の定義も気になりました。1950年代に国連

ばかりで寂しい限りです。会社の関係では社友会とか特

が出したレポートで65歳以上が高齢者と区分したのが始

定部署のOB会とかあり、定期的に集まる機会があるもの

揚げ板の下に逃げ込み、
夫婦喧嘩の末に、
煮え立つやかんが

まりと聞いています。当時だったら、
日本人の平均寿命は

の、
いまだに、上司風をふかす者もいて面白くないので、何

揚げ板の上に、熱くて堪らず夫婦喧嘩の仲裁。一つの品物を

70歳には届いていなかったでしょうから、65歳以上が高齢

か特別のことがない限り欠席します。寂しい老後にしない

巡って邪推を重ねていくところが重要で、切れのいい啖呵と女

者と呼ぶのは妥当なところですが、平均寿命が80歳を超

ためには、人との付き合い、交流を大事にする努力がいる

房の泣きながらの言い返しを、
テンポ良く演じて、
夜になり戸締り

える今、60歳代で自分が高齢者であると自覚する人はま

とはいうものの、
ストレスが溜まるような人付き合いだったら

ず居ないでしょう。高齢者の定義、年齢をもっと引き上げて

敬遠したほうが良さそうです。会社での関係はほとんど組

もいいのではないかと思います。高齢者の定義が変わっ

織の中で繋がっていたということで、定年後でもこの関係

たところで、私が高齢者の1人であることは変わらないので

が崩しにくいところに問題がありそうですが、
その点、稲門

すが、
こんなことが気になるようになったのは、
やはり自分自

会のような同窓会はもともと横のつながりだから、通常の人

身が後期高齢者の一歩手前。70代も後半に近づきつつ

間関係に近いし、良好な関係ができやすいのではないだ

あり、
これからが人生本番である。
これからの老後（余生と

ろうか。
自分の住む地域で仲間と交流できるのも大きなメ

言うのは抵抗があります。）
どう生きるか大事になってきた

リットになるはずです。

前を尊重する世に生きる処世術を年長者が後輩に教えてやる
咄。
「赤ん坊の年齢は一つだ。一つでお若いならいくつに見え
る。」
「どうみても半分だ」
とか「どうみてもただです」
と落ちはい
ろいろ。
年齢を数えるのに数え年に拠っています。
二代目馬玉は、
『 締め込み』、
盗人に入ったいいが間が悪く、

今年で5回目を迎え
た、国 分 寺 寄 席も盛
況のうちに、無事終え
ることが出来ました。
会場の申し込みを始め、
宣伝チラシや入場整理券の印刷、
整理

を夫が気にすると、
泥棒はここに居るよと女房がいう。
「なら、
外
からしんばり棒をかって、
閉め込んでおけ」が落ちの咄。

券の販売、
また当日は各担当役を務めて戴いた役員諸氏の、
肌

仲入りがあって、
『 太神楽曲芸』
の翁家和助の登場、
昨年の

理細やかな働きにお客様から労いと感謝の言葉を沢山戴いた

茶番で演じて好評であったのか、
登場すると笑いと拍手が一斉

ことを、
先ずご報告致します。

におこり、
面白い口上と息を呑む曲芸が次々に演じられて、
お客

国分寺稲門会の団結の成果と存じます。
有難うございました。
清水元

会長の挨拶も、
国分寺寄席を後援して頂いた国分

寺市教育委員会、
国分寺市老人クラブ連合会、
並びに
（社）国

もオーと声をあげ演技に見とれて、
楽しそうでした。真打披露に
打ってつけの
『太神楽曲芸』
は大成功でした。
愈々取りの登場。
金原亭馬生師匠が高座に坐る、
「木挽町！」

