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LED（light Emitting Diode・発光するダイオード、半導体の

巻頭言

一種）の時代となりました、赤と緑は以前からあったが、青色
が欠けていたために、白色LEDの生産には至っていなかっ

国分寺稲門会・会長

た。この度の開発により、一番エネルギー効率に優れ、環境に

清水

優しく、長寿命で、小型化が可能な、衝撃に強い、白色LEDの

元

量産が可能になった訳です。この度の青色ダイオードの開発
此の度6月7日の総会において、図らずも6代目の国分寺
稲門会会長に就任致しました。早稲田大学卒業後52年、思い
起こせば前半は若さで突っ走り、中盤は人並みに家族の為

によりLEDは21世紀を照らすと絶賛されています。
猶中村氏は生産性の面で更に改善を目指している由、更な
る成果を期待致したい。

に、そして50歳後半から70歳までは、思わぬ罹病など公私

世界の電力の20％が照明に使用されており、LEDの適切

ともに変化のある中で、遣り甲斐のある仕事に出会って、あ

な利用で4％にまで減少可能とのこと、地球のエネルギー資

る程度の成果も残してきた様に思います。国分寺稲門会には

源にとっても本当に偉大な開発です。

発足後間もない時期に顔を出していましたが、本格参画はこ

それにしても今世紀の日本のノーベル賞受賞者13名のう

こ数年で、その中で会報編集については何故かひとり任せら

ち名古屋大学関係者が6名とのこと、何故多いのか・名古屋

れて10年間、
永く続けています。

大学は設備は不十分でも何を研究してもいい空気、判断力、

さて、残り2ヶ月、本年の10大ニュース選定には時間があ

指導力に優れた師匠、
産学共同研究も多いなどとのこと。

りますが、自分なりに思うニュースは自然災害で・ゲリラ豪

翻ってわが早稲田大学はどうだろうか、研究設備は充分な

雨、竜巻/落雷/雹に土石流、御嶽山の水蒸気爆発、超大型台風

のか、産学共同研究などは、VISION150に目指す方向が具

の来襲でしょうか、でも矢張りアカデミー物理学賞に3人の

体的に示されているので、スーパーグローバルユニバーシ

日本人・赤崎勇、天野浩、中村修二の3氏が選ばれたことで

ティを目指し、目標の着実な進捗と実現を期待したい。早稲

しょう、
拍手喝采です。

田大学は学問の独立を精神として、自由で民主的な研究、教

照明の歴史は自然光としての太陽や月の光がありますが、

育の場として設立されたわけで、校歌にある、進取の精神、学

たき火、ろうそく、ランプ、ガス灯、そして1879年に白熱灯

の独立、現世を忘れぬ久遠の理想が校友の共通スピリットで

が発明、1938年には蛍光ランプと、時代を経ていよいよ

す、これからも共に未来へ歩んで行きたい。

第 22回

国分寺稲門会

稲穂祭

魅惑の
忘年会

●日 時 平成 26 年 12 月 7 日
（日） 受付／ 16：50 開会／ 17：10
●会 場

アルゼンチンタンゴ
の夕べ

出演： 国内唯一の学生タンゴバンド
「オルケスタ・デ・タンゴ・ワセダ」

●

サロン飛鳥 国分寺駅ビル 8 階
国分寺市南町 3-20-3 TEL 042-329-8887

●参加費 会員 6,000 円

ご家族 5,000 円

アルゼンチンタンゴ・ダンスはスペイン
やイタリアからの貧しい移民のフラス
トレーションのはけ口として、
ラプラタ
川河口のボカ地区の酒場で生まれた
音楽・踊リ。
恋の歌、
社会風刺、
生活の匂い濃く、
ハバネラ、
ワルツやポルカ、
カンドンベ、
ミロンガなどが、
初期のタンゴに影響
を与えた。
人生の哀愁そのもの。

＊年会費未納の方は 5,000 円ご持参ください。

17：10
17：15
プログラム
18：10
19：50

開
会
アルゼンチンタンゴ コンサート
懇親会（オークション、
ビンゴ、
歌声コーナーなど）
閉
会

国分寺オークション

各家庭で眠っているお宝など
何でも1品以上ご持参下さい。
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◆赤池 秀夫

早稲田大学と中国
オムロンを60歳で定年退職後、2社転職あ

てみる。中国の土地が広く、人口が多いことは、
個人の生活を複雑

と、縁があり京都の中小企業が北京郊外に設

ならしめると同時に、各種各様の異なった個性のある人物を生み

立した機械の製造販売の合弁会社に5 年7ケ

出す地盤となる。多種多様な人物に富む中国人はいきおい人物を

月ほど勤務、経営の好転を機に、今年の7月中

評価する鑑識眼が高い。表面だけでなく、裏面を予想して立体的

旬に帰国しました。中国の駐在歴、合計18 年

に観察する。そういう広い土地で育った人間は自然にスケールが

の見聞を踏まえ中国と早稲田大学について話を進めたい。

1882年に東京専門学校として設立した早稲田大学は1905年
に早くも「清国留学生部」を設置し、中国からの学生を多数受け
入れ、李大

大きくなる。だから歴史上に出てくる人物でも中国のそれは日本
史上の人物に比べ、
ひとまわりスケールが大きい気がする。
成熟した法治社会の日本と比べ、未開発の原始社会と言って

