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近況雑感
令和も2年目を迎えました。早稲田大学は2032年の創立
150年に向けた中期計画「VISION 150」を昇華、田中愛治
総長のもと「 NEXT STAGE」の実現に向かって鋭意尽力し
ているところです。
国分寺稲門会は1973（昭和48）年5月21日、国分寺勤労
福祉会館にて産声を上げ、再来年は節目の50年を迎えます。
会報の発行もこの度70号を迎え、急激に進むＩＴ化の中でコ
ミュニケーションツールとして重要な役割をはたしています。
本会会員は140名が登録され、こぢんまりと纏まった組織
ですが、コアメンバーの参加、協力に牽引され、会員の交流と
懇親、地域貢献、大学との連携に実を挙げています。加えて
「地域と共に・早稲田と共に」をモットーに国分寺市民との交
流を目的にした「国分寺寄席」、
「コンサート/演芸」なども高
い評価を頂き、継続して実施しております。
会員の年齢構成は60歳以上が半数近くを占めており、若手
会員と女子会員の参加を増やすことが当面の課題です。
さて、本年は「2020年東京オリンピック」の開催年で、ス
ポーツ界はもとより、経済、政治に亘り明るい展望とモチベー
ションの高い希望の年が期待されていましたが、昨年末の中
国・武漢から始まった新型コロナウイルス（COVID-19）の世
界的な感染拡大により、オリンピックも史上初めて1年間の延
期になり、我々の日常生活にも大きな制約が生じ、日本経済も
沈滞が懸念されています。
早稲田大学に於いては感染拡大防止の見地から、卒業式は
見送り、入学式は延期、その他のイベントも中止になりました。
国分寺稲門会の諸行事については大学から9月19日まで中
止や自粛の要請が出ており、6月7日開催予定の第48回総会
も創立以来初めて見送りになりました。
古来人類は感染症との永い戦いの歴史があり、ペニシリン
やワクチンの発見などで制圧してきました。ノーベル賞作家ア
ルベール・カミュの「ペスト」はフィクションですが、ペストの恐
ろしさと極限状態での人間の等身大の姿などが細部にわたっ
て描かれており、貴重な参考本として、この時期読者が増えて
いるようです。

さらに申しますと、国分寺の地名の由来である武蔵国分寺
の建立も、遠く奈良時代に流行した伝染病（天然痘）と関連が
あることはよく知られたことです。当時、猛威をふるっていた
疫病や天災の終息と護国、鎮魂のために聖武天皇（在位724
～749）は741年に全国67の地に国分僧寺と国分尼寺造営の
詔を発布しました。
新型コロナウイルスの感染は世界200ヶ国、300万人に拡
大、死者も20万人を超え、収束の目途が見えぬまま、世界は感
染症と戦っています。往時の人々の神仏にすがる純粋な祈願の
心は現在でも充分通じるものがあり、大いに理解できます。早
期の収束と回復を祈りたいと思います。
この危機を脱した後は、ポストコロナウイルスとして、グロー
バリゼーションがさらに進化する中で、
「回復・成長」をキー
ワードに経済の仕組み、ビジネスモデル、サプライチェーン、労
働形態、科学技術の見直し、リスク対応力などが重要課題にな
るでしょう。
最後に、会員の老齢化に関し一言、皆様「フレイル」はご存
じですか？介護が必要になる手前の「心身が衰えた状態を表
す」言葉です。
「介護のお世話」になることなくいつまでも長
生きし、いつまでもイキイキ暮らす為の備え「フレイル対策」
が大切です。そのヒントは①ストレスを溜め込まない。②適度
な運動、睡眠とバランスよい食事。③広く人間関係を良好に
保ち、プラス思考で、時間を上手に使う・・事などと云われて
います。折からの新型コロナウイルスには免疫力を高めるこ
とがカギであり、フレイル対策と共通しています。是非心がけ
たいものです。
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。是非一緒にエンジョイにしませんか。
（S38・法）

国分寺稲門会第48回総会の開催は取り止めに致しました。
新型コロナウイルスの感染に対処するため、4月7日政府は緊急事態宣言を発
出、また、早稲田大学からも2020年9月19日まで稲門会活動の中止、自粛要請
が出ております。当分の間上記に鑑み6月7日開催予定の第48回総会、同好会活
動及び8月25日開催予定の第10回国分寺寄席は取り止めに致しました。
なお、総会はマンドリン楽部の出演で「同部所属準ミス日本・霜野莉沙さんの
講話」、
「ミニコンサート」などを予定していました。ご出演いただける日が早く来
ることを祈ります。
また、重要な議事案件については変則ですが、2月に実施された大学校友会
「代議員会」の手続きに倣い登録会員の皆様にE-Mail、郵送などにて総会付議
事項を通知し、賛否の回答をいただく予定です。何卒ご理解賜りたく宜しくお願
い致します。
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◆山岸