70代も後半になると急に体が弱りはじめ、手足がいうこ

ということでしょうか。

分寺市社会福祉協議会に謝辞を表し、
特に国分寺市が、
日本宇

の掛け声。各出演者にそれぞれ掛け声が、
タイミングよく掛かっ

宙開発の発祥の地であること、
ペンシルロケット発射60周年であ

てはいたが、
「たっぷり!」の掛け声には、
師匠も嬉しそうで「たっ

最近、特に予定がない時は、図書館に出かけることが

とをきかなくなり、各種がん、内臓の疾患など様々な病気に

ること等、
来場の市民の皆様に周知して頂けたと思われました。

・
・」
と言って噺に入ります。
だしものは御存知『目黒
ぷり! なんぞと

多いのですが私と同じような、高齢者が目立ちます。本を

なりやすくなると言われます。残念ながら、体の方は80代に

のさんま』。
さんまを秋刀魚というようになったのは、
明治以降。
こ

読む訳でもなく、資料を調べている様子でもない。ただの

なるとかなり衰えてくるものらしい。元気で過ごせる老後を

の殿様は世情には疎いものの、
目黒でさんまが獲れると思うほど

んびりと座っている人も目につきます。中にはいびきをかい

何時まで続けられるか、気がかりなところですがこればか

ではない。
殿様は家臣が咎めを受けないよう、
うまかった秋刀魚

て居眠り始める人もいますが、考えてみれば、図書館は金

りは誰も分かりません。石原慎太郎が「わが人生のその

もかからないし、読みたい雑誌、本を取り出して自由に読

時々の人達」
というエッセイ風の本の中で「老いは、誰にも

むことができ、暇な高齢者にとって格好の場所となってい

あり、そのずっと先に死があること判っているけれど、それ

るようです。
自宅に閉じこもりTV相手に孤独な1日を過ご

を自己のこととして信じることがない。
ここに人間の面白さ、

すよりはるかに有意義な時間の過ごし方と言えます。家に

悲しさがある」
という趣旨のことを書いています。今後の人

閉じこもり孤独な生活を送っているのでは、体は勿論、精

生、人間らしく、豊かに過ごして行きたいものです。

引き続き真打披露に入り、
金原亭馬治・金原亭馬玉の両名が
紋付袴の正装で両手を付いて畏まり、
馬治側には馬生師匠、
馬
玉側には私奴が椅子に腰掛けて口上を述べさせて戴きました。
馬治は前座で駒丸、
二つ目で馬治、
真打でも馬治と名乗ること
にし、
馬玉は前座で駒介、
二つ目では馬吉、
真打で名を改め二

の話が出来なかった。
やさしい殿様と、
客の年齢を考慮してゆっ
くりと丁寧な語り口は、
好評であったように思います。

代目馬玉を襲名した次第です。
この両名を約15年、
成長を見て

茶番、
かっぽれ踊り、大喜利といつものおまけ余興が賑やか

参りましたが永かった様でもあり、
また芸の修業の厳しさ、
年季を

に演じられて閉会となり、
野部明敬副会長の軽快なインタビュウ

かけて習得したものの力、
と言うものを感じております。
益々精進

小話で笑いを誘い、
最後に会場一体の三本手締めにて目出度

されることを期待しております。

くお開きとなりました。

落語は、
この11月には二つ目に昇進の、
金原亭駒松が
『手紙
無筆』
を演じ進歩の程を披露、
年配者の自尊心、
最後まで先輩
風を吹かせようとする見栄をどう面白く演じるか、
一工夫欲しい
様に思えたのでした。
二つ目の、
柳亭こみちは、
『 旅日記』
を一席務めてくれました。

恒例の打ち上げには、出演

（青木壯司）

神的にもよくないはずです。歳を取れば取るほど、外部と

者を囲んで、
会員有志、
校友会
役員を交え賑やかに談笑致し
ました。
（眞宅康博）

株式会社 セラミカ

䠥䠰ᢏ⾡䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁 䛾
䠄ᰴ䠅䝆䝱䜹䝷䞁䝍䞉䜰䝋䝅䜶䞊䝅䝵䞁

新規開店
中国料理「龍栄」

流石二つ目、
流暢なしゃべりで、
難なくこなしていましたが、
方言
が多い落語だけに、
客に良く判らない処があったりして、
可笑し
名取だけに上手で
味をもっと上手に演じて欲しかった。踊りは、
お客さんから沢山の拍手を戴いたようでした。
真打、馬治の演目は
『子ほめ』、寄席ではよく演じられる噺だ