(lid da-zhao)、廖承志（liao cheng zhi）など中

よい社会では、挑戦心旺盛で、挫折にめげない、たくましい心が

国の近代化、日中関係に大きく貢献した方々を輩出してきた。中

ないと生活基盤を揺るがしかねない国です。従い、この環境に

国の近代化の歴史のなかで早稲田大学は一定の貢献を果たして

慣れると帰国後、日本の環境に就いていけない人も多いようで、

いると言えるでしょう。大隈重信公が提唱した建学の理念である

中国に魅せられ事業を立ち上げそのまま中国に居着いてしまう

東西文明の調和 の信念から中国との交流が深まっています。

人がかなりの数になるのも事実です。

現在、中国から1800名を超える学生を受け入れており、また毎年

小生の友人や彼等を取り巻く仲間達には、75歳を超えて会社

200名を超える学生が中国で勉強しています。そうした背景から

を運営している人、現地の会社の経営幹部として今だに、営業職

早稲田大学の知名度は、中国ではNo．
1と言ってよいでしょう。

をこなしている人など、毎日が日曜日とはほど遠い生活を送って

北京大学は、
1898年、中国最初の国立総合大学として創設さ

いる方も多数います。

れました。中国の最高教育行政機関として当時は京師大学と呼

本帰国して2ケ月が経過し、9月末に、中国の某政府機関から

ばれていました。現在の北京大学との交流は1982年、教員並び

の要請でゲスト、スピカーとして杭州の会議に出席しました。上

に学生交流を促進する《学術交流協定締結》に始まり、2002

海の虹橋空港で飛行機を降り、新幹線で杭州に向かいました

年、教員並びに学生交流を促進する I TS ，GITと、
ソフトウエア

が、上海の空港、上海地下鉄駅での到着出発案内、乗客のおし

ー学院との協定を通じ交流が深化しています。留学制度も、

ゃべり等の雑踏に身を任せた時、懐かし思いに浸り、涙が頬を伝

TSA（語学中心）、ダブルデグリー制度（北京大学での単位取得

わるのを禁じえませでした。75歳を超える北京に住む友人にそ

は同時に早稲田大学との双方から単位取得が出来る）など様々

の内容を伝えましたら、彼も日本から北京に戻ると故郷に戻っ

で留学によるメリットが大きい制度と言えます。

た気持ちに心（こころ）良くする、小生の気持ちが分かると言わ

その北京にも北京稲門会があります。北京大学への留学生も
含め、総勢400名強、月一回の会食交流会、年二回は三田会との

れました。中国は人を引き付ける奇妙な魅力のある国なのです
ね。小生もそれに魅入られた1人なのかも知れません。

会食交流会を行うほか、対抗ゴルフコンペを開催しています。現

中国進出をしたい企業の依頼、日中の経済間の友好促進の項

在、北京稲門会の会長職は日中友好に尽力され元中国日本友

目など、先輩、友人を通じ、中国事業コンサルタントの小生に、寄

好協会会長などの要職を歴任された孫平化先生の御嬢さんの

せられています。日中の相互理解と発展に、
今後の人生に向け

孫暁燕氏が務めています。

貢献できればと思っています。

さて前段はこの程度にし、
中国での人物を見る目について触れ

有志

𠮷 松 峰 夫
赤 池 秀 夫
日置憲二郎
大 橋 忠 弘
中 山 斌 雄
中 村 俊 雄
小 林 好 覚
小田切 晏 彦
野 部 明 敬
小 野 洋一郎
嶺
仁
眞 宅 康 博
牛 田
武
山 田
孝
廣 田
廣
田 中 康 義
清 水
元
寺 沢 和 濃
黒 田 啓 之
黒 川 清 知
青 木 壯 司
山 賀
理
谷 田 成 雄

