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第45回 国分寺稲門会
平成29年度

総会

「中退は勲章？」

平成 29 年 6 月 4 日（日）16：30 ～ 21：50「龍栄」にて、①総会、②オルケスタ・
デ・タンゴ・ワセダのコンサート③懇親会が出席者 94 名で開催された。江連
孝雄の司会で開会、物故者に黙祷、清水

元会長の挨拶、ご来賓紹介の後議

事に入る。①平成 28 年度事業報告、②同会計報告、③監査報告、④ 29 年度事
業案、⑤同予算案、⑥役員選任を大橋忠弘幹事長、野部明敬会計幹事、黒川清
知監査が各々説明、全て承認された。井上文人地域担当部長より大学の現況
等の報告と挨拶、中山斌雄の稲門祭記念品購買案内で総会は終了。続いて大
橋の進行で学生唯一のアルゼンチンタンゴバンドの力強く、又哀愁に満ち
たタンゴの演奏に暫し陶酔した。懇親会は、日置、増本の司会で進行、古賀良
郎三多摩支部長、井澤邦夫国分寺市長、塩井勝也国分寺三田会副会長の挨拶
と続き、谷田成雄相談役の乾杯で歓談に移る。新入会員、在住学生、早稲田祭
運営スタッフ、所沢キャンパスの紹介等続き、料理とお酒での懇親・交流で
盛り上がり、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

壯司副会長の閉会挨拶でお開きとした。
[来賓]
井上文人早稲田大学地域担当部長、
井澤邦夫国分寺市長、
塩井勝也国分寺三田
会副会長、
平林正明同幹事長、
古賀良郎三多摩支部支部長、
近隣8稲門会会長他
[会員／家族]
青木壯司、浅野道博、阿部芳博、安斎篤史、安藤康雄、飯塚
孝雄、大橋忠弘

正、内田博司、江連

大橋美紀子夫人、小口直毅、尾崎恭一、小田切晏彦、小田切三

千代、小野洋一郎、北原輝久、木村
林

昭、島崎幸男、清水

徳、黒川清知、黒川淳子夫人、小柴和正、小

元、眞宅康博、高橋和雄、高橋幸雄、田中康義、田中邦

子夫人、谷口和典、段野幹男、常見太郎、遁所
雄、中山斌雄、野部明敬、浜田

博、早川

剛、遁所真美、遁所

陸、中村俊

守、林紀久子、
日置憲二郎、広瀬明夫、

廣田 廣、
廣田昌子夫人、
藤野博之、
増本千明、
松村英明、
丸山哲平、
南小柿 謙、
谷田成雄、谷田貞子夫人、矢地宏一、柳田雅之、山岸信雄、山口慶一、山崎滋義、
山田

孝、
横川純子、
吉松峰夫、米本

薫

[学生]
「在住学生」井藤

五木寛之

早稲田の学生の典型といえば、
今や古典となった尾崎士郎『人生劇場』の主人公青成
瓢吉、
そして現代では五木寛之『青春の門』の伊吹信介であろう。青春の志を抱いて地
方から上京してきて、
学業そっちのけで、
専ら恋愛と友情により成長し、
大学を中退し世
の激流に身を投ずる。彼らは自立精神が盛んだから、
卒業証書など眼中にない。
早稲田ではかって「一に中退、
二に留年、
三、
四がなくて五に卒業」のことわざがあった。
中退組が尊敬される独自の伝統があるのだ。
会報63号の「早稲田のあれこれ」に登場した野坂昭如、
タモリ、
永六輔、
大橋巨泉達は
みんな中退組、
芥川賞をとった高橋三千綱もしかり、
そして五木寛之も福岡から上京、
入学した当初は金が無くて神社の縁の下で寝泊まりしたとか、
ロシア文学科を中退し
ている。
後藤明生によると、
当時のロシア文学科は、
ロシア文学ではなく、
ソ連について勉強する
ところであったので、
文学はめいめい独学で勉強したのだ。ここから五木、
後藤につづ
いて、
三木卓、
宮原昭夫、
李恢成など芥川賞作家を輩出したのも教室とは無関係のこと
だ。ワセダは、
卒業証書から自由であるばかりでなく、
教室からも自由だったのである。
ロシア文学科出身の作家は、
昭和三十年代の前半を境に現れなくなる。多分教室で
ちゃんとロシア文学を教えるようになったせいかもしれない。代わって昭和四十年代の
演劇科出身の作家が続出、
三田誠広、
青野聡は芥川賞を、
村上春樹は群像新人賞を受
賞している。昭和四十三年に出来た文芸科からは詩壇の新人賞のH氏賞を取った荒川
洋治、
推理作家の栗本薫、
『もう頬づえはつかない』
が五十万部のベストセラーになった
身延典子らが出ている。
こうして見てくると早稲田の伝統が特に作
家たちによって変わっていく過程がよくわか
る気がする。他の学部、
学科などどうなのか、
今の早大生はどうなのか、
いずれにしてもワ
セダという大学はユニークな大学なのだ。
野坂昭如
後藤明生
（黒川清知）

魁、成山

萌 「早稲田祭スタッフ」若松太郎

沢キャンパス祭 スタッフ」 齋藤直哉、 渋木

他1名 「所

結 「オルケスタ・タンゴ・ワセダ」

伊藤美紀マネージャー 他7名

（清水

元）

地域別幹事

入会、情報、連絡、相談何でも受け付けます

地域

氏名

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

眞宅康博
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
日置憲二郎
野部明敬
清水 元、舘
廣田 廣
中村俊雄
中村俊雄
江連孝雄
赤池秀夫
山田 孝
大橋忠弘

042-301-1660
042-576-7346
042-573-7595
042-300-0305
042-575-6540
042-576-9630
042-301-1660
042-806-9813
042-575-3518
042-321-2757
042-321-3310
042-323-2651
042-313-8442
042-313-8442
042-325-7510
042-326-6119
042-301-8271
042-576-7346