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

௦⾲ྲྀ⥾ᙺ䠖 ᶫᛅᘯ䠄ϭϵϳϮᖺ䠗⌮ᕤ༞䠅
ᢏ⾡ኈ䠄ሗᕤᏛ䠅䚸
䢈䡣䡮䢁䢙䡸䡨䢕䢈䢛䢓䢙䢂䢙䡴䢚ᢏ⬟ኈ

国分寺市本多2-3-1
TEL 042-321-0005

ŚƚƚƉ͗ͬͬũĂĐĂƌĂŶĚĂ͘ũƉŶ͘ĐŽŵͬ

042-321-3231

北口より徒歩5分
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同好会活動
ゴルフ
ゴルフ同好会は、平成13年に発足し、毎年2〜3回のゴルフコンペを
実施しています。登録会員数は現在30名弱ですが、アクテイブなメン
バーは約半数で、コンペ参加者は毎回10〜12名程度で推移して来ま
した。
今年度は、記念すべ
き第40回大会を9月11
日（木）に、青梅ゴルフ
倶楽部で開催しました
が、嬉しいことに新入
会 員 の 、浅 野 道 博（ 5 4
商）、河辺亮（56法研）、
舘外博（48政経）、山崎
重義（53法）の4氏がフ
レッシュな初参加者と
して加わり、総勢15名
のにぎやかで、充実したゴルフ会となりました。成績は、優勝：久保田
一輝（44理）、2位：北原輝久（36政経）、3位：宮坂尚利（40法）&大橋忠
弘（47理）の各氏でした。
なお今回お世話になった青梅ゴルフ倶楽部は、当同好会の発足メン
バーである谷田相談役と、大橋幹事長のお二人が古くからの正会員で
あり、コンペ開催に当たり多分な便宜をお諮りいただきました。多
謝！次回は、来年3月下旬を予定しています。競技方式は、新ペリア方
式で初参加の方も優勝のチャンスがありますので、多くの方々のご参
加をお待ちしています。
また、今年度も恒例の早稲田大学校友会ゴルフ大会（参加校友200
名以上）が11月5日（水）に開催されますが、当同好会からも代表4名と
他のクラブからの参加2名の、合計6名が参加予定であり、各人の健闘
が期待されます。
（日置憲二郎）

KTB（国分寺稲門会ボーリング同好会）
当会は国分寺パークレーンオーナーの故林久仁於氏の格別な取り
計らいで、国分寺稲門会の同好会をリードするような活動をしていま
したが、国分寺会場が閉鎖され、東大和駅前のボーリング場に移転し
た今も、引き続き林さんの遺志を継いで楽しんでいます。
毎月2回、原則第二、第四日曜日、東大和駅前のボーリング場に、朝8
時に集合、早起きと健康維持と若返りの為などと欲張り、家族ぐるみ
で、愛好の仲間と楽しんでいます。
練習会場は、東大和駅前ですので、国分寺駅を7:30前に乗れば7:50
には着きます。予約なしで、3ゲーム600円と、とても割安の料金設定
になっています。
今年の話題は、女性陣
の活躍です。毎回スコア
が接近していて誰が勝
つか分からない状況の
中で、いつも不思議と順
位が入れ替わります。次
は誰だろう・・・と期待し
ながら出来るのも、健康
でいられる証拠だと思
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います。
定例コンペ、暑気払い、忘年会なども毎年開催しており、和気あいあ
いの楽しい仲間達です。
あまりスコアを気にしないこと、記録よりも健康第一のクラブです
から、都合のつく方は参加してみて下さい。
参加者歓迎！ 11ページ記載の幹事までご連絡お待ちしています。
（岩崎