国分寺稲門会

［S43年･政経］

（順不同）
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国分寺の歴史 その二十

別荘誘致で村の地価は暴騰

市内の主な別荘所在地

好 の 別 荘 地」の 見 出し
で、村 が 別 荘を誘 致 す
る為積極的に手を打って
いる様子を紹介していま
す。村 長 本 多良助、前
府会議員小柳九一郎な
ど 村 の 有 力 者は、村 の
別荘地化が村の発展に
繋がると考えたのです。
今村別荘 1927（昭和2）年ごろ
別荘の誘致で欠かせ
ないのは何と云っても道
路 の 整 備です。村では
1915（大正 4）年、御大
典道路と銘打って、現在
の国分寺駅北口通りを、
敷地や工事費を有志者
からの寄付で賄い、それ
までの 約 3.6m 幅 の 道を
御大典道路 1928（昭和3）年
倍の 7.2mに広げました。
（萩原俊治家所蔵）
また、現在の元町通り
（薬
師道）、国分寺街道北側部分（国分寺停車場小金井道）、
戸倉通り（国分寺立川停車場道）、高木通り（国分寺立川道）
などの道路が、相次いで東京府からの補助を受けて整備さ
れていったのです。
国分寺村で有名な別荘は花沢にあった今村別荘（現日立中
央研究所）です。所有者の今村繁三は、明治期の鉄道事業家、
今村清之助の子で、今村銀行の頭取を勤めた資産家であり、
彫刻家の中原悌二郎などの芸術家を育てた事でも知られてい
ます。大正中期にはすでに建てられていたと云うその別荘は、
土地約16,500㎡、建物約1,000㎡あったと云われています。今
村は別荘に滞在するだけでなく、1923（大正 12）年には国分
寺村に教育費として300円を寄付した他、中央線の電化をそれ
までの吉祥寺から立川迄延長する運動にも力を尽くしました。
この他、現在国分寺駅南口に、武蔵野の自然を残す広さ
21,000㎡の都立殿ケ谷戸庭園は1913（大正 2）年から1915
年にかけて、江口定條（旧満洲鉄道副総裁）によって造成
され、1929（昭和 4）年に三菱の岩崎彦弥太の所有となり、
回遊式林泉庭園として整備されたものです。
しかし、次々と建てられた別荘
は、村当局の思惑通りには村の発
展に繋がらなかった様です。その
原因としては当時の新聞記事によ
ると、これら別荘の一時的新住民
は、土地の人情、習慣に馴染もう
とせず、鎮守の祭りをはじめとする
村の年中行事等の付き合いもなく、
衣類から食料品迄殆んど村の店で
買わず、全て東京で買って運んで
来ると云った具合で、とかく村人の
反感を買う事が多かったのです。
都立殿ヶ谷戸庭園
◆田中康義［S35 政経］
（旧岩崎別荘）

本多一丁目交差点

第一次世界大戦は、日本の経済を急成長させましたが、そ
の好景気の波は、東京の郊外や三多摩にも押し寄せて来ました。
1918（大正 7）年 2月24日付の東京朝日新聞には、「南北
両郡の地価暴騰▽地所売買で成金が続出」とあります。こ
れによりますと、南多摩、北多摩両郡の地価は、1916（大
正 5）年頃から5 割程も高騰し、特に八王子、吉祥寺付近で
は2、3 年前の 3 倍にも成ったとされています。こうした地価の
暴騰は、戦乱による諸物価の値上がりにもよりますが、八王
子での東京府による道路改修、吉祥寺での中央線の電化延
長工事が同年行われる事に議会で決定された事が、直接の
引き金に成ったのです。この為「北多摩郡の鉄道沿線では
地所の売買で2、3 万円から10 万円も儲けた者が沢山ある」
と言われ、いわゆる「土地成金」が続出したのです。「土地
を持っていれば儲かる」と云った日本人の土地への執着は今
も昔も変わらない様です。
さて、国分寺村もご多分に漏れず、土地ブームによる地価
の高騰が、村の様子を一変させてしまいました。
1917 年 12月4日付の東京朝日新聞には、「国分寺村◇絶

協力：国分寺市教育委員会、峯岸桂一氏／参考資料：市の刊行物より
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国分寺市制施行50 周年記念公演

第四回

国分寺寄席 を終えて

前日の豪雨と紛う雨が、9月2日を迎えると快晴の秋空になってい
た。国分寺稲門会役員の皆さんも準備万端、手慣れたもので滞りな
く準備作業を終了。
さて開演。清水元（はじめ）国分寺稲門会会長から、昨日の防災の
日に因み、最初に「2年前の3月11日大震災の折にこのいずみホール
が帰宅困難者の為の宿泊場所に供された」事を話し、併せて「先の
広島土砂災害の被災者
を思い」会 場 の 皆 様と
黙とうのあと、開会の辞
をされ、次に大 橋 俊 郎
市老 連 会長の挨 拶で、
第4回国分寺寄席の幕
が開けた。
なお今回は、元アナウ
ンサーの有吉美紀子さんに司会をお願いした。
先ずはダミーさんのマジックを15分間ばかり。客の一人を舞台に
上げて参加してもらいシルクやリングを使ったマジックを楽しんだ。
前座の駒松が登場。演題は「豆や」。基本である声は大きいのであ
るが、何とは無しに噺を急いでいる感がする。言葉が平坦なのが気
になった。
「豆や」は、気弱な商人に降りかかる悲劇が啖呵と脅しに
よって笑いに変わる訳で、考えれば豆屋は気の毒であるには違いな
い。冷静に聞くと複雑な噺である。
続いて、
来春三月に揃って「真打ち」
になる馬治・馬吉の登場。
馬治の演題は「棒鱈」。関西落語にはない江戸落語。この落語が出
来た頃には薩摩なまりで大威張りする者が嫌われたであろう。
馬吉は「夏泥」を演じて、歯切れの良い江戸瓣で貧乏大工と泥棒
の掛け合いが面白い。オチは「待て、泥棒」で終わるものや「なんだ、
あんなに金をやったのに泥棒とは」
「 だってお前の名前が分からな