外博

◆今 年の東 京は

編集後記

60

年 ぶりの寒 さ、長 雨、台 風の上 陸 な

年 目を迎えました。高 齢 化

45

ど想定外の気象変動です。

が進む中で、コアメンバーの熱心な運営と多くの方々の

10

国 分 寺 稲 門 会は本 年 創 立

友の輪が拡がり、魅力ある会に成長しつつあります。

年 が 過 ぎました。近 隣 稲 門 会

参画で の同好会活動は毎回盛大且つ楽しい交流で、校

事のご協 力に始まり、
13

さて、小 生の本 紙 編 集 も 黒 川 さん、田 中 さんの連 載 記

の会報も刷新されて、生まれ変わりつつあります。本紙

酒は新しい革袋に盛れの言葉通り、新機軸を織り込み、

も金属疲労、マンネリズムからの脱皮を志向し、新しい

◆ 清水 元

元

更なる 進 展に努めた く、倍 旧のご協 力・ご支 援 賜りた

くお願い申し上げます。

●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

連絡先
（TEL/FAX）
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巻頭言
国分寺稲門会・会長

清水

元

稲門会雑感

国分寺駅北口再開発が進行中です。ツインタワービルの完成は年内の予
定で、住居、商業施設等の利用は来年4月からとのことです。愈々ふるさと国
分寺の新しいスタートが間近になりました。
さて、国分寺稲門会は創立45年目です、下期の大きな行事、市民との交
流・地域貢献を目指した「第7回国分寺寄席」は無事盛況裏に終了致しました。
例年通り満席で、舞台と観客が一体となり、皆さん夏の終わりを笑いと共にエ
ンジョイして頂きました。
恒例の「稲穂祭・忘年会」は25回目を迎え、12月10日
（日）16:50より中華
料理・龍栄で開かれます。イベントは会員の竹村まさみさんのピアノと市内在
校生の水野幸大さんの津軽三味線お二人の出演で楽しんで頂こうと華やか
な忘年会を企画しております。併せてお楽しみのオークション、
ビンゴなどで懇
親・団欒のひとときを過ごし、お互いに
“ご苦労様”
のこころで一年を締めくくり
たいと思います。是非ご出席下さい。
この度、2011年1月開設のHPは8月に新バージョンを採用し、
リニューア
ル致しました。
会員の皆様のニーズに即応できるよう容量を増やし、また見出し・コンテン
ツを整理して見易く、判り易くし、併せて会員各位の参加と双方向コミュニ
ケーションにも対応可能に致しました。
今日、コンピューターによる情報システムの利用が広く我々の生活に浸透
し、様々な場面で活用されています。設立45年目を迎えた国分寺稲門会も新
しい運営スタイルが求められております。この度のHPのリニューアルを機会
に、会報、メールマガジン、HPの有効活用で、更なる会の拡大・発展を目指し
たく、ご理解とご協力をお願い致します。

第 25回

国分寺稲門会

稲穂祭

話 題は移りますが、この2 年 報 告しておりますQ S 社のGr a du a t e
Employability Ranking の2018版世界大学ランキングが発表されました。
これは各大学の卒業生の活躍状況や企業から求められる人材輩出状況など
を評価したもので、雇用者による評価、卒業生の活躍、企業との共同研究成
果、就職率などが指標になります。早稲田大学は昨年に続き世界26位で、東
京大学が14位にランクアップされた結果、国内首位から第2位になりました。
因みに45位が慶応義塾、53位が京都、57位は東京工大でした。なお世界
1位はスタンフォード、2位はカルフォルニア、3位ハーバード、以下シドニー、
MIT、ハーバード、ケンブリッジ、メルボルン、オックスフォードと続きます。
いずれにしても我々卒業生としての実績によるところが大きいことから、こ
の評価は大変うれしい結果です。なお研究者より見た・教育、研究、論文、国際
性等のRankingは36位が東京大学、あと京都、東北と旧帝大が上位にラン
クされています。
最後に会員の年齢構成について申し上げますと、65歳以上のシニア世代
が半数を占めており、若手会員、女性会員の加入は引き続き重要な課題に
なっています。
長寿国では日本が男女共不動の一位でしたが、
今夏発表のランキングでは男
女共香港が一位で、
男女とも0．
5歳とわずかな差ですが日本は二位だそうです。
最新の天声人語では「香港のお年寄りは社交的でよく街へ出て歓談する。
感情を外に出してストレスを発散する。」また「伝統的に老人を大切にする。公
立病院も多く、医療費も高すぎない。人々は食材を熱心に選び、食への執着
心も旺盛。医食同源、漢方薬の利用。朝は粥やミルクたっぷりの紅茶、昼夜と
も生野菜は避け、魚は焼くよりも蒸す。」等々のことが紹介されております。
この香港の長寿にはヒントが沢山あるように思います。
また100歳を生きた
日本人も「感情が豊かで、生き甲斐、趣味をもっていて人との交際も多い。そ
して食事は乳製品、野菜、良質タンパクの摂取」などがモットーとのことです。
一律に年齢で捉えることなく、活躍している人、活躍したいと思っている人
様々ですが、シニア世代の課題は、寿命と云う授かりものを人間の本来の姿
で心身共に最適な状態で維持管理して行く事です。
「人生90年時代到来」、
国分寺稲門会もそんな環境にマッチした活動を実践したく、是非一緒に楽し
く過ごそうではありませんか。

ライブ演奏

● 演奏者…ピアノ・竹村まさみ／津軽三味線・水野幸大

忘年会

●日 時 平成 29 年 12 月 10 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（ピアノ・竹村まさみ 津軽三味線・水野幸大）
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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◆遁所 真美

懐深き早稲田 ～出会いに感謝をこめて～
幼稚園から高校まで15 年間女子校で過ごした私が、早稲田大学

事で、より環境のよい国分寺市に

の門をくぐったのは、2003 年春のことです。大隈講堂での入学式

自宅を構え、縁あって国分寺稲門

典が終わるや否や、押し寄せるサークル勧誘の渦に母とともにもみ

会に入会させていただきました。

くちゃにされたことが、昨日の事のように鮮烈に思い出されます。

5 才の息子も早稲田の文化と人
が大好きで、とりわけボーリング

私の家庭は、父は塾高から、兄は幼稚舎からの慶應一家です。

同好会の増本女史のご子息は大

でも私は幼い頃から早稲田が好きで、早稲田を受験し、早稲田で

の仲良し。息子にとって憧れの存

青春を過ごすことを選びました。早稲田大学第一文学部といえば
文学界における頂点であり、希望に胸を躍らせ入学の日を迎えた

在で、応援中は彼の膝の上が指定席です。
私個人での活動としては、第7回国分寺寄席に影アナウンスとし
て参加する機会を賜り、
また最近はオブザーバーとして役員会を傍

のです。
「新歓パワー」に圧倒されてしまった結果、サークルや同好会に
入りそびれてしまい、ただただアルバイトに没頭する4 年間となる

聴させていただくなど、とても貴重な経験ばかりで、充実した日々
を送っております。

のですが、そんな私にもかけがえのない出会いがありました。1 年
次の第二外国語クラスの友人達です。当時、文学学術院にいらっし
はせ くら

●

●

早稲田といえばバンカラ、男らしいイメージですが、
「ワセジョ」

ゃった支倉崇晴先生の…クラス、略して｢ハセクラ｣は、多くが家庭

についてはどのような印象をお持ちでしょうか。
（現在は学生の約

を持った現在も定期的に集まり、地方転勤、海外転勤ともあればす

3分の 1が女性だそうです。）

ぐに招集をかけ皆で送り出す、そんな関係であり、母となった今で
は子供同士の交流も図り、楽しみの幅が広がっています。

私が感じますところは、｢強く逞しく、堅実。中途、散々文句は言う
が、最後は優しい（試験前はノートも貸します！）｣タイプが多いとい
うことです。力強さの反面、意外と繊細で献身的なところもござい