明）

スキー
富士山に10月中旬初冠雪の便りが届く。
愛好会の諸兄は胸を撫でスキーシーズンの到来が近い事を悟る。
そろそろスキー道具を点検しようか等想いを廻らせるのです。
去年は何処で楽しんだのだろうかと想像してしまう。昨年は全員怪
我もなく過ごせた。愛好会の諸兄はどうやら今年もやれそうだ。
今年は府中稲門会と
国分寺三田会の諸兄と
合同で開催を計画して
います。
三多摩支部稲門会で
スキークラブがあるの
は国分寺と府中だけか
も し れ ま せ ん が 、声 懸
けをしながら賛同を得
たいと存じます。
スキー愛好会では今シーズン2回の実施を予定している。1月はス
キーのメッカ長野県の志賀高原、2月は比較的標高の高い群馬県の草
津温泉を予定し、両日とも）2泊3日である。他に湯沢温泉スキー場（1
月）、白馬八方尾根スキー場（2月）も計画しています。
宿泊することにより夜のミーテイングは、酒を友に各人のフオーム
をチェックしながら、上達の段階を上がるべく話し合うのです。
一度ご一緒しませんか！！ 皆様がたのお声がかかることを望み
ます。
（山賀 理）

一方、麻雀は基本的には、確率と選択のゲーム、そして選択は確率を
ベースにしている、といわれている。この理屈に立ち、
「麻雀絶対勝ち
組」、
「 麻雀必勝法〜」などの書物が店頭に並ぶ。この手法を習得すれ
ば、確かに技は上達し、勝率は上がるだろうが、手作りの楽しさも増す
のだろうか。
9月の同好会で、悠々手作りを楽しんでいる御仁に出くわした。
ああ、
そうか。
自分はサラリーマン時代の麻雀感覚そのままで打ってい
たのだ、
勝負にこだわり、
手作りの楽しさを忘れていた、
と気が付いた。
吉幾三の唄そのままに、〽その昔 夢を見ていた〜 団塊世代の明
け暮れに 勝つことばっかり 夢にした〜 〽
我が同好会は、環境にふさわしいルールを設定している。基本に忠
実で、ギャンブル度合いが少ない健康麻雀だ。会費制なので、どんなに
負けてもそれ以上の負担はない。勝負を急がず、手変りが望めるとき
は、回し打ちをしながら高次元の手を求めていく、これぞ麻雀の持つ
本来の醍醐味、手作りの楽しさが満喫できるのである。
昔、麻雀をやられていた方、これからやってみたい方、女性の方も是
非ご入会を！
［例会］
平成27年5月82回優勝者：清水さん
7月83回優勝者：横田さん
（小平）
9月84回優勝者：小島さん
次回85回は11月19日
（木）予定。
［6市対抗合同麻雀］
平成27年8月23日、団体優勝：立川稲門会、2位：国分寺稲門会
3位：小平稲門会
個人優勝：岩瀬さん
（立川）、2位：長谷川さん（立川）
3位：金児さん
（西東京）
（野部明敬）

麻雀同好会
麻雀再認識のすすめ
麻雀は実に楽しい。楽しい筈である。
総数136牌、各自手持ち13牌で展開するゲームだが、上がり手は、実
に多種多様。チンイツの場合の組合せは、なんと18,883通りあるらし
い。生憎、数学が苦手で、検証の術を知らぬが、本当らしい。その気にな
れば色々な手作りが、存分に楽しめる筈である。
だが、麻雀と凧は上がってナンボ、高い手を作っていても上がらな
ければ何もならない世界。またその上、サラリーマン時代は、リーチ
イッパツ、裏ドラは勿論、ワレメ、赤牌、サイコロなどで倍々々、振りテ
ン片上がり、食いタン有りなど、何でもあり、のインフレ麻雀。スピー
ドが命で、やたらと早い勝負にこだわった。手作りなど楽しんでいら
れなかった。