WASEDA
NEWS

い」というものもある。
中入り15分の後、翁家和助の太神楽曲芸。テンポ良し、危なっかし
いのも良し、20分余り客を引き付けて大熱演。会場一杯の拍手を頂
戴した。
トリが十一代 金原亭馬生の登場。中山斌雄国分寺稲門会会員
による『いよッ、木挽町』の掛け声よろしく、師匠も「うれしいです
ねぇ、木挽町と声がかかりましたョ」と心持ち良くまくらに入った。
演題は「佃祭り」。
「歯痛は信州戸隠が霊験あらたか」という噺で始ま
る。当時の大川沿いの島々の名前を並べて佃島の名の由来に至り、
佃の祭りの賑わいを見ているかのようにテンポよく進めるかと思う
と、途中で当時はこんな風だったと、チョットした江戸の文化の講釈
を交えて話し、最後の落ちまでミッチリ語ってもらえた。あたかも馬
生独演会に行ったような雰囲気であった。
茶番は「塩原多助一代記」の「あおとの別れ」の段。塩原多助を師
匠、あおの役を和助。馬の着ぐるみを着けた和助さん、
多助の膝に取
り付いて腰を使う仕草の可笑し味にお客さんはドッと沸く。笑い・
涙・
・・・・。
続 いておまけの
「かっぽれ」。お馬さ
ん（和 助）が独りで
踊 り 、次 い で 喧 嘩
カッポレを披露。最
後は馬生一 門と和
助を加えて7人 が、
満場のお客さんの手拍子で賑やかに踊り終えた。
最後に国分寺稲門会副会長：小野洋一郎が終演挨拶と３３３１拍
子の手打で祝って大団円。お客様が満足そうな笑顔で帰路についた
のが印象に残った。
10月3日、清水会長・小野副会長・眞宅幹事とで国分寺社会福祉
協議会：北原会長を訪ねて、金三万円也を社会福祉事業に役立てて
戴くべく献金した事を申し添えます。
（実行委員長 眞宅康博）

2014年HCDと稲門祭

2014年のホームカミングデー（HCD）
・稲門祭は、10月19日
（日）
に開催されました。
HCDは大濱信泉第7代総長が、
アメリカに
は
「校友が母校中心に団結し、
心の故郷としてこれを慕い発展のた
めに助力する」ことで、年一度家族連れで母校を訪ねる慣行を知
り、
これに倣い第1回が1970年に開催されたものです。
本年は創立より132年目、
1965卒業の50年目、
同45年、
35年、
25年、
15年それぞれの方が大学に招かれた。
記念会堂での記念式
典に続き稲門祭に合流し早稲田の杜で親睦を深めてもらった。
2014稲門祭のテーマは、
「世界に飛び出せ」
で地球規模で活躍する校友の姿と、
早稲田大学が創
立150年に向け
「Waseda Vision150」
でアジアのリーディングユニバーシティを目指しグローバルリーダーを育てる取り組みとをイ
メージし開催されました。
大隈講堂前のオープニングセレモニーに続き田原総一郎塾長の大隈塾スペシャル、
Globalお国自慢、
東日本き
ずなプロジェクト、
新生早稲田、
稲門音楽祭、
大隈庭園内パフォーマンス、
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。
国分寺稲門からは清水元、
大橋忠弘、
小野洋一郎、
野部明敬、
中山斌雄、
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
（運営委員/実行委員）
として参画、
記念品抽選会には山田孝、
黒田啓之、
眞宅康博がサポートした。
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）
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ゴルフ同好会のモットーは、
「楽しいゴルフプレーを通じて、
会員相
互の親睦と心身の健康の維持・増進を図る」
ことです。
現在約30名弱の登録会員がいますが、
春・秋年2回開催のゴルフコン
ペの参加者は10名前後で、
もう少し人数がほしいところです。
同好会の第1回コンペは、平成13年に東京国際CCで開催され（開催
日、
人数不明）
、
第2回コンペは、
同13年8月に青梅GCで9名参加で行
われました。
その後、
年2~4回のペースで、
毎回3組前後の参加で今日
に至っています。
本年度は、
5月15日
（木）
に 第 3 7 回 コン ペ を 青 梅
GCで参加者10名で開催
（ 優 勝・日 置 ）、9 月 2 6 日
（金）
に第38回コンペを高
麗川CCにて参加10名で
開催致しました。
優勝者は、
同ゴルフ場の
メンバーでもある若林信
昭会員で、
今回のコンペ予
約手配等で大変お世話になりました。
当日は、
心配されていた台風の
影響もなく、
よく管理された高速グリーンに手こずりながらも、
素晴
らしいコース管理と的確なアドバイスをしてくれた優秀なキャデ
イーさんに助けられ楽しい1日を過ごすことが出来ました。
多謝！
また今回は、新入会員として超若手の丸山哲平さん（平成16年法
卒）
が参加され、
見事BB賞を獲得して、
次回平成27年3月開催予定の
第39回コンペの幹事役を優勝者と共に引き受けていただくことにな
りました。
老若男女多くの皆様のご参加をお待ちします。
（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。
さて、今日の主役は増本さん親子です。息子の良太君は、夏まで
「ガーター除け」
を使っていましたが、
前回はガーター除けなしでスト
ライクを3回も出し、
すっかり自信をつけたようです。
普段のストレス
も、ボーリングのピンが勢
いよく倒れると、
スカッとし
てまた元気になれるそうで
す。
定例コンペ、暑気払い、忘
年会なども毎年開催してお
り、和気藹藹の楽しい仲間
達です。あまりスコアを気
にしないこと、記録よりも

kokubunji toumon-kai club action
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。
参加者随時歓迎！下記迄ご連絡お待ちしています。
（嶺 仁）Tel/Fx：042-324-8600 Email：hitoshi-mi@jcom.ne.jp
（岩崎 明）Tel/Fx：042-321-1563 Email：23akira@sokei.co.jp
（岩崎 明）
連絡先