卒業後も早稲田との縁は続きます。みずほ銀行に入行し、稲荷町

ますゆえ、社会的リーダーの校友の皆様にはどんどんワセジョを登

支店にて法人営業の仕事に携わりましたが、行く所行く所に早稲

用・ご活用いただき、女性の可能性を益々広げていっていただきた

田出身の経営者の方がいらっしゃり、可愛がっていただきました。

いと願っています。先日、早実高等部の運動会を見学し、女性たち

同じく校友の夫と職場にて縁があったのも、今思えば不思議なも

の大活躍を目の当たりにし、改めて確信いたしました。常に全力投

のです。

球し、誠心誠意期待にお応えするマ

夫の転勤により退職し、愛知県豊橋市に転居した時にも、縁もゆ
かりもない土地で不安を抱えていた私にとって、当地の東三河稲
門会の先輩方は大きな支えとなってくださいました。東三河稲門
会へは、夫の上司であった当時の豊橋支店長（立教大学 OB ）が、

インドをもっているのが「ワセジョ」
であると…！
私も国分寺稲門会 の 発展に少し
でも貢献できますよう、先輩方のご

「早稲田の、若くて元気な子いない？」と稲門会幹部であった某社

指導の下、努めて参りたく存じます。

長からお声がけいただいたことがきっかけで、夫婦揃って入会し

お読みいただきありがとうございま

ました。特に 2010 年、校友会設立 125 周年の記念行事として、校

した。

友の立川談笑師匠をお招きし、ホテルアソシア豊橋にて盛大な独

［H18・一文］

演会を開催したことは、一生の思い出となりました。
東京に帰任し神楽坂の社宅に入居しましたが、息子が生まれた

有志

吉 松 峰 夫
山 田
孝
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
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国分寺の歴史 その二十六
高度経済成長期と再開発

両ビルの完成は年内の予定で、

高度経済成長を通じて、国分寺市の人口は増え、都市化

住居部分の入居者や商業施設の

が進みました。
その結果、市内の駅の利用者が増え、駅の改

利用は、平成30年（2018）4月の予

良や駅周辺の再開発を行う必要も出てきました。

定との事です。

昭和62年（1987）
に国分寺駅ビル建設が始まり、平成元年
（1989）
に完成。
また、昭和63年（1988）から西国分寺駅周辺
の再開発も行われ、平成2年（1990）
には「いずみホール」が
完成しました。

国分寺駅北口再開発

国分寺駅北口再開発完成イメージ図

再開発北口駅前交通広場

（夢のある元気な国分寺をつくる会会報より）

建設計画では、現在北口駅前の更地となっている場所に
設置する予定とのことです。
交通広場の面積は約8，
000㎡を有し、
西街区ビル内の広場
から交通広場への通路は、
ビル内左右に2台のエレベーター

ここ数年国分寺駅北口が目まぐるしく変化してきている。駅

が設けられ、
また、同様に左右に歩行者用シェルターが交通

前再開発事業は、
昭和40年に都市計画決定された国分寺駅

広場に接続され、
歩行者の利便性が計画されている。交通広

北口交通広場に始まりましたが、
その後の商業市況の低迷や

場の中心には、
バス発着場やタクシー乗り場、
タクシープール

地価の急落による経済状況の変化などの理由により事業の

が設置され、広場の周辺には、一般車両の車寄せやベンチ、

着手が出来ないまま年月が経過しておりました。

トイレ、
植栽、
植込が設けられます。

この様な状況を打破するため、平成20年（2008）
に都市計

更には、
（仮称）国分寺駅北口地下自転車駐輪場（約3，
000

画変更、
翌21年（2009）
には事業計画が決定されました。
その

台）が計画されている。地下駐輪場の出入口は3ヶ所設けら

後、大きな経済状況の変化に対応するため施設計画を改め

れ、
駅側にエレベーターの駐輪場出入口、
広場の西側と北側

て見直しをしました。

にはスロープの駐輪場出入口が設置される。完成は平成31

国分寺駅北口が生まれ変わります

年（2019）
の予定との事。

平成25年（2013）6月、
国分寺市に代わって再開発ビルを建
設する特定建設業者として、
住友不動産株式会社を選定し、
平成27年（2015）7月に再開発ビルの着手となりました。
再開発ビルは西街区と東街区のツインタワーとし、商業施
設、
住宅施設、
交通の利便性を活かした公益施設の整備によ
り、国分寺市の表玄関としてふさわしい都市景観と都市機能
の創出を図る事を目的として建設中であります。
国分寺駅北口再開発の施行区面積は、建物、交通広場、

国分寺駅北口再開発事業の完成によって、
「 健康で文化
的な都市－住み続けたいまち、
ふるさとと国分寺」に向けて一
躍を担うもので、
完成後が大変楽しみです。
国分寺今昔も13年間26回に亘り掲載してまいりましたが、
北口駅前再開発で将来の展望に触れたところで一区切りと
なり、
ここで本編は一旦終了させて頂きます。
なお書きたりなか
ったところを補足する意味で引き続き執筆する所存ですので、
ご理解賜りたく宜しくお願い申し上げます。
◆田中康義
（S35･政経）

計画道路も含めて、
約20，
500㎡
（約2．
1ha）
あり、
西街区のビル
（約5，
500㎡）
は駅と直結され、地上36階建、B1Fから4F迄が
店舗施設、
5Fが公共業務の施設（ホール等）
、
そして、
6Fから
36F迄が住居部分（約300戸）
となっています。
尚、西街区の商業施設の中には、三越伊勢丹グループが
出店する予定です。
一方、西友の前の東街区のビル
（約3，
000㎡）
は、地上35階
建、
B1Fから3F迄が店舗施設、
5Fから35F迄が住居部分（約

国分寺駅北口／昭和33年

280戸）
となっています。

国分寺駅ビル／平成元年

両街区のビルとも、
地下2F、
3Fは住居用駐車場と店舗用駐
車場が設置され、来客用駐車場は西街区ビルに接続して、
B3Fから5F迄の立体駐車場の建設が予定されています。
また、
西街区ビルと東街区ビルの間には、
歩行者デッキで連結、
東
西両ビルの通行がスムーズにアクセス出来るようになっております。

西国分寺駅前駅ビル

協力：国分寺市教育委員会、国分寺市まちづくり駅周辺整備部
参考資料：国分寺市刊行物
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第七回 国分寺寄席 開催後記

平成29年8月31日

馬玉の歯切れのいい話しっぷりに場内に笑いが渦巻いた。
仲入りの時間を使って最前よりご来場の、国分寺市市長井澤邦
夫様には壇上にお越し頂きひとこと御挨拶を頂戴した。
「このように市民と一体になった催しが定着することは、市にとっ
ても大変に喜ばしいことと存じます」
この一言は大いなる激励の言
葉であった。
会場入口