信雄

セツルメント活動
昭和50年（1975年）4月、法学部に入学して数日後、8号館1階で「新

さて、氷川下セツルメントには、
この近

入生の方ですね。セツルメントの法律相談部に入りませんか？」と勧誘

辺の大学、東京教育大、お茶の水女子大、

を受けた。
（セツルメント？
！ 秩父セ…メ…ト、小野田セ…ン…、あれはセ

跡見学園女子大、東京大、東洋大、中央大

メント会社か、セツル…って一体何だろう？）

（御茶ノ水にある頃）
そして早稲田大の学

「セツルメント
（ Settlement ）とは、地域社会に根を下ろし、地域の

生が参加していた。法律相談部の外、児

人々との個人的な接触を通して、ボランティアとして医療相談、法律相

童部、生活保護部などがあり、早大からは

談、教育活動などを行い、地域福祉の向上を図り、ひいては地域社会を

法学部生と教育学部生が参加していた。

改良しようという運動です！」と、明解な説明を受けた覚えはないが、そ

メンバ ーはセツラーで あり、セツラー

のようなものらしい。法学部に入学したばかりで、正に法律のホの字も

ネームで呼び合った。活動の中心は地元

知らない者が、大学に顧問もいない非公認の法律相談部に入部したの

の教育大生を核とした児童部だったが、

は、何か社会の役に立つことをしたいという熱い思いからだったのだ

理論ではなく実践が重要だと強調されていた。
法律相談部では、地元の公民館などで法律相談を受け付け、班毎に

ろう。
セツルメントは、1870年代のイギリスで産業革命後に発生したスラ

事案を担当したが、
どの法律のどの条項を適用すべきかという視点で

ム地域にケンブリッジ大学やオックスフォード大学の学生が住み込ん

はなく、相談者との交流を密にして解決を急ぐことなく、事案の背景に

で、住民生活の向上を目指したのが始まりだとされている。日本の学生

何があるのかを追究するケーススタディが行われた。離婚問題や日照

セツルメントは、関東大震災時の救援活動で活躍した東京帝国大学の

権問題が主であったが、相談者宅訪問を繰り返して本音を聴き出し、何

学生による帝大セツルメントが先駆けとなったが、治安維持法下の弾

故そのような状況に至ったのか、相談者に何を助言すべきかを検討し

圧で一旦消滅。戦後、昭和24年のキティ台風の被災者救済活動に東大

合った。それが実践活動であり、活動経過をセツラー会に報告し、人格

の医学部生が携わったことが契機で東大セツルメントが発足し、その

面も含めて批判し合うのであった。それを徹底したものが「個人総括」

後、全国の大学に広まった。

と呼ばれた。その議論には負けたくないので、若いエネルギーを燃やし

地域に根差した活動であり、私の法律相談部は氷川下セツルメント

必死に勉強した。この実践活動は、地域の人々の暮らしや子供たちの

だった。茗荷谷駅前の交差点を渡り、左側に当時の東京教育大学がある

純粋な行動に接しながら、社会全体の構造を見渡し、人とは何か、人と

湯立坂を下りて行くと千川通りに至る。その先が小石川植物園だ。この

社会はどうあるべきかという解のない壮大な課題との格闘だったのだ

辺りがかつての小石川氷川下町だが、私の学生時代には、既に町名は

と思う。

現在の大塚3、4丁目、千石2、3丁目になっていた。千川通り沿いには零

2 学年からは専門科目が増えて関心も次第にそちらに移り、夏休み

細な印刷工場が多く、徳永直の「太陽のない街」の舞台となったところ

の合宿を最後に、私も含め多くのセツラーが活動から去っていった。司

で、昭和の初めは、
「不良住宅地区」と呼ばれていた。私の学生時代でも

法試験を突破した者の多くは弁護士になったが、裁判官や検察官に任

茗荷谷駅の券売機前で、裁断機により指先を失った人々を見かけたこ

官した者もいる。公務員試験に合格して当時の大蔵省、警察庁、参議

とがある。

院、都庁に入った者、区役所でケースワーカーとなった者などが多く、会

千川通りに面した千石2丁目に当時、
「セツルメント病院」があった。

社員は少数だ。検察官となったM 君（赤門）は現在、最高裁判所判事の

これは、昭和28年に設立されたセツルメント・ハウスに併設された診療

職にある。国連の女性差別撤廃委員会委員長を2期務めた弁護士の H

所で、平成12年に「氷川下セツルメント診療所・歯科」として大塚3丁目

女史（稲門）は、都立高校時代からの闘士だ。

に移転。跡地は「老人保健施設ひかわした」になっている。この建物の

活動拠点となっていた東京教育大学は、筑波大学創設に伴い昭和53

前の植込みの中に、
「氷川下セツルメント草創の地」と書かれた碑が残

年に閉校した。セツルメントの活動は時代とともに意義を失い、消滅し

されている。

たかと思われたが、児童部の子ども会活動は存続していた。平成2年、

<1953年この地にセツルメント・ハウスが設立された。戦災で疲弊し
た地域で健康・生活・文化の向上を求める活動は、当施設開設の礎と

セツルメントの名を外し、
「氷川下こども会」として独立。現在、お茶の

なった。>

ルとして活動を続けている。

水女子大、東洋大及び大妻女子大の 3大学公認のボランティアサーク
［S54年

法学部］

（五十音順）
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国分寺の歴史 その三十一
中世の国分寺
武蔵国分寺の変容 国分寺は全国的に見て、平安時代初
頭を最盛期として、以後は次第に衰えて行きました。文献で見