ハイキング愛好会
現在会員数は20名、うち15名ぐらいの方が入れ替わりで参加され
ています。今年は、春は飯能市の阿須丘陵、秋はトトロの森〜狭山湖畔
〜母校所沢キャンパスを計画しました。来年は奥高尾や青梅丘陵を予
定しています。
コースは里山や低山を中心に無理なく歩ける様、工夫して決めてい
ます。行程は2〜3時間、下山後の懇親会は毎回大いに盛り上がり、疲
れを忘れさせてくれることでしょう。新たに参加されたい方、歓迎い

たします。計画の都度、ホームページでお知らせしますので、ご覧くだ
さい。
（山田 孝）

所沢キャンパス・大隈像

狭山湖

青梅丘陵

カラオケ同好会
カラオケ同好会は国分寺稲門会設立後まもなく産声を上げました。
現在の会場はシダックス恋ヶ窪で、例会は毎月第一金曜日で、国分寺、
近隣稲門会など登録会員は40名を超える大所帯で盛況です。
月例会の参加者は15〜25名で、
2部屋を貸切、
13：00〜17：00
（中締
め）
、
19：00には酒もなくなり
「都の西北」
の斉唱でお開きになります。
会は先ず誕生月の会員に、
バースデイケーキ／シャンパンとHappy
Birthdayの合唱でお祝し、プレゼントを贈呈。あとその月に相応しい
歌の斉唱で声慣らしをしてから始まるのが恒例です。歌は懐メロ、抒
情歌、演歌、ジャズ、シャンソンなんでもありで、軍歌も楽しみの一つ
でフィナーレは校歌・応援歌斉唱というコースです。
毎月趣向を凝らした演出を心掛け、
季節のイベント：バレンタイン／
ホワイトディ／夏の浴衣・アロハディ／クリスマスプレゼント交換会
などを織り込んで楽しんでいます。
マイクを持って歌を歌うことの重要な効能はエネルギーを発散し、
歌の情緒を感じることで血流が良くなり、若返り／老化防止に繋がり
ます。延いては認知症の予防／改善へ繋がるとされています。特に右
脳機能の感性・感覚を活性化させることで、若返りに繋がります。月一
度気心の知れた仲間と一緒に歌えることの一体感、幸福感は何よりの
楽しみ、喜びとなり、幸せなひとときです、是非お越しください。
「カラ
オケ同好会」の名称ですが、酒と歌と心の交流で、校友の輪が広がる早
稲田大学国分寺サロンです。
（清水 元）
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グルメを作って食べよう会
ギクシャクした関係の国の首脳が、晩餐会のおいしい料理を口に
し、心が打ちとけ仲直りして平和（PEACE）がおとずれる。まさに食
（グルメ）は、PEACEをもたらす力であり、当会もこれを実践していま
す。すなわち
P：Purchasing→食材を買いに行き、E：Economically→お安く、
A：Ambitious→心意気高く、
C：Cooking→作って、E：Eating→食べる
まさにPEACEです。
メンバーは、調理用具が完備された本多公民館実習室に集合し、レ
シピを確認後、食材の調達作戦をねって、近くのスーパーに買い出し
に行きます。30人前の料理の各食材を余すことなく、安く購入するた
めに、売り場別に手分けをして効率的に買い求めます。山のような大
量の食材・飲物を汗だくで運び入れ、いよいよ調理の開始です。毎回、
テーマを決めて5〜7種類の献立としており、料理別に数名ずつに分
かれて、各リーダーのもとに協力して、旨みを引き出します。味を確認
するための、つまみ食い・つまみ飲みは、料理人の特権です。約3時間か
けて完成、お客様を招き入れて、宴会の始まりです。お酒も入りワイワ
イガヤガヤと楽しいひと時を過ごします。
4月26日に開催された会はテーマを「北海道を楽しむ」として、函館
産いか飯、男爵芋コロッケ、十勝豚スペアリブ 、アスパラとカニのお
浸し 、北海道地粉の手打ちつけうどんを作り大好評でした。料理人と
しては、外に出て舌を肥えさせることも大切なので、旨いもの探しの
宴会も開きます。昨年秋は、高円寺にて秋の味覚の「牡蠣料理コース」
を満喫しました。本年は、10月27日に国分寺の食事処で、肌寒い秋に
ふさわしい「ずわい蟹と黒毛和牛のしゃぶしゃぶ」を24名の参加者と
ともに堪能しました。
（中山斌雄）