金原亭馬生

朝から台風15号の余波が雨を降らせて、今回の国分寺寄席へ
の客の出足を心配しながら家を出た。会場準備の役員全員がロ
ビーに集合した11時には雨も上がり、少し風もあって気温も23度
と凌ぎ易くなりひとまず安心して準備に入った。
12時には7、8人のお客が、早々と並び始め「開場は13時からで
す」
と断わりを言っている間にも10人、15人と次第に列は伸びて
いった。
急遽会場係の機転により12時半過ぎ、ロビーに入って座って待
機してもらった。
開場は13時、会場係の誘導のもと、受付係もスムーズに手順通
り運んだ。
愈々開演、
まずは国分寺稲門会清水元会長が、御来場の皆様へ
毎回の満員御礼と国分寺稲門会のモットーである
『地域と共に』が
実践されている証であると挨拶。続いて実行委員長の禁言亭駒ッ
太さんの軽妙な漫談で笑いを誘う。
開口一番、前座の小駒が『鮑のし』
（ 大阪落語では「祝のし」）が
演じられた。
女房の知恵で、間の抜けた亭主が大家の婚礼の祝いと称して魚
をもって行き貰ったお返しでコメを買おうという目論見。魚は高い
ので鮑を買う。
大家は、磯の鮑の片思いだから縁起が悪いと受け取らない。
のし
鮑は縁起物だと女房から教わり、取って返して大家に説明する。女
がしっかり者で亭主が間抜けの典型。

いよいよ
『国分寺寄席』は初出演の柳家小春さんの出番。小柄で
いかにも日本風のかわいい小春さんが高座に上がると、耳を澄まし
て、小唄、端唄に聞き入り、ぼそっと言うちょっとした語りに笑いも
出て段々小春さんの音曲の世界に引き込まれた様子。大津絵節の
『両国橋』
を唄う。 夏の情景風物を早口に歌い続け、
『 上がった上
がった上がったあ！ 玉やぁ！』
さあ、大御所、金原亭馬生師匠の出演。登場するや大向こうから
声が掛かる。
「たっぷり！」
「待ってましたッ！」
「木挽町！」
『国分寺寄席』が地域に密着しつつあることの証と喜ばしいこと
であった。
馬生師匠の演目は『笠碁』 碁の手を待ってくれ、いや待てない
といった些細なことから、お互いに二度とお前とは碁を打たないと
仲違い。時間が経つにつれ双方ともに相手が恋しくなる。世間には
このようなことはよくある話、心理描写も見事に語っている。
江戸川柳の「柳多留」に
『碁敵は憎さもにくし懐かしき』
という川
柳は、
この落語の全体を引き締める効果がある。
茶番。
この後馬生一門総出のかっぽれ踊りを客席の手拍子も賑
やかに踊って、大喜利となる。
お題に
『国分寺』
を頂戴するや、馬生師匠『国分寺と掛けて、高価
な気に入った着物と解く』
「そのこころは」
『またきたくなります』
閉会の言葉を野部明敬副会長が述べ、その折馬生師匠の古稀
を祝ってささやかな品を贈呈、会場の拍手を戴き大盛況の内に閉
幕となった。
眞宅康博（S37・法）

二つ目、馬久は『近日息子』を一席、愚かな息子が、日頃父親の
言う
「先を読め」を心掛け、その後父親が病気になると素早く棺桶
を用意して手回しよく葬式の準備。
「忌中」
の横に近日と書いてあるという落ち。
真打ち二年目の馬治は
『強情灸』大阪では
「やいと丁稚」
という。
寄席でよく演じられるもので、仕草が大事な演目で典型的な仕方
咄である。当今は「灸」が解らなくなっているので、枕で解説するこ
とが必要であろう。演じるうえで色々工夫を凝らしてやると一層笑
いが取れる咄ではある。
同じく真打ちの馬玉は『粗忽長屋』浅草雷門の前の行き倒れ、そ
れを見た慌て者が自分の友達だと言い張る。今朝会ったばかりだ
から間違いないと。
しかし行き倒れは昨晩からあるんだと言っても
聞き入れず、本人を連れてくると言って駆け出す始末。
そこで一言「抱かれているのは確かに俺だが、抱いている俺は誰
だろう」

金原亭馬治

金原亭馬玉

かっぽれ踊り

柳家小春

お開き
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「国宝探訪 楽しさは無限大」
母校早稲田大学の国宝
国宝は文字通り「国の宝」ですが、重要文化財の中で特に美術的に優秀、学術的価値が
高い、文化史的意義が深いと認定された文化財です。
「天下にただ一つでなければ芸術品
とは言えない」は明治の名工逸見東洋の言葉ですが、国宝の選択基準はこれにあります。
国宝になる条件として日本人なり日本の法人・施設が所有し、学術調査を受けてその真贋、
製作年代や歴史的背景が明白なことです。但し、皇室の財産は国宝の指定対象外です。皇
室の私有品である御物に上下の差を付けてはいけないとの尊崇の念から慣例的に指定され
ません。
文化財保護法には、文化財を保存する一方で国民に公開する必要があると明記されてい

深大寺の国宝

釈迦如来倚像の宝物館入口前で

ます。但し、宗教上の理由で非公開とするのは許されています。多くは数百年から千年以上
前に作成されていると、その材質が劣化したり、褪色したり、剥離したりする恐れがあるものは公開によって損なわれる可能性
があるので、非公開で良いのです。ということで、早稲田の国宝2件は非公開です。
そのご紹介の前にクイズです。大学が所蔵している国宝は全部で17件あります。では所蔵している国宝の数が一番多い大学
はどこでしょうか。この質問に正解を答えられた方に未だお目にかかったことがありません。母校の国宝は2件です。よく回答
に名前が挙がる東大は1件です。我らの良きライバル慶応も1件です。それは昭和17年（1942年）日吉郊外の白山古墳から出土
した「秋草文壺」です。ススキや瓜や柳など優美な秋草が彫られた、愛知県の渥美焼の壺で中世陶器の傑作です。その他東
北大2件、東京芸術大2件、京大2件、龍谷大学1件、大阪青山学園1件、そしてなんと天理大が6件です。何故天理大が多いか
とお聞きしますと、天理教の2代目真柱（教祖）が国の文化を深く理解する必要があるとの理念から、戦後実物資料のコレク
ションの一括購入に尽力されてきました。お聞きした話では3代目は余り興味がないので散逸を防ぐために天理大に寄贈した
ということです。ああ納得です。
さて母校の国宝2点は「礼記子本疏義（ライキシホンソギ）巻第五十九」
（中国古代の五経の一つ「礼記」の注釈書。七世紀
前半唐時代の作品で、奈良時代日本に伝わり聖武天皇の妃光明皇后が所有していた朱方印が残っています）及び「玉篇