ると、祠の前には高さ4尺（1ｍ）強の石が有り、
その四方に四
雷王の文字が金色で記されていたとの事です。

ても、
九世紀頃から各地で倒壊したと云う記事や、
国内の他の
寺院を転用したと云う例が目に付く様になります。
武蔵国分寺も10世紀半ばから、
寺地（東西8町、
南北5町の

教心は弁財天に教えられた通り、
四雷王のお札を作り、
人々
に配りました。
これにより災難を逃れた人は数知れず、大変尊
ばれました。先の霊石は雷王石と呼ばれ、
信仰を集めていまし

範囲）
の区画溝が埋まって、
寺地内に竪穴住居が建つ状態に
なり、11世紀にはそれが寺地（伽藍中枢部）
にまで及び、衰退
は明瞭になります。
その一方で、修造を数度（939年、1002年、

たが、石を汚す者がいて今は池の中に沈んでしまったとの事
です。

1023年）実施した記事も見られますが、
どの程度のものであっ
たのかはよく分かりません。
平安時代は、後代になる程地方政治の乱れが大きくなった
時代で、既に9世紀の資料に「凶猾党をなし、群盗山に満つ」
と記されています。10世紀に将門の乱が起こり、地方武士団
が台頭して来ました。国分寺にとって、
国家の保護と援助が弱
まった事が、
衰退に直接結びついたと考えられます。
以上の動きと合わせて注目されるのが、武蔵国分寺の寺院
としての性格の変化です。当初の国分寺は、仏教の力で国を
守る目的で華厳宗など各宗の研究をする今日の大学に近い
内容のものでした。
しかし、平安時代に入り、真言宗と天台宗
が盛んになると、国分寺の仏事に祈祷が取り入られ、真言宗
化が進みます。それを示すかの様に真言宗の本尊の大日如
来を種子で記した緑釉花文皿が出土しています。
また、現世
り や く
利益を期待する薬師如来信仰と、極楽往生を期待する阿弥
陀如来信仰が盛んになったのも平安時代からの事です。信仰
の中心は、
当時、力を付けて来ていた地域の有力者達で、国
家と並んで、
武蔵国分寺に様々な援助を行うようになりました。
国分寺は、平安時代末頃から鎌倉時代にかけて、当初の官
立寺院としての性格を弱め、
地域の人々の帰依と寄進に依存
する度合いを深めて行きました。そして、武蔵国の宗教・文化
の一拠点になったものと考えられます。現在見られる薬師如来
像は、平安以後の作と考えられ、
こうした歴史の理解の下でと
らえたら良いと思います。

真姿池の伝承 848（嘉祥元）年、絶世の美女と評判だった
玉造小町は、
不治の病にかかってしまいました。彼女の顔は次
第に醜く変わり、
人々が避けて行く程に成りました。小町は或る
日、
武蔵国分寺の薬師如来が、
霊験あらたかである事を聞き、
詣でて心から病気全快を祈りました。
そして、21日目、突然童子が現れて、小町を池に導き、
「この
池の水で身体を洗いなさい」
と言うなり姿を消しました。小町は
お告げを信じ、
身体を洗って祈りました。
やがてふと目をやると
美しい元の自分の姿が映っているではありませんか。小町は
病が治ったことを喜び、
薬師如来と弁財天に心から感謝しまし
た。小町の本来の姿が映ったとして、
里人は弁財天の池を
「真
姿の池」
と呼ぶ様になったと云う事です。
小野小町は百人一首にこの様な歌が残されています。
「花
の色は 移りにけりな いたづらに わが身世にふる なが
めせしまに」
（桜の盛りはむなしく過ぎてしまった。春の長雨が
降り続いている間に。
それは、
あれこれと物思いにふけってい
るうちに年をとり、
容色が衰えた私のようだ。）。
真姿の池の伝承は、弁財天や薬師如来の霊験談、土俗的
な信仰と国分寺とが結びついていった例証と云う事が出来る
でしょう。
なお、
これらの話は「国分寺医王山縁起」
と云う書物
に掲載されています。現有する最古の物は、府中の大國魂神
社にあって、
1335（建武2）年作成の原本（亡失）
の写本を再度
1665（寛文5）年に書き写したものと記されています。
（その内
容は江戸時代初めの改作とみる説も）

◆田中康義
（S35・政経）

国分寺が地域の寺院として守られ、
民衆の信仰と結びつい
ていった様子は、伝承をみても伺い知る事が出来ます。国分
ほこら
寺跡近くに、弁財天の祠と真姿の池が有りますが、
ここにまつ
わる話を二つ紹介致しましょう。