ゴルフ

5

スキー
都会の喧騒を離れ純白な雪原に想いを馳せませんか。
下記の通り計画していますので是非参加してください。
詳細は決まり次第HPに掲載予定です。又お問合せは巻末の同好会
幹事欄を参照。
TEL&FAX 042-502-8693
12月
1月
2月
3月

軽井沢日帰り
（プリンスホテル）
スキー場
雪は通年を通して人口雪です
東北のメッカ蔵王
2泊3日
樹氷の素晴らしさを堪能する
信州の誇る志賀高原
2泊3日
広大な風景と雪原
フジテンスノーワールド 日帰り
（山賀 理）

麻雀同好会
例会は2か月に1回、
12：30開始で、
国分寺駅南口の
「三千院」
で開催
しています。
競技は半チャン5回の短期戦です。運・ツキ6部、腕4部と云うところ
で、
勝利の女神がほほ笑んだものが勝利者になっているようです。
女
神も参加者に公平に味方しているようで、
ここのところ連続優勝者は
出ていません。
月例大会とは別に2月23日に、
従来行われていた国分寺・小平・東村
山の3稲門会の対抗戦に西東京稲門会が加わり、
第1回4稲門会合同麻
雀大会が「三千院」で開催されました。国分寺は苦節数年対抗戦での
初優勝を飾ることが出来ました。
本年度は5月11日
（日）
、
7月8日
（火）
、
8月17日
（日）
、
9月10日
（水）
に
開催されました。現役の方も参加し易いように、
日曜日にも開催して
います。
特に8月17日の大会は従来の4稲門会に立川が加わり初の5地区対
抗戦でした。優勝は東村山でした。次回は来年2月22日
（日）
を予定し
ています。
なお当会の次の月例会11月は6日
（水）
に開催します。
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なり、
皆和気藹々でリラックス
したひとときを楽しんで
います。
最後にわが同好会で特
筆すべきは、
昭和18年専政
卒の小林好覚さん(96歳)がお元気に参加され、
堅実な負けない麻雀を
打っている事です。
大先輩曰く、
「麻雀はボケ防止に1番！」
とのこと。
（清水 元）
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ハイキング愛好会
発足後15年を経た、
山を愛する者の集まりです。
会員は20名ですが、
最近では大分高齢化が進み、
無理をしない里山や低山歩きをメインと
しています。
近場の青梅線、
五日市線、
京王線、
西武線を中心に午前中2
〜3時間歩き、
下山後は昼食をとりながら一杯というのが、
このところ
の定番になっています。
今秋は10月16日にあきる野市の南沢あじさい
山〜金比羅山を13名で楽しんできました。
一応、
山ですから多少のアッ
プダウンはありますが、
休み休みで3時間、
全員余力を残しての下山と
なりました。
過去の実績
平成 22年
23
24
25
26

春
トトロの森
天覧山
谷根千
平山城址公園
七生丘陵

秋
鳩ノ巣渓谷
日和田山
秋川丘陵
八国山
あじさい山

次回は平成27年の4月か5月頃です。
どなたでもが歩けるコースを計
画致します。
新しい方も是非ご参加ください。
歓迎致します。
（山田 孝）

グルメを作って食べよう会
当会は年2回男性会員が中心になって料理を作り、
それが出来上がり
後2時間ぐらい楽しく食事を味わい、
アルコールを飲み交わす会です。
料理は和食、
中華、
何でもあり、
料理が苦手な方も奮って参加下さい。
高
齢化社会の今日、
男も料理ぐらいできないと、
いざという時に困ってし
まう事必定です。男子厨房に入るべからずの考えは捨てて頂き一緒に
素人料理作りを楽しみましょう！
会は朝10時に本多公民館実習室に集合し、
近くのスーパーに買い出
しに行き、
11時ごろから料理に取り掛かります。
大体2時頃には食事が
スタートしますので1時過ぎには料理を終え、
テーブルのセット等を行
い2時には食事会が始まります。

株式会社 セラミカ
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

食事だけの参加の方も大歓迎です。
食事会のみの方は1時ごろに来て
頂ければ結構です。
会は20人弱の方々が毎回来て頂き、
そのうち6割位
の人が料理作りから参加されています。
どちらから来られましてもOK
ですから、
是非ご参加をお願いいたします。
10月29日には趣向を変え外でグルメを楽しむ会を行い高円寺 か
き小屋で“かき料理”を味わいました。
24人
（内女性6人）
の方々が参加さ
れ、
会は大いに盛り上がりました。
これからも我々が作る会と外でグル
メを楽しむ会を組み合わせ魅力のある会にしたいと思いますのでよろ
しくお願いいたします。
（中村俊雄）