巻

第九残巻」
（中国古代の字書。もとは梁の武帝、顧野王が編纂したものが隋代や唐代でも盛んに利用され、唐代前期に書写さ
れたものが日本に輸入されました）です。いずれも中国では原本も写本も既に失われ、唐代の写本が日本に伝来して残りまし
た。礼記は母校の第59巻のみが現存唯一の写本です。玉篇は第9巻が母校に、第27巻の前半が滋賀の石山寺に、後半が京都
の高山寺に、第22巻が伊勢神宮に現存しています。母校の国宝2件とも、土佐藩出身の幕末の志士から新政府の警視総監、
学習院院長、宮内大臣として活躍された田中光顕伯爵から、大隈重信との親交からか、芭雨園と称する自邸（椿山荘の隣）が
早稲田に近かったからか、早稲田大学の初代図書館長の複本依頼に対して思いがけず本物が寄贈されたものです。この貴重
な国宝を機会あれば是非見て頂きたいと思います。
「これが母校の国宝か」と感激されると思います。今回見逃された方は、大
学の何かの記念の節目には展示されると思いますのでその時は是非。また見応えのある、教科書で見たことのある国宝は沢
山あります。今年10月3日から11月26日まで京都国立博物館で開館120周年記念として国宝が150件ぐらいは集まりますので、
ご自分の国宝元年として見にいかれませんか。流石日本の国宝と感動されること、楽しくなること、受け合います。
米本

慶応大学所蔵

国宝

秋草文壺

早稲田大学の国宝「玉篇 巻第九」
と
「礼記子本疏義
巻第五十九」

薫（S46･政経）
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WASEDA
NEWS

2017年HCDと稲門祭
2017 年のホームカミングデー（HCD）
・稲門祭は、10 月 15 日（日）
“WASEDA for
ALL,ALL for WASEDA”～今、青春の回想と新たな出発～をテーマに、生憎の雨の中開催され
た。
第 1回は 1970 年の開催と古く、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。
各種イベントに恒例の稲門音楽祭など、キャンパス、大隈庭園内でのパフォーマンス、ドリン
ク・樽酒コーナー、記念品販売など大盛況であった。
国分寺稲門会からは大橋忠弘、日置憲二郎、中山斌雄が委員とし、記念品抽選会には清水
元、野部明敬、眞宅康博、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）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）

記念品販売・学生の皆さん

大隈候銅像前で

記念品販売コーナーで

サロン・ド三多摩

美酒早慶戦見聞記
第7回美酒早慶戦は2017年9月2日、
コートヤ－ド・マリオット銀座東武ホテルで開催
されました。
早稲田大学出身と慶應義塾大学出身の各蔵元が厳選した出品酒を参加者が利き酒
し、
「蔵元出身大学対抗」
という切り口で勝敗を決するとともに蔵元と参加者との交流を
図るイベントです。収益金は東日本震災被災者へのチャリティになります。
今年は、
過去最高の72蔵元
（早稲田31蔵、
慶應41蔵）
が出品されました。
72という数字は10ccずつ利き酒をしても720ml＝4合を飲む勘定、真っ昼間から飲
める数字ではありません。 七十二

蔵元冥加や 秋涼し

けんじゃく

全部は飲めないとすると、銘柄を選んでの利き酒です。禅の言葉に
「簡択を嫌う」
とあ
りますが、
こればかりは選り好みをしなければなりません。早稲田蔵では
「獺祭」
「直実」
「一歩己」
「蒼天伝」
など、慶応蔵では
「浦霞」
「玄宰」
「臥龍
梅」
「路上有花

桃花」
等々が目を引きます。 銘柄に 由緒由来を 教えられ

各テーブルには蔵元関係者が同席します。我々の席には、愛媛
「山丹正宗」
八木酒
造の八木社長、福岡
「比良松」
篠崎酒造の篠崎企画部長。この時とばかりに、
「低温・長
期醸造ではどの様なメリットが生まれるのですか?」
「 醸造アルコールの原料は?」
等々、呑み助だが酒造りには全く疎い私事呑兵衛さんが尋ねます。近くの席には見城
美枝子さん
（現青森大学副学長、愛称：ケンケン）
がいて、
わざわざ名刺交換などしたり
して。 蔵元の お国訛りや 秋の声
お終いは、舌先、喉越しの感覚に任せ、1,2,3位を各自投票。総勢約180人の投票
結果は
優勝は慶應
（平均得票12.73、早稲田11.23）
対戦成績は早稲田の3勝4敗となりま
した。銘柄別には
1位「臥龍梅」
純米大吟醸 （静岡

三和酒造

2位「浦霞」
エクストラ大吟醸 （宮城
3位「真野鶴」
純米大吟醸 （新潟

佐浦

尾畑酒造

慶應）
慶應）
慶應）
になり、以下順位発表なしで

す。尚1位の
「臥龍梅」
は社長が慶應、息子が早稲田。双方がこぞって投票したのかも
しれません。
宗論も 起こるはず無し 親子酒

（野部明敬）
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学生司会者、その素晴らしい日々、
１、学生司会者に立候補