雷王石の伝承 武蔵国分寺に教心と云う僧がおり、
日頃か
ら弁財天に人々の幸せを祈っていました。828（ 天長5）年、彼
のもとに異相の男が現れ「私は浦島と申す者で、弁財天の使
いでやって来た」
と語ります。
「貴僧も承知の通り、金光明経7

国分寺僧寺イメージ図

の巻に四雷王の文字が記されている。四雷王は、雷の災いは
言うまでもなく、
人間の諸諸の災難を打ち払って下さる。
この文
字を記して世間の人々に与えよ」こう云うと、浦島は教心に
伴って池（真姿の池）
に行き、
弁財天の祠に姿を消しました。見

お鷹の道

真姿の池 弁財天 昭和36年
（1961）
協力：国分寺市教育委員会、本多図書館、参考資料：国分寺市刊行本
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相模国分寺を訪ねて
先に「国分寺建立と武蔵国分寺」
（会報60号平成27年）
を記しましたので、今回はお隣の
相模国分寺を訪問しました。3月中旬、
コロナ災禍の初期、
当初予定した現地学芸員との面談
相模国分寺僧寺跡全景

も避け、隠密行動で見学してきました。

見聞の目的は、武蔵国分寺との比較も含め3つの課題。西暦741年、聖武天皇による
「国分寺建立の詔」で要請されていた 1. 立地条
件：風水害が少なく、
交通至便、
四神相応の地に適合しているか 2. 国分寺のシンボル：七重塔の状況

3. 歴史的背景の一つ：天平の

疫病大流行。
1.

相模国分寺史跡は、神奈川県海老名市国分南、神奈川県のほぼ中央に位置し、古くから水田や畑が開墾され、穀物の生産、相模

川並びに分流での漁業、奈良時代に構築された運河（逆川）
などの水利に恵まれた交通至便な場所です。風水害からの安全・安心を享
受している国分寺市民と同様の環境下にあると認識しました
（同地域に40年住んでいる友人にもヒアリング）。
相模国分寺の立地の最大の謎は、国分寺が相模国府の近くに建てられなかった事です（諸国国分寺の多くは国府近くに建築、武蔵
国分寺と武蔵国府《府中》は近所）。
その理由は何か?

①近くに未発見の国府があった?

②元々小田原（千代廃寺）
にあり、後に海老

名に移転された? など諸説がありましたが、現在のところ ①国府は平塚市四宮遺跡などから同地が有力

②海老名の寺院跡から発

掘された瓦などから、現史跡が741年詔によって建立された国分寺である事はほぼ間違いない、従って現在では

③当時寺院建築に携

わった壬生氏の根拠地（高座郡）
に近いから、
との説が有力との事です。
しかし壬生氏は関東地方で多くの寺院建築を手掛けているの
で、此所だけ地元優先は考え難いのです。一介の部外者が物証もなく仮説を提示するのは僭越ですが、次のように推理して見ました。
①8世紀前半は国家の律令制も固まり、国分寺建立の詔を遂行する国府の権限も強力

②奈良時代に始まった最初の神仏習合は

「神は仏法を守護する」
という考え方、
そして諸国の国府を守護し、寺院を鎮守する神社が建てられ（国府八幡宮）、相模国府の鎮守社
は恐らく平塚八幡宮である。
この事から今推理の根拠を求めて、平塚八幡宮社を紐解いてみますと、社伝として、
「380年（仁徳天皇68
年）
と推古天皇期（592～628年）
に、
この地方に大地震が起こった」旨の記載がありました。
以上から国分寺建立の責任者である相模国府（或いは国司）が平塚八幡宮と相談・熟慮の結果、津波の心配がなく、風水害が少な
い、比較的交通の便も良く、守護・監督しやすい内陸部に建設を決定したのではないかと推測します。
2.

七重塔について

国分寺のシンボルともいえる七重塔は、現在その史跡が整備され、当時の基壇の様子が復元されています。
「一辺29m深さ1m掘り下げ、粘土質の褐色土と黒色土を交互に突き固める版築工法で土台を造成。掘り込み部
分の淵から3.75m内側に、
やはり版築で一辺20.4m高さ1.35mの基壇を造成。
この基壇に重量、数ｔ～十ｔという大
きな礎石を16個据え、
その上に一辺10.7ｍ高さ約65ｍの七重塔を建てたと見られている」。現在1/3のスケールで
七重塔の復元レプリカが海老名中央公園に展示されています。一方武蔵国分寺は塔跡が二か所に見られ（場所
が55ｍ離れている）、
引き続き調査中のようです。
3.