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、
寺沢和濃さんを幹
事役に、
カラオケ好の有志数名によりパークレーンの一室で誕生しま
した。
以後幹事は吉田辰雄さんに代わり会場も国立・カラオケ101／シ
ダックス恋ヶ窪へと移り、
現在幹事は小生が引き継いでいます。
例会は毎月第1金曜日、
13：00〜17：00
（中締）
、
閉会は19：00と長丁
場、歌とお酒で満腹にも拘わらず、二次会へ出かけることもしばしば、
この時ばかりは青春の意気そのものです。
会員は約40名で、例会参加者は近隣稲門会、
三田会も含め常連と都
合付く組の20名内外、
会費は会場費・飲食込で￥2,500。
先ずは誕生月の会員にバースデイケーキとシャンパンとHappy
Birthdayの合唱でお祝いし、
お好みの品のプレゼント贈呈とお決まり
のセレモニィで幕を開け、
その月／シーズンに相応しい歌を2, 3曲を
声慣らしに合唱して、
好きなカラオケに突入する。
歌は懐メロ、
演歌、
ラジオ歌謡、
歌声喫茶時代の想いでの歌、
軍歌等と
続き、
デュエット曲では女声がもてもて、校歌/応援歌でフィナーレと
なります。
どの歌も歌いたい方の参加がOKで、
1, 2, 3番を分担することが多
く、
歌う機会を増やし、
皆の参加を促す、
云わばWork Sharingを実践し
ています。
同じ釜の飯を食った仲
間として和気藹々に貴重
なひとときを過ごしてい
ます。
会員間の交流、
親睦を図
るカラオケサロンとして
意義ある会であるので、会
員皆様の参加を心待ちに
しています。
（清水 元）
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〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町561

TEL 03-5292-6800 ㈹ FAX 03-5292-6871
担当役員 鈴木
（Ｓ５９文学）
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町歩きの会
「町歩きの会」
は ①著名な町を歩く・健康維持／増進 ②その町の歴史
を知る・勉強／知識吸収 ③その町の名物・グルメ・酒を知る・味覚を鍛
錬の3つを目的に発足しましました。
第1回は早稲田大学OBの早稲田大学エクステンションセンター講師
高橋和雄氏の案内で、
母校ワセダ大学を起点に夏目坂〜神楽坂を歩き、
雨にもまけず坂道と歴史とグルメを楽しみました。
2回目は川越市赤い服のシルバーガイドの案
内で人気の定番小江戸・川越を歩きます。
秋の一
日
「世に小京都は数あれど、
小江戸は川越ばかり
なり」と謳われ、松平信綱、柳沢吉保ら江戸幕府
の重臣や親藩が藩主を務めた川越藩の城下町、
今も古い街並みが残る川越を訪ねます。
《日時》平成26年11月21日
（金）9：10 国分寺駅改札前集合
予定ルートは、
国分寺／本川越
（直通）
／大正ロマン夢通り／時の鐘／一
番街蔵通り／菓子屋横丁／他 昼食
（小川菊）
／氷川神社
（山田宮司様によ
る講話など）
／博物館・美術館／本丸御殿／喜多院／中院／小江戸蔵里／
KOEDO LOUNGE
（お茶）
／本川越／国分寺 17：00までには帰着予定。
《幹事》
日置憲二郎 TEL/FAX 042-575-3518 kenhioki-isd.com@jcom.home.ne.jp
清水 元 TEL/FAX 042-321-3310 h.shimizu@bridge.ocn.ne.jp
（清水 元）

国分寺サロン
国分寺サロン誕生
同好会の一つに「国分寺サロン」が加わり
ました。毎月一回、
興味ある事柄について、
そ
の道の、
程々の専門家を招き、
ミニ講演、
質疑
応答そして参加者の自由な談話を楽しむ、
と
いう趣向、
リラックスを促す飲食を伴っての会合です。
第一回は、
名器
「ストラディバリュウス」
のミニコンサートと
「アフタヌーン
ティ」
の夕べ。
ン億円のストラディバリュウスを目の前で弾いてもらい、
音色を
味わい、
ストラドにまつわるエピソードを拝聴し、
触らせてももらいました。
こ
んな経験は初めて、
大いに感激しました。
付録として、
こんな経験もさせても
らいました。
名器の回覧で、
最後に預かった私が、
先生の所に返却しようと席
を立った途端、
「足元に気を付けて！」
との声、
一瞬足が震えて立ちすくんでし
まいました。
潜在意識が瞬時に表層意識に変化したのです。
第六識が五識を
凌駕したのです。
心が行動を支配し、
一歩が踏み出せませんでした。
ゴルフのイップス病も、
無縁と思っていましたが、
案外そうでもなさそ
うです。

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

第二回は、
落語・南京玉すだれの芸能を楽し
み、
懐かしの歌声喫茶と応援歌を歌おう。
これは、これまで親しんできたJazz &
Coffee店
（校友の会員が経営）
が閉店になる
ので、
お別れ会を込めた催し。
全て会員の自作
自演でやりました。
次回は、国宝展（10月〜12月、東京国立博物館）にちなんで、事前に国
宝の見どころを解説してもらい、
鑑賞に役立てよう、
と企画中です。
このように参加者が興味ある事柄を選び、
実施していくので、
数ある同
好会のホールディングカンパニーのような存在になると思っています。
是非、
気軽に足を運んでください。
お待ちしております。
（野部明敬）