者にとっては試練の日々です。同じ演奏曲目を毎日、違う町

私が高校生の時、両親から誕生日プレゼントに楽器「マンドリ

で演奏します。当然、司会者も毎日同じ話しをします。する

ン」
をもらいました。
それがきっかけで、早大入学式の日に早大マ

と、
ギャグを言ってもステージ上の演奏者が笑ってくれなくな

ンドリン楽部に入部。
ステージ上の華やかな演奏者を夢見まし

ります。面白い事を言っても、
ステージ上のみんなが詰まらな

た。
しかしそれは甘かったのです。
このクラブには全国の高校の

い顔をしていると、観客は笑ってくれません。
それを打破す

マンドリンクラブの腕利き達が集まります。素人の私には全く歯が

るために、
毎日違うネタを話すという試練の日々でした。

立ちません。
なにせ、
ハ長調しか弾けなかったのですから。
早々に楽器はあきらめて、
司会者に立候補しました。見事に無

③学生最後の演奏会：客席に降りてインタビュー
司会者としての夢がありました。
「司会中に客席に飛び降

投票当選。司会者は、
クラブの練習や合宿ではマンドリンを弾き、

りて、観客にインタビューをする」
という趣向。4年生最後の

演奏会では司会に専念する珍しい部員です。

定期演奏会で実現しました
（写真）。
インタビューする客席

早稲田大学マンドリン楽部は大正2年創立の名門クラブで、
部

の5名はもちろん全員が「サクラ」。腕によりをかけて「サク

員は約100名。
演奏会は2,000人収容の大ホール
（渋谷公会堂・新

ラ」
を人選しました。明治大学マンドリンクラブの司会者、私

宿厚生年金大ホール・文京公会堂など）
がいつも満員になります。

の妹（後に某ラジオ局アナウンサー）
など。2千名の観客には

そこで司会者は100名の部員を代表して、
マイクで話します。
ただ一人、正面を向いて、
スポットライトを浴びて、2,000人の前

楽しんでもらいましたが、
この企画を承認したクラブの学生
幹部に今更ながら感服。懐の深さに感謝します。
３、芸は身を助く

で・
・
・
・。大変なプレッシャー。
私の学生生活は、全てが司会でした。
日々話のネタを探して、

社会に出てからも
「プレゼンテーション技術」は身を助けまし

ギャグの研究をして、
本も沢山読みました。
そして声が枯れるまで

た。学会発表・セミナー講師・弁論大会の優勝など。
そして今でも

練習しました。
その結果「セリフは全て覚えて手ぶらでステージ

毎月の様に司会を務めています。
中でも、上野の東京文化会館

に上がる」
という私の司会スタイルが出来上がりました。

大ホールでの司会（2013年）
は最高の思い出です
（写真）
。

２、学生司会者の思い出、
３件

「学生時代の努力に無駄なものは一つもない」のですね。

①「明治大学マンドリンクラブの司会」
を担当
学生司会者の最大のライバルは「明治大学マンドリンク
ラブ」の司会者＝牧君でした。
「早・慶・明

三大学マンドリン

コンサート」では、司会者同士が火花を散らしました。
ある
年、牧君が開演時間を間違えて遅刻したのです。開演直
前に明治大学マンドリンクラブの幹事長が私の所に来て
「牧が居ません。代わりに司会をしてくれませんか？」大喜び

演奏会司会（大学3年、1970年）

演奏会での客席インタビュー（大学4年）

で引き受けました。演奏会の途中で牧君が到着。舞台上で
牧君が「余興で早稲田の大橋君に司会をしてもらいまし
た。
ありがとう」
と花束をくれました。
満場の拍手。
楽しい時間
でした。恐らく私は「明治大学マンドリンクラブの司会を務め
た唯一の早大生」です。
②演奏旅行

東京文化会館大ホールで司会（2013年）

演奏旅行は学生時代の楽しい思い出です。
しかし司会

株式会社 セラミカ

䠥䠰ᢏ⾡䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁 䛾

大橋忠弘（S47･理工）

中国料理「龍栄」

䠄ᰴ䠅䝆䝱䜹䝷䞁䝍䞉䜰䝋䝅䜶䞊䝅䝵䞁

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1972ᖺ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

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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同好会活動
ゴルフ同好会
平成29年度の幕開け
は、同好会合同南信州旅
行会の中で行われました
（一部会報64号で既報）。
標高560m信州唯一、年
間営業の丘陵コース、飯
田カントリー倶楽部。
キャッチフレーズは「雄
大なアルプスを望み、絶
早慶戦全員集合
妙なアンジュレーション
と変化に富んだコースは戦略的！」。その名の通り眺望は素晴らしい
のですが、コースは想像以上に変化に富んだ難しさ、スコアメイクに
四苦八苦の連続でした。
それでも今回は、道中の運転の煩わしさも無く、往復ともバスの中、
飲酒可能とあって、極楽蜻蛉そのもので身も心も大いにリフレッシュ
させて頂きました。
第43回国分寺稲門会ゴルフ会 平成29年4月13日
（木） 参加者8名
優勝 日置氏（43政経）G94N76.0 2位 宮坂氏（40法） 3位
水落氏（45法）
続いて7月13日（木）、第8回国分寺稲門会・三田会ゴルフコンペが、
お馴染みの昭和の森ゴルフコースで実施されました。過去最高の参
加者28名（稲門会15名、三田会13名）が、アウト、インから4組ずつ
の同時スタート、覇を競う大コンペとなりました。
結果は前回が0.7の僅差でしたが、想定外の敗北で、個人優勝～4位
は三田会の独占。稲門会の最上位は5位。団体優勝は三田会（N平均
75.27、稲門会77.95）、何と稲門会は、全員がOB1打余計に打った勘
定。これで対戦成績は1勝7敗。やはりゴルフは運も含めて三田会の方
が上という事でしょうか。挽回の兆しはあります。グロス2位G83は3
人が稲門で、特に新入会員の松村氏（55理工）が健闘、外に舘氏（48政
経）、宮坂氏（40法）でした。ゴルフ好きの方、是非入会して頂き、ケイ
オーに一矢報いようではありませんか。
個人成績優勝は平林氏、2位樋口氏、3位田村氏（いずれも三田会）で
した。
今年の予定は
1．第9回早稲田大学校友会 平成29年11月2日（木）久邇CC
2．第44回国分寺稲門会ゴルフ会 平成29年12月5日（火）立川国際
GCです。
奮ってご参加をお願い致します。
（野部明敬）

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
ような活動をしておりまし
た が 、国 分 寺 会 場 が 閉 鎖 さ
れ、東大和市駅のボーリング
場に移転した今も、引き続き
林さんの遺志を継いで楽し
く活動しています。

東大和・ボーリング会場

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、
3ゲーム600円とお得に利用できます。
会員は10数名と小規模ながらも、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います。プレイ後には時
間の許すメンバーでお茶を飲みに行ったり、同じく駅前にある都立薬
草園へお散歩がてら足をのばしたりすることもあります。
（当会幹事・
岩崎先輩の解説つきです！）
定例コンペ、
忘年会なども毎年開催しており、
和気あいあいの楽しい
仲間たちです。
あまりスコアを気にしないこと、
記録よりも健康第一の
クラブですので、
ぜひご参加ください。
ご家族の参加も大歓迎です！
（遁所真美）

スキー愛好会
先頃、紅葉の信越トレ
イルを歩きました。この
あたりも雪が降ればス
キーのメッカに変わるの
だなとの思いに浸りなが
ら歩きました。さて、今年
のスキー部の予定です。
1 月 上 越 方 面・ 2 月 万 座
（1泊 2日）・3月八方尾根
（2泊 3日） 以上予定
雫石スキー場
企画は盛りだくさんで
す。元気に冬を迎えたい
ものですね。今シーズンも温泉付き、お酒付きです。参加をお待ちし
ています。板も靴も、ウエアーも現地で借りられます。
（小田切晏彦）

麻雀同好会
例会は2ヶ月に1度、国分寺駅南口「三千院」で開催され、11時開始
で、半チャン5回、5時過ぎには終了です。昔取った杵柄、青春を思い起
こしての楽しい半日です。
最近では健康麻雀としての評価も高く、女性の愛好者も多くなり、
健康麻雀協会なども設立され、麻雀人気は中老男女に支えられていま
す。健康麻雀の定義は①賭けない②飲まない③吸わないとのことで
す。但し②と③は楽しみの方もおり当会は解禁です。更には脳を若く
保つトレ－ニング「脳トレ」ブームの道具としても我々中年には良薬
のようです、会員皆様のご参加を心待ちにしています。次回開催は11
月16日（木）で、次は来年1月になります。
また月例大会とは別に国分寺・小平・東村山・西東京・小金井・立川の
6市稲門会の地区対抗戦を開催しています。当日は三千院9卓を貸切
で、チーム・地区戦と個人戦で熱のこもった対抗戦になります。国分寺
は団体では第1回優勝、第2回は2位で惜敗、第3回は優勝、4回は5位、5
回は4位、6回は5位とじり貧です。次回開催は平成30年2月18日（日）
です。