天平の疫病大流行について

七重の塔

光明皇后が国分寺創建の必要性を強く勧め、聖武天皇の国分寺建立の発願となった動因の一つに天然痘の大流行がありました。
735年（天平7）九州北部（大宰府管内）
で発生した天然痘は、瞬く間に全国に広がりました。後年の推計では、死亡者数は、人口の25～
35％、100万～150万人になり、当時の人々には地獄を見る思いだったでしょう。2017年これを題材とした小説「火定（かじょう）」澤田瞳子
著（第158回直木賞候補作）が発表されました。光明皇后の設立した施薬院で働く医師を主人公とし、医療現場での苦難と社会の混乱
を描いたものです。只今の新型コロナのパンデミックを見通したかのような作品です。

中国料理「龍栄」
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北口より徒歩5分

http://jacaranda.jpn.com/

TEL 042-321-0005

042-321-3231

町歩きの会

野部明敬（S36･法）
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大隈重信侯を
（1）
支えた婦人たち！
大隈重信は佐賀の七賢人に数えられ、
若くして教育者として佐賀藩弘道館で活躍し、
維新政府から招かれて江戸に出仕したのが慶応4年のことでした。
現在の日本の礎を築いた政治家であり早稲田大学を創設して多くの人材を輩出しました。
数々の偉業を達成した彼の人格形成・活躍の影には賢い女性がありました。
大隈三井子、
大隈美登、
大隈綾子、
大隈熊子の4人、
今回は生母三井子に焦点を当てましょう。
右の写真は油彩画で、佐賀大隈記念館所蔵のものです。
右に重信、中に三井子、左に綾子が描かれています。
三井子（1806～1895）
は佐賀藩士杉本牧太の次女として生まれ、19歳で大隈信保に嫁
ぎました。2男、2女の母となり重信12歳のとき夫と死別、
そののちは女手一つで大隈家を守り
子どもを育てました。
重信の幼名は八太郎でしたが、甘えん坊・弱虫で泣いてばかり、5歳まで母の乳を吸って
いたそうです。三井子はその頼りない八太郎のことを決して責めたり咎めたりしないで、心優
しく慈愛に満ちたまなざしで見守っていました。
几帳面で度量が広く、信心深く慈愛に満ちた人柄であったようです。
長じて15、6歳頃の重信は乱暴者で、
まるでガキ大将になっていましたが、友達も多くなり
大勢が家に来ても、
三井子は手料理の馳走で皆をもてなして歓迎してくれていました。
その頃の教えに『腹が立って喧嘩しそうになったら、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と10
回唱え、
それでも怒りが治まらないなら、
何とでもしなさい』
と諭されたといいます。
重信が江戸に出た翌年三枝綾子と結婚することになって、急遽三井子は上京します。佐
賀に美登という嫁がいるのにという思いもあったのでしょうか。
ところが三枝綾子に会った三井子はすっかり気に入って佐賀に帰り、
美登を説いて鹿島藩士犬塚鋼領に嫁がせ、美登の娘熊子と共に東京に向かったのでした。
その頃、築地本願寺の傍らに5000坪
の敷地を国から譲渡され、大邸宅を構えていた重信は、熊子には専属の家庭教師をつけて高い教養を身につけさせ、立ち居振る
舞いは三井子によって教え込まれるという具合だったそうです。
三井子はまた、重信42歳の厄年の厄払い祈願にと、不忍の蓮池などから蓮茎を集め、
蓮糸を繰り集め京都西陣の伊達弥助に一
反の布を織らせ、
もって48枚の曼陀羅を幅にして48の名刹に奉納したという、子を思う親心と深い信心の人であったということです。
1899年、暴漢に襲われ右足を失った折にも重信は『愛国の精神をもって行動した志士なり』
と言ってその暴漢を咎めなかったの
も、
母三井子の精神を受け継いだものであるのでしょう。
重信は生涯母を尊敬し大切にしたと言われています。
大隈三井子の五訓があります。 ①ケンカをしてはいけません。 ②人をいじめてはいけません。
③いつも先を見て進みなさい。 ④過ぎたことをくよくよ振り返ってはいけません。
⑤人が困っていたら助けなさい。 今もって通じる教えのように思われます。 （敬称略）
眞宅康博（S37・法）

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？

社会保険労務士

● 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

黒田社会保険
労務士事務所

範治
（S51卒）
横溝 大門

税理士 宮﨑

信博

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
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免疫力

北原 輝久（国分寺市社会福祉協議会

会長）

●国分寺稲門会の皆さんに感謝

毎年7月社協会員会費、
10月赤い羽根、
12月歳末助け合い募金等、
皆様より暖かいご協力を賜り、
まず心より深謝申し上げます。
さら
に、
この９年間毎年10月末に清水会長、幹部の皆様に福祉センターにご来訪いただき、稲門会会員全員の気持ちですと今や稲門会
ビッグイベントとなりました第11代金原亭馬生一門による国分寺寄席収入の一部をご寄付いただいて
居ります。
この誌上から大変恐縮ですが、
社協役職員一同、心から感謝申し上げます。
本年は第10回記念国分寺寄席が開催される予定のところ、新型コロナウイルス拡大のため中止と
なったのは大変残念です。次回開催の際には引き続きご協力賜り、清水会長と幹部皆様の福祉セン
ターへのご来訪を、首を長くしてお待ち申し上げます。