国分寺句会
国分寺稲門会に新しい同好会として俳句の会が誕生いたしました。
名づけて
「国分寺句会」
。
国分寺稲門会の会員にかぎらず、
俳句に興味を
お持ちの方に広く門戸を開放しております。
俳句の経験のある方はもち
ろんのこと、
俳句は初めてという方も大歓迎です。
どうか奮ってご参加く
ださいますよう、
お待ちしております。
記念すべき第一回の句会は、
11月21日
（金）
午後1時より本多公民館
で開催されます。
12月以降は、
毎月第三土曜日午後1時〜
4時、
原則として本多公民館での開催にな
ります。投句は5句持ち寄り、
そのうち1句
は兼題です。
（11月句会の兼題は
「湯豆腐」
）
講師は、
清瀬市で俳句結社
「隗」
（かい）
を
主宰する俳人協会会員・細見逍子氏で、
そ
のきめ細かい指導ぶりは定評があります。
会費は、
句会参加の都度2200円
（講師謝礼2000円、
事務費200円）
で
す。
（欠席投句の方は、
1000円）
月例句会以外にも、
殿ヶ谷公園、
深大寺などに吟行を行って句作のヒ
ントを得ると同時に、
メンバー相互の親睦も図る計画もあります。
帰りに
居酒屋に飛び込んで、
ビールのジョッキを片手に俳句談義に花を咲かす
のも吟行の楽しみの一つです。
俳句同好会の立ち上げについては、
5年ほど前から構想が練られていま
したが、
赤池秀夫さんが転勤先の中国から帰国されたこともあって、
よう
やく発会の運びとなりました。
第一回の句会には、
立川稲門会、
清瀬稲門会
からの参加も予定されており、
幸先佳しと幹事一同張り切っております。
俳句の本質は
「写生」
にあり、
「写生」
は右脳で得られるイメージです。
右脳を活性化する俳句は、
若さを保つ秘密兵器。
ノートに鉛筆一本、
それ
に歳時記と辞書があればほかに何も要りません。
皆さんも俳句を始めて
みませんか？
（黒川清知）

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？
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 宮沢由起子
社労士 美登路和成
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第42回 国分寺稲門会
平成26年度

「大隈講堂」

総会

平成26年6月7日（土）17：10〜20：50国分寺サロン
「飛鳥」にて、総会、記念講演会及び懇親会が開催され
た。小野洋一郎副会長の司会で開会、山賀 理会長の挨
拶、ご来賓の紹介に続いて総会議事に移り、議事は（1 ）
平成 25 年度事業報告を清水元幹事長、会計報告を野部
明敬会計幹事が各々説明、黒川清知監事の会計監査報
告（ 2 ）26 年度事業計画（案）、同予算（案）について各々
清水、野部が説明、
（3）一部役員改選（案）について野部より説明があり、山賀
理会長、百瀬道子幹事が退任し、新人事として、清水元が新会長に又大橋忠
弘が新幹事長に就任することが承認された。その他の案件はなく議事は終
了、山賀理の謝辞に続き、大学を代表して崎山裕子 早稲田大学 地域担当部
長の挨拶と大学からの報告説明があり総会が終了。
続いて記念講演に移り、
「 早稲田の栄光」の演奏に続き西原春夫 早稲田大
学名誉教授・第 12 代総長が登壇、
「 早稲田大学の本領はサブカルチャーの強
さにある - その淵源と系譜 - について」と題し、本来のカルチャーの脇にある
サブカルチャーを・最大の淵源大隈重信、坪内逍遥、安部磯雄からの系譜に
ついて、明治時代に遡り、早稲田と云う大きな渦が成した功績を顧み、纏め
られ、ご披露された。皆様大いに関心を持って拝聴、大いに感動を受けた。次
にマンドリン、ギター二重奏のミニコンサートが続き、懇親会に移る。司会
は大橋忠弘新幹事長に替わり、清水元新会長の挨拶、来賓代表三多摩支部支
部長山内 巌、井澤邦夫国分寺市長、小林隆夫国分寺三田会副会長各氏の挨
拶、谷田成雄相談役の乾杯のあと歓談に移る。
再びマンドリン、ギター二重奏を楽しみ、新入会員 浅野道博、江口和俊、江
連孝雄、大矢康一の紹介、早稲田祭ス
タッフの紹介とお願い、同好会の近
況と PR など、最後に第二の校歌と云
われる「人生劇場」を北原輝久のリー
ドで大合唱し、フィナーレは、高橋
勇のリードで校歌斉唱・エール交歓
を声高らかに歌い上げた。青木壯司
の閉会挨拶でお開きとした。
（清水 元 記）

国分寺稲門会新役員
役職名
会 長
幹事長
顧 問

氏名
清水
大橋
山賀

元
忠弘
理

<平成26年度一部改選＞
住所／地区
国分寺市東恋ヶ窪
国分寺西町
国分寺市日吉町

学部／年度
38法
47理工
34法

新入会員募集
本会は設立四十二年、
国分寺市在住・勤務するワセダの校友の組織です。
校友の多様性が早稲田の活力であり誇りです、
是非この機会に
「国分寺
稲門会」
ご入会いただきますよう。
◎お問合せ 右記各地域担当幹事、
若しくは大橋忠弘宛て電話/FAXにて
ご連絡下さい。