平成 29年11月 5日
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kokubunji toumon-kai club action
いずれの開催も戦いのあとはラグビーのノーサイドよろしく、反省
会と称し懇親会に移動致します。国分寺駅前の「庄や」などで、皆さん
和気藹々でリラックスしたひとときを楽しんでいます。
最新の成績
7月例会：優勝 千原、2位 中山、3位 舘、 9月例会：優勝 舘、2位
廣田、3位 小柴
第6回 6地区対抗（8月）
：団体優勝 小平、2位 小金井、3位 東村山
5位 国分寺
（廣田 廣）

ある日の雀士

ハイキング愛好会
秋のハイキングは11月17日（金）に行います。前回の小平グリーン
ロード に続いて今回も平地を歩きます。南武線の西国立駅から 矢川
湿原～根川緑道～柴崎体育館～普済寺～諏訪神社・諏訪ノ森～立川駅
まで 、全長約3時間、15，000歩のコースです。
途中、湿原や緑道では、澄んだ水辺で遊ぶ野鳥や鯉を見ながら、のん
びりと歩きましょう。ゆったりと流れる至福の時間をお楽しみくださ
い。また、普済寺では一転、国宝の六面石幢という格調高い文化財にも
触れ、歴史の一端を垣間見ることが出来ます。
終点の立川駅では、近くの中華料理店で喉を潤しながら、歓談に花
を咲かせてください。湿原や緑道の遊歩道だけを楽しみたいという方
には、柴崎体育館からモノレールで立川駅へ直行でも結構です。皆様
方のご参加をお待ちしております。
（山田 孝）

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パークレーンの一
室で産声を上げた古い同好会です。
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の開催を
基本に、登録会員は50名を超える大所帯です。
毎月の参加者は15～25名で、2部屋を貸切、13：00～17：00（中締
め）、19：00迄で、途中からの参加、退席も自由です。歌とお酒と特製料
理と歓談で、フィナーレは「紺碧の空」、
「都の西北」の斉唱でお開きに
なります。
誕 生 月 の 会 員 に 、バ ー ス デ イ ケ ー キ ／ シ ャ ン パ ン と H a p p y
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
歌の合唱で声慣らしをしてから、カラオケに突入するのが恒例です。
歌は懐メロ、抒情歌、演歌、ジャズ、シャンソン、ラテンなんでもあり
で、一つの曲を歌いたい人で分担して歌うのが特長で、ワークシェ
アーリングです。軍歌も楽しみの一つです。
更に毎月趣向を凝らし季節のイベント：正月の皆勤賞／精勤賞の授
与から、バレンタイン／ホワイトディ／夏のカジュアルディコンテス
ト（アロハ、浴衣、和服）／ハロウイン／ミニ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。因みに10月例会を覗いてみ
ると、誕生月の清水 元、小金井の亘理鐡哉さんを祝し、Happy
Birthdayの合唱、シャンパン／ビールで乾杯、プレゼントを贈呈。続い
て「旅愁」
「もみじ」と今秋の六大学野球での早稲田の健闘を祈り「光る
青雲」、
「早稲田の栄光」を江連さんのリードで、声高らかに歌い、会の
歌「この町で」を合唱し、大部屋107号室と106号室に分かれてカラオ
ケを楽しんだ。皆さん時に飲み且つ食べながらの歓談で和気藹々、稲
門仲間の交流を満喫した。
マイクを持って大声で歌うことは、若返り／老化／認知症予防の良
薬です。月に一度お馴染みの仲間と一緒に歌えることの一体感、幸福
感は何よりの喜びです。是非お越しください。
（清水 元）

ろく めん せき とう

誕生祝い

根川緑道

普済寺国宝六面石幢

10月例会
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同好会活動
グルメ･作って食べよう会
今回の外食会は昨年に引き続き第2回納涼会として、国分寺屋上ビ
アガーデンを貸切り「晩夏の夜の集い：夏の終わりと秋の訪れの風を
感じながら星降る街角で夜空を仰ぎ、美酒・美食とともに夢を語る！」
をテーマに9月14日に開催しました。昨年は台風到来のため、屋上か
ら階下の焼き肉店に変更し開催しましたが、今回は9月中旬にもかか
わらず、真夏日・快晴の絶好の日和となりました。5時過ぎには、32名
全員がそろい、中山幹事の「2時間半の飲み放題！バーベキュー料理
とともに、タップリと飲んでください！」と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始
まりました。夕暮れがせまり、塩辛、サラダなどの前菜が運ばれてくる
ころには、すでに早くもほろ酔い気分になりワイワイガヤガヤと笑顔
が広がりました。バーベキューの煙が立ち昇る中、冷酒1升瓶を持ち
ながら動き回る徘徊者もおり、ロレツが回らぬ程に酔が進みました。
女性軍もハイボールの盃を何杯も飲み干して、男性軍には、なにやら
理解できない話に盛り上がっておりました。飲食と談笑に忙しく夜空
を仰ぐことも忘れがちでしたが、晩夏の爽やかな風を感じながら終宴
を迎え、松永さんの三本締めでお開きとなりました。 担当幹事：舘
（協力）、中村、中山
（中山斌雄）

10月29日には、「居酒屋料理を楽しむ」をテーマに本多公民館にて開催され、
油淋鶏、おでん、モツ煮込み豆腐、鯵の南蛮漬け、ひつまぶし、山芋とりんごの
酢の物などを調理し、美食を堪能しました。

町歩きの会
町歩きの会は東京を含む関東近辺の名所・旧跡を訪ね,そこの歴史・
文化を学び、その町の名物料理やうまい酒を味わう楽しい会です。歩
きながら回りますのでウオーキングを通じて健康維持・増進にも役立
ちます。
第1回は早稲田大学から夏目坂を経て神楽坂で飲食、第2回は小江
戸・川越を訪ね老舗のうなぎ屋で楽しい時間を過ごしました。
第3回は
新虎通リ
（マッカーサー道路）
から新橋まで歩き、
昼食は関西・美々卯の
うどんすきを味わいました。第4回は鶯谷から旧吉原を通り南千住ま
で歩きました。
竜泉の寿司屋で昼食を食べ、
名物喫茶のバッハでコーヒ
を味わいました。第5回は横浜今昔探訪をテーマにバスをチャーター
し、新旧の横浜を観光しました。昼は中華街の老舗重慶飯店で麻婆豆
腐と飲茶料理の特別ランチとビール、紹興酒、日本酒などで盛り上が
り、
最後は氷川丸に乗船、
蛍の光に送られ帰途につきました。今春は合
同旅行で南信州飯田を訪ね馬籠宿まで足を延ばしました。
第6回は今年11月28日に都内中央区の古い江戸時代の景観と今様
の高層ビルが林立する月島、佃島、築地を歩きます。途中老舗の和菓子
店や佃煮店も回り、昼食は勝鬨橋すぐの明治時代創業、老舗天竹の特
別御膳を味わい、自慢の天ぷら料理とアルコールも適度に飲み大いに
盛り上がりたく、会員の皆様の参加を大いに歓迎致します。