●「外に出ない！！」
「人に会わない！！」新型コロナにかからないためにシニア
（私）に出来ること

国分寺稲門会様来訪

この原稿を書いている4月6日のテレビで、明日から1ヶ月間愈々緊急事態宣言が発令されることが報じられています。我々国分寺稲
門会会員は常日頃、特に多くのクラブ活動に参加し、
ウイルスに負けない体内抵抗力、免疫力を高める努力をし、私は特に次の4か条
の実行に努めて居ります。
❶「三密」
は勿論避け、
新型コロナがいそうなところには絶対に、絶対に近づかない。
❷ 朝早く起き
（5時）
、
朝日を浴び、
決まった時間
（22時）
に床につき、
常に体内時計を狂わさない。
❸ 血液、
リンパの流れが良くなり、
免疫力が維持向上するよう積極的に身体を動かします。
❹ 免疫細胞の機能を低下させるストレスは絶対にさける。
ストレスのある時はウイルスがしのび寄り、時にヘルペスを呼びます。

●82歳「晩期高齢者」の健康心得 「一・十・百・千・万」

70才より健康維持と認知症予防の心得として、
石川恭三先生の教えを実践努力し、
なんとか「やる気」
を持ち続けて居ります。

（一読）：
（十笑）：
（百吸）：
（千字）：
（万歩）：

一日一度まとまった文章を読む。
一日十回位大笑いする。
一日百回位深呼吸する。
できれば一日千字、
文字を書く
（日記をつける）。
一日一万歩挑戦する。

―「人生100年、
死ぬまで歩こう 自分の脚で！！」―

社協は平成30年度
に法人化50周年を
迎えました。

－S36・政経－

第10回 『国分寺寄席』の開催延期!!
【悔し涙の記】 国分寺寄席実行委員長 眞宅康博
コロナウイルス禍（COVID19）のために、9回続いた『国分寺寄席』も第10回開催を延期せざる
を得なくなりました。誠に残念至極でございます。
思えば、平成19年国分寺稲門会の「稲穂祭」に、落語家を呼んで一席やって貰おうとの企画が
平成19年稲穂祭
あって、金原亭馬生師匠、金原亭駒ん奈、馬吉（今は馬玉）の三人が出演しました。急拵えの高座
馬生・駒ん奈・馬吉出演
は、清水、
小野両幹事が赤毛氈や分厚い座布団を持ち込んで準備万端OK！
馬生はこの名代を継いで8年目の脂の載りきった噺家、駒ん奈は荻野アンナ慶応文学部教授、馬吉も二つ目として前座を務めて、参
会の会員・家族大盛り
（色紙は右上に掲載）上がりでした。
それから4年経ちまして、
馬生の弟子も馬吉・馬治・駒松と増えましたので、一度国分寺でも落語会を開催したら…という話が持ち上が
り、第一回『国分寺寄席』を開催。
平成23年（2011）8月22日（月）、市報に掲載された一文は左下の通りでございます。
いずみホールの370席を毎回余すことなく9回まで満席御礼の盛況で、市民の皆様から「国分寺の夏の風物詩」
と言われ、
また市福
祉事業にも些かなりとも協力して参りました。第10回目はオリンピック開催とも重なるので、年初より馬生師匠
に出演を依頼しており日取りも会場も決めておりましたものを、1月末俄におきましたコロナウイルス騒動が今
日まで続いております。全く予想外のことであります、残念至極に思います。
オリンピックの開催延期よりも我々は
悔しい思いであります。
コロナウイルス禍の終息を待って、必ずや第10回目の『国分寺寄席』を開催したいと思っております。国分
寺寄席をご贔屓の皆さんに次回開催をお約束して稿を閉じます。
第一回『国分寺寄席』市報掲載
－S37・法－
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国分寺句会の5年半
国分寺稲門会の俳句同好会（国分寺句会）
が、清瀬市で俳句結社「隗（かい）」
を主宰されている細見逍子先生を講師にお招
きして、
本多公民館のステンレスのテーブルの実習室で第一回の句会を開いたのは平成26年11月のことでした。
「街歩きの会」
「国
分寺サロン」
などと並んで国分寺稲門会の同好会の中では新顔とも言える当会ですが、今年の5月で早くも発足5年半を迎えます。
発足当時の11名の会員は1年後には15名に増え、
その後一人も欠けることなく現在に至っております。句会は盛夏の8月を除い
て毎月開かれますが、発足以来一度も欠かしたことがないのは特筆すべきことかと思います。今年1月から始まった新型コロナウイ
ルス感染症の拡大の影響を受けて、各種会合が相次いで中止される中で、当会も3月、4月の例会が中止となりましたが、代わり
に、
インターネット・Faxなどを駆使した
「テレワーク句会」
を開催、
外出自粛の無聊の日々を俳句で慰めることができました。
残念なことですが、細見逍子先生は都合で本年3月をもって講師を退かれることとなりました。5年余の長きにわたりご指導をい
ただきましたご恩に改めて厚く御礼申し上げます。
（お許しを得て、先生からのお手紙を以下に掲載させていただきます。
また、先生
の選になる一人一句で5年半の軌跡の一端をご覧ください。）
後任講師として、国分寺稲門会会員でもある安西