国分寺稲門会の町歩きの会は昨年からスタートした新しい会です。
これまで第1回）早稲田大学から夏目坂を通り神楽坂、第2回）小江戸・
川越を訪ね、古い町並みが残る川越藩の城下町を歩き昼は老舗の名物
鰻を味わう。第3回）虎の門から虎ノ門ヒルズ、愛宕山、増上寺、マッ
カーサー通りを歩き、新橋へ昼は“うどんすき”で大いに盛り上がる。
あと銀ブラと洒落こみ有楽町へ。第4回は本年11月10日に行います。
行程は鶯谷駅から竜泉の樋口一葉記念館、飛不動、吉原神社、吉原大
門、見返り柳、馬頭観音、吉原太夫の墓等を訪れ、三河島から都電に乗
り町屋へ。町屋から千代田線経由で国分寺に帰って来ます。行程の半
分以上が遊里吉原と関連したものが多く、普通味わえない当時の生活
を知る事ができます。江戸、明治、大正、昭和を通じ300年の歴史には、
それなりの重みがあり、それぞれの時代背景を考えつつ、人間という
者を考え直すいい機会を与えて頂くことと思います。
当会は、歩きながらそれぞれの町の名所/旧跡/歴史/暮らしぶり等
を知り、更にアルコールを頂きながらその町の名物も味わうことがで
きるという楽しい会です。1万5千歩以上歩きますので健康維持・増進
に資すること間違いなしです。関東近辺にはこれからも訪れて観光し
たい所はほぼ無尽蔵にあります。是非、当会に参加され我々と一緒に
“REーDISCOVER 関東”をおやりになりませんか？皆様のご参加を
お待ちしております。申し込み、問い合わせは会報記載の幹事まで。
（中村俊雄）

美々卯のうどんすき

第3回国分寺サロン

2015年4月26日 手打ちうどん

香り立つ寝茣蓙一枚昼下り
羽抜鶏終の仕度もままならぬ
思い出に袖を通して衣更
わだつみの呼びかふ声か青嵐
手に掬ふ百選の水涼新た
摩天楼の足許にある野分かな
七十年戦争くすぶり夏に入る
烏賊刺身に忍び包丁ややませ来る
啓蟄や啄む先に白きもの

町歩きの会

愛宕神社

2014年10月29日 高円寺「かき小屋」
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9月20日（日）13：30〜16：00、国分寺市本多公民館実習室にて世
界で一番飲まれている飲料・紅茶のセミナーが開催された。参加者は
国分寺稲門会会員/家族と小金井/小平/東村山各稲門会の女子会を中
心に53名。
紅茶を楽しむと題し紅茶の誕生〜普及、世界三大銘茶・ダージリン、
ウバ、キーマンの講話、淹れ方飲み比べなどバリエーションの実演、最
後はビンテージ紅茶でティーパーティを楽しんで頂きました。
講師は日本紅茶協会（JTA）認定シニアティーインストラクター田
中公子、協力同常務理事 南谷和永氏、
同前専務理事清水 元、
内容は開会挨拶のあと
【第1部】 プロローグとして、日本 紅茶協会提供DVD「紅茶をめぐる
ロマン」の上映で紅茶セミナーの幕開け、続いて紅茶の基礎知識に移
り、紅茶の誕生、普及、関連嗜好品飲料、世界の各国の紅茶事情、日本で
の小史、消費状況などのプレゼンテーション。
【第2部】 世界三大銘茶〈ダージリン、ウバ、キーマン〉の説明と各アイ
テムの飲み比べ。