＊申し込みは本紙掲載幹事名簿参照下さい。
当会は日帰りの気楽な会ですのでどなたでも参加していただけま
す。年2、3回の開催です、会員の方々・ご家族の皆様のご参加を心より
歓迎致します。
（中村俊雄）

横浜山下公園の夕景色と共に
馬籠宿散策

横浜中華街にて

国分寺サロン
サロンとはもともと応接室や談話室を意味する言葉です。本会は文
化的な講演、音楽、趣味、娯楽など毎回工夫を凝らした企画を通じ、会
員／家族／知人の皆様と交流・懇親を図る社交場です。会員や外部の
方の持てる知識・特技などをご披露頂き、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。
第5回目は昨年12月に、校友の小俣敏生さんが経営する、築三百年
の古民家ハウスコンサート「りとるぷれいミュージック」で「クリスマ
ス・ジャズ・ハウスコンサート」を開催致しました。
近々の予定は、今年もまた12月21日（木）午後2時より、同じハウス
コンサート「りとるぷれいミュージック」にて“2017クリスマスコン
サートと美味しいティータイム”と題し、コンサート／ミニアフタ
ヌーンティーパーティ／皆で歌う会の3部構成で企画致しました。
コンサートは会員の江連孝雄さんと早稲田大学グリークラブOBの
男声合唱、ティータイムは世界三大銘茶の特選・ウバのクオリティ
シーズン茶と紅茶の話、歌うコーナーは森川由美子先生の伴奏でクリ
スマスソング、愛唱歌を唄い、フィナーレは「早稲田大学校歌」と「早稲
田の栄光」の斉唱と異色の選曲です。
ハウスコンサ－トは、前回ご紹介の通り、世界的にはドイツ騎士団
修道院のサラ・テレーナ・ホール（モーツアルトも住んでいた）で開か
れる「モーツアルト・ハウスコンサート」が有名で、此処・りとるぷれい
ミュージックもこれに匹敵する魅了的な空間です。
1年の締めくくり、
楽しい一時をご一緒致しましょう。
是非ご参加を！
（清水

りとるぷれいミュージックハウス

元）

グリークラブコンサート

平成 29年11月 5日
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kokubunji toumon-kai club action

国分寺句会

国分寺句会 近詠一人一句 夏･秋の部

国分寺句会の名前で平成26年に始まった俳句会は、今年11月で三
周年を迎えます。第一回句会には講師の細見逍子先生（俳句結社「隗」
主宰）、黒川幹事長をはじめ9名が参加、欠席投句2名をあわせて11名
の句座となりました。現在会員は、中国駐在中の赤池前幹事を含め16
名。国分寺稲門会の10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。毎月第三土曜日午後1時から本多公
民館で開かれる例会には常時13名前後の会員が参加して俳句を楽し
んでいます。
「石の上にも三年」という諺どおり、初心者の多かったこ
の句会もこの3年間でずいぶんレベルアップしました。その成果は欄
外の「一人一句」でご覧ください。
最近、俳句がブームになっていると言われますが、TBSテレビの「プ
レバト才能ランキング」は、講師の夏井いつきさんの快刀乱麻、歯に衣
着せぬ指導ぶりで人気を博し、俳句ブームの一端を担っている感があ
ります。
「俳句は詠んだことはないが、プレバトは欠かさずみる」とい
う人も多いようです。
「プレバト」の番組を見て感じましたが、俳句は
日本人にとって特別身構えて作るものではなく、
「お茶の間かリビン
グルームで楽しむ文芸」と言ってよいのではないでしょうか。ほとん
どの人が中学・高校の授業で芭蕉、一茶、子規などをはじめとする俳人
の句に触れた経験をもっています。最近では小学校の低学年から句作
を習うこともあると聞きます。我田引水に聞こえますが、俳句に親し
む機会を持つのはいろんな点でとてもいいことだと思います。
では、俳句の効用は一体何でしょうか？「俳句は言葉による写生」と
言われます。俳句を作るときは、身の回りにある自然やものごとを見
つめて、そこから得たイメージを5・7・5の17音の言葉にまとめます。
何気なくやっているように見えますが、頭の中で右脳・左脳はフル回
転です。
「俳句は脳を鍛える」ともいわれるのはこのことです。
俳句をされている方は脳を休ませることがないところから、高齢者
になっても明晰な頭脳を保っています。
俳句を作るうえでバイブルともいえるのは「歳時記」です。一年を
春・夏・秋・冬・新年に分けてそれぞれの季節に季語を分類しています
が、春は2月から、秋は8月からというように、少しずつ季節を先取り
しています。俳句に親しむことによって季節の訪れに敏感になるのも
俳句の効用のひとつでしょう。
この機会に俳句を楽しんで
みませんか？
（吉松峰夫）

10月例会

傘雨忌や芋やうかんを土産とす

黒川

清虚（国分寺）

短夜やタンゴと友と過ぎし日と

内田

博司（国分寺）

一口ごと生き返るらし新茶汲む

清水

星人（国分寺）

朝礼の白の整列更衣

眞宅

泉舟（国分寺）

神滝の見えず五臓に響きけり

舘

爽風（国分寺）

山あひに和讃の声や青嵐

千原

延居（国分寺）

竹落葉空家に主の戻りけり

野部

明敬（国分寺）

新涼や窓に寄せたる文机

吉松

舞九（国分寺）

夏帽や風に途切れる立話

梶原

由紀（国分寺）

軽やかな木鋏の音梅雨晴間

大畠

薫（清瀬）

黴くさき資本論売る古本屋

佐竹茂市郎（立川）

二ヵ国の国歌流るる基地に虹

押山うた子（武蔵村山）

残りゐて淡き交はり暑気払ふ

中村

噺家の手振り軽やか夏衣

藤木ひろみ（中野）

憲一（豊島）

◆講師
風死すや万物狂ひ出す予感

細見

国分寺稲門会に入会し
同好会活動を共に楽しもう

逍子（清瀬）

同好会活動幹事のご紹介

同好会名

氏名

代表者連絡先

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
野部 明敬
岩崎
明
小田切晏彦
廣田
廣
小田切晏彦
山田
孝
清水
元
大橋 忠弘、江連 孝雄
中山 斌雄
中村 俊雄
日置憲二郎代表幹事、中村、中山、吉松
清水、野部
野部 明敬、清水
元
黒川 清知、野部 明敬
吉松 峰夫、舘
外博

042-575-3518
042-321-2757
042-321-1563
042-321-1096
042-323-2651
042-321-1096
042-301-8271
042-321-3310
042-576-7346
042-576-9630
042-313-8442
042-575-3518
042-321-3310
042-321-2757
042-301-3581
042-573-5746

国分寺サロン
国分寺句会
同

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

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 落田
税理士 内田
税理士 宮﨑

徹
雄太
信博