篤先生（本名

安斎篤史

S31・政経

略歴下記）
をお迎えできるのはこ

の上ない喜びです。実際にご指導を仰ぐのは、現在の緊急事態宣言が解除されてのちになりますが、句会一同期待に胸をふくらま
せているところです。

吉松峰夫（S35・政経）

安西 篤先生略歴◎金子兜太に師事、
「海程」
（代表・金子兜太）編集長を経て海程会会長、現在は「海程」後継誌「海原（かいげん）」代表。現代俳句協会顧問、朝日カル
チャーセンター俳句講座講師。句集「素秋」等４冊 著書・共著「金子兜太」
など５冊。

国分寺句会
国分寺句会の皆様へ
新型コロナウイルス流行の折、不自由な生活を強い
られるこの頃ですが、皆様にはいかがお過ごしで

国分寺句会

五年半の一人一句

しょうか。

細見逍子 選

平成26年から足かけ7年お世話になりました国分寺句会ですが、
私事により今月をもって終了し、皆様のご校友安西篤先生に後任を

冬ざれやきざみて捨つるはづれくじ

黒川 清虚 （国分寺）

種袋恋文のごと封開く

赤池 秀夫 （国分寺）

白酒を盃に注ぐ別れかな

内田 博司 （国分寺）

遊ぶ子の暮れても騒ぐ麦の秋

清水 星人 （国分寺）

在りし日の妻の声する冬うらら

眞宅 泉舟 （国分寺）

晩酌のやがて寝酒や妻の留守

舘

りもジェントルマン揃いの国分寺句会の皆様の向学心と寛容さに心

今さらに君よりの文猫の恋

千原 延居 （国分寺）

うたれておりました。

長生の箸をあがなふ朧かな

野部 明敬 （国分寺）

紅葉山一村浮かれもせず暮るる

吉松 舞九 （国分寺）

探梅や振り向くことのうまくなり

梶原 由紀 （国分寺）

総ルビの文學全集冴返る

大畠

才能・実力・経歴をお持ちの方です。今後も先生のご指導のもとご健

トンネルの大口開けて山笑ふ

押山うた子 （武蔵村山）

吟されますよう心よりお祈り申し上げます。

燕の巣夜も赤々と町工場

佐竹茂市郎 （立川）

米搗きの汗と粉糠に塗れけり

中村 憲一 （豊島）

髪を切ることの重さや春浅し

藤木ひろみ （中野）

お引き受けいただくこととなりました。
皆様には長きにわたりつたない私をお引き立ていただき、心よりお
礼申し上げます。
出発時はほとんどの方が俳句初心者でしたが皆様ご熱心で見る
見る間に上達なさいました。句会の雰囲気も和気藹々としていて、毎
月国分寺に伺うのが楽しみでした。毎夏、
お招きいただいた
「国分寺
寄席」
では顔が崩れるほど大笑いさせていただきました。
そして、何よ

本来ならばお目にかかって、お一人一人にお礼を申し上げなくて
はならないのですが、
この事態で不可能になりました。本当に有難う
ございました。
安西先生は俳句界の重鎮で、新参者の私など足元にも及ばない