眞宅泉舟
黒川清虚
舘 爽風
千原延居
赤池秀夫
吉松舞九
清水星人
安西 篤
野部明敬

（現在は新規会員の募集を停止しています。欠員が出たら募集します）
（黒川清知）
【第3部】 三大銘茶のおいしい淹れ方とバリエーションを実演で紹介
出来上がりのバリエーション紅茶はみなさんで試飲した。
【第4部】 今年採れたてのダージリンセカンドフラッシュとサモサで
ティータイム、歓談のあと、Q&Aに移り紅茶に関する種々の疑問に回
答、普段何気なく淹れ、飲んでいる紅茶に小さな・大事なヒントの提供
で、皆さん寛いだ2時間30分を満足し散会した。
（清水 元）

国分寺句会
昨年11月に発足した句会は、早いものでもう1年になります。毎月
第3土曜日に、結社「隗」主宰の細見逍子先生を講師として本多公民館
で行っています。
始まる前に先生が俳句に関わる取り決め、例句など初心者向けのお
話があります。現在会員16名（内休会1名）各自出句5句、選句7句（内
特選1句）で句会を始めます。揃ったところで先生が1句ずつ講評をさ
れます。褒められたり注意されたりして皆緊張して傾聴します。そし
て、後日記録が配布されます。
会員は国分寺稲門会10名、清瀬1名、立川1名、一般4名の構成です。
国分寺の安西篤（本名安斎篤史）氏は金子兜太氏の第1弟子、現代俳句
協会の副会長で俳句界の重鎮、私たちの後ろ盾です。
何人かは自分の俳号を持っています。みんな真剣に俳句に取り組ん
でいますが、9月19日の句会では終了後清水氏の好意で、紅茶とクッ
キーの時間をもうけ、俳句を離れた世間話に興じ、和気藹々で楽しい
時を過ごしました。
なお9月句会から赤池氏が北京に赴任にすることになり、世話人を
辞任、従来の吉松、黒川に野部、舘両氏が新しく加わりました。
最近の会員の句の一部を紹介いたします。

小林会計事務所
公認会計士
税理士

小林好覚（S18卒）
〒112-0002東京都文京区小石川2丁目3-28-402
TEL.03-3814-8551〜3番 FAX.03-3814-8552
〒185-0032東京都国分寺市日吉町2-1-20
TEL･FAX 042-576-3422

国分寺稲門会に入会し
同好会活動を共に楽しもう

同好会活動幹事のご紹介

同好会名

氏名

ゴルフ
ゴルフ（早慶対抗）
ボーリング
スキー
麻雀
ハイキング
同
カラオケ
同
グルメ
同
町歩きの会

日置憲二郎
042-575-3518
野部 明敬
042-321-2757
岩崎明、 嶺 仁
042-321-1563
山賀
理
042-502-8693
廣田
廣
042-323-2651
小田切晏彦
042-321-1096
山田
孝
042-301-8271
清水
元
042-321-3310
江連 孝雄
042-325-7510
中山 斌雄
042-576-9630
中村 俊雄
042-313-8442
清水 元、 小野洋一郎、 山田 孝、
中山斌雄、 日置憲二郎、 中村俊雄、
吉松峰夫、 野部明敬
042-321-3310
野部明敬、 清水 元
042-321-2757
黒川清知、 吉松峰夫、
042-301-3581
赤池秀夫

国分寺サロン
国分寺句会

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://www2.odn.ne.jp/˜seven
E-MAIL seven@pop06.odn.ne.jp

代表者連絡先

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？
よこ みぞ

税理士
法 人

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 落田

徹