入会、
情報、
連絡、
相談何でも受け付けます

地 域 別 幹 事
●地域
北町／並木
西町
東戸倉／戸倉／富士本
光／高木
新町
日吉
内藤
西恋ヶ窪
東恋ヶ窪
東元町 1，2 丁目
東元町 3, 4 丁目／南町
西元町／泉
本多
本町
その他外部

●氏名
●連絡先
黒川清知
042-301-3581
大橋忠弘、
（増本千明） 042-576-7346
黒田啓之
042-300-0305
中山斌雄
042-576-9630
眞宅康博
042-301-1660
丸山哲平
080-1023-4547
小野洋一郎
042-577-0175
野部明敬
042-321-2757
清水 元
042-321-3310
廣田 廣
042-323-2651
寺沢和濃
042-323-0546
中村俊雄
042-313-8442
赤池秀夫
042-326-6119
山田 孝
042-301-8271
大橋忠弘
042-576-7346

国分寺稲門会に入会し同好会活動を共に楽しもう
同好会名

氏名

代表者連絡先

■ゴルフ
日置憲二郎
3 042-575-3518
■ゴルフ（早慶対抗）野部 明敬
3 042-321-2757
■ボーリング
岩崎明、嶺 仁
3 042-321-1563
■スキー
山賀
理
3 042-502-8693
■麻雀
廣田
廣
3 042-323-2651
元
■麻雀（早慶対抗） 清水
3 042-321-3310
■ハイキング
小田切晏彦
3 042-321-1096
■同
山田
孝
3 042-301-8271
■カラオケ
清水
元
3 042-321-3310
中山 斌雄
■グルメ
3 042-576-9630
中村 俊雄
■同
3 042-313-8442
清水 元、小野洋一郎、山田 孝、
■町歩きの会
中山斌雄、日置憲二郎、中村俊雄、
吉松峰夫、野部明敬
3 042-321-3310
■国分寺サロン 野部明敬、清水 元
3 042-321-2757
黒川清知、吉松峰夫、 3 042-301-3581
■国分寺句会
赤池秀夫

● 同 好 会 活 動 幹 事のご紹 介

編集後記

元

◆さて最近は︑﹁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 もスパー グロー バルユニバーシ
ティを目 指す︑グロー バルリー ダーの育 成を目 指すな
どとグローバル
︵ Grobal
︶を強調しています︒グローバ
ルはもともと球体︵ Grobe
︶から︑地球や地球儀を意味
するようになり︑﹁ 地 球 規 模の﹂と云 う 意 味につかわれ
ていま す ︒インタ ー ナショナル︵ International
︶︑ユニ
バーサル
︵ Universal
︶
などそれぞれの言葉は広がる感
じが 時 流に合っているようです ︒国 際 化はますます 進
行し︑
いよいよ地球もボーダーレスになっています︑光
の速さで情報は世界を駆け巡っています︑
イスラム国兵
士への若 者の参 加 ︑
エボラ出 血 熱の伝 染 ︑I T 犯 罪 な
ど︑その利便性の裏側には恐ろしい現実もあります︑未
だ防止策・コントロール策は追いついていません︒デジ
タルよりもアナログ時代が恋しく︑懐かしく思えます︒
さて︑V is ion 1 5 0では校友・地 域との生 涯にわ
たる連携の強化が掲げられており︑国分寺稲門会も
﹁地
域と共に・早稲田とともに﹂
のスローガンのもと母校愛
と地域愛を原点に︑会員相互の交流・親睦・大学事業へ
の支援で︑
更に進化して行く積りです︒
◆ 清水 元

●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

2001年10月に発行された「大隈講堂切手」が、本年10月に販売
が終了となった。13年間にわたって増刷を繰り返してきたこの切手
も遂に廃棄処分される。ただ新宿北郵便局の風景印（消印）には
画家の薮野健教授デザインによる大隈講堂が採用されている。
早稲田のシンボル大隈講堂は1927年10月に竣工、
高さ125尺（約
38メートル）は大隈侯が提唱した「人生125歳説」にちなんでいる。
大学の創立125年（2007年10月）にあたり、内部を大幅にリニュ
ーアルし、同年12月4日国の重要文化財（建造物）に指定された。
大隈講堂のあの鐘の音を聴きながら我々は学問にサークルに青
春を謳歌してきた。そして外部の人も例えば脚本家の内館牧子氏は
「東大の安田講堂より大隈講堂の
ほうがずっと好き、安田講堂は重
厚な建物にしか見えないが、大隈
講堂は喜怒哀楽を内在してなにか
言葉を持っている気がする。」また
新国劇の名優故島田正吾は2001
年一人芝居「白野弁十郎」を縁の
深いこの講堂で95歳の身で熱演、
芝居を終えた島田は満員の校友、
観客と共に「都の西北」を大合唱、
感動のるつぼと化したという。
（黒川 清知）