新型コロナウイルス感染も予断を許さない状況です。
くれぐれも身
の回りにご注意されご自愛くださいますようお祈り申し上げます。
令和二年三月

細見逍子

爽風 （国分寺）

薫 （清瀬）
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同好会活動
ゴルフ同好会
2019年11月7日（木）に久邇カント
リークラブで定例の
「第11回早稲田大学
校友会ゴルフ大会」が開催されました。
全国の稲門会から213名の方が参加し
ますので、
ゴルフ場を貸し切り、
ショット
ガンスタートと言って、
各ホールにあら
校友会ゴルフ大会
かじめ2組程度を配置しておき、定刻に
全ホール一斉にスタートする方法でプ
レーを開始します。
国分寺稲門会から毎
年4名が参加していますが、今年は残念
ながら個人・団体とも次回に望みをつな
ぐ結果となりました。
2019年11月13日
（木）
に国分寺市民
同好会47回例会
体育大会のゴルフ大会が青梅ゴルフ倶
楽部で開催されました。
総勢75名の参加者のうち、
国分寺稲門会ゴルフ
同好会からは6名が参加しました。
国分寺市体育協会が主催する体育と
してのゴルフなので、
年齢に関係なくゴルフ場利用税は免除です。
当日
は天候にも恵まれて、
当同好会のメンバーの高柳修一さんがシニアの
部で優勝、
大橋忠弘さんがグランドシニアの部で準優勝されました。
2019年11月19日
（火）
に青梅ゴルフ倶楽部で同好会の定例
「第47回
親善ゴルフ大会」
が参加者11名で開催されました。
好天に恵まれて、
同
窓同好の方々と楽しい秋の一日を過ごしました。
優勝は松村英明、
準優
勝は宮坂尚利さん、
第三位は池田健次さんでした。
2020年4月現在、
世界は新型コロナウイルスの感染拡大による未曾
有の危機にありますが、
この危機を乗り越えた後は、
ゴルフで更なる健
康増進を心がけましょう。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
お問い合わせはゴルフ幹事まで。
［今後の活動予定］
１．
2020/4/21 国分寺稲門会
「第48回親善ゴルフ大会」
吉見ゴルフ場（新型コロナウイルス感染予防のため中止となりました）
２．
2020/5/8 国分寺市シニアオープンゴルフ大会
東京バーディクラブ（新型コロナウイルス感染予防のため中止となりました）
３．
2020/7 国分寺稲門会・国分寺三田会懇親ゴルフ対抗戦
昭和の森ゴルフコース
４．
2020/9～10 国分寺稲門会
「第49回親善ゴルフ大会」
場所未定。
現役会員の参加を促すため、
休日開催を検討
５．
2020/11 第12回早稲田大学校友会ゴルフ大会
久邇カントリー倶楽部
６．
2020/11/11 国分寺市民体育大会ゴルフ大会
青梅ゴルフ倶楽部
（松村英明）

ボーリング同好会
当会は国分寺稲門会発足時に元会長の林久仁於氏がオーナーの国分
寺パークレーンを会場に発足した古い同好会です。
当初は会員、
家族が
大勢参加され、
家族大会でした。
その後東大和に移転致し、
ボーリング人口、
ボーリング場も減りまし
たが有志で早朝ボーリングを楽しんでいます。
（ただし、
現在は新型コロ
ナウイルス問題で当分休止）
1月の参加者は4人の熟練、
初心者で3Gのスコアは449~67でした。
原則毎月2回、
第2・第4日曜日、
会場は東大和市駅前のBIGBOXです。
幹事岩崎 明迄ご連絡下さい
（TEL042-321-1563） （岩崎 明）

麻雀同好会
麻雀同好会では、
隔月
（原則奇数月）大会を開催、往年の雀士が麻雀
ゲームを楽しんでいます。
平成13年9月第1回の大会を開催して以降、
回を重ね今年3月で第111回目を迎える予定でしたが、
新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響で大会開催を見送らざるを得なくなりました。
この
騒動が少しでも早く終息し安心した状態で牌を握れるようになること
を願うばかりです。
直近の三大会108回～110回での上位入賞者は以下の通りでした。
優勝
準優勝
3位
108回
（2019/09）
久保田、
＋125 水落、 ＋47 坂本、
＋46
109回
（2019/11）
舘、 ＋91
久保田、
＋57 水落、
＋32
110回
（2020/01）
坂本、 ＋249 水落、 ＋98 阿部、
＋88
参加者は各会とも16名でしたが、
ここ3回の大会は久保田、
水落、
坂本
さんの3方がほぼ上位を独占し、
その実力を大いに発揮しました。特に
注目されるのは、
110回大会で優勝した坂本さんの得点です。
大会では
半荘5回
（1時間制）
行い総得点で順位を決めることになりますが、
249
点は、
過去の優勝者の最高得点記録です。
この3方の好調な基調が今後
も続くのか、
興味あるところです。
上記の定例麻雀大会とは別に、8地区
稲門会麻雀対抗戦が年2回行われます。
第11回目となる大会が、
今年、
2月15日、
東村山の雀荘「園」で40名（各チーム5
名）
が参加し開催されました。
この会は、
小平、
東村山、
国分寺3稲門会の交流戦が
110回例会入賞者
スタートでしたが、その後、他稲門会か
ら参加要請があり、現在の8地区対抗戦
に発展したものです。今回は、立川稲門
回が都合悪く欠席になりましたが、
代わ
りに武蔵野稲門会が参加することにな
り、予定通り8チームで対抗戦が行われ
ました。
国分寺稲門会からは、
廣田、
日置、
国立会場熱戦風景
中山、舘、青木の5氏が代表として、参加
しました。
団体戦の成績は、
1位、
西東京、
2位、
武蔵野、
3位、
小平で残念な
がら国分寺は5位に終わりました。
次回は8月に開催の予定です。
国分寺
稲門会は過去3回
（1、
3、
8回）
団体戦優勝してます。
そろそろ優勝しても、
と思うのですが。
（青木壯司）

ハイキング愛好会
新型コロナウイルス蔓延の影響で、4
月に予定していた春のハイキングは中
止になりました。秋には新しい計画で皆
様にお諮りしたいと思います。
昨秋は16名で昭和記念公園に行きま
した。
誰でもが歩いたことがある身近な
公園ですが、
隅々までは詳しくないだろ
うと、
西立川口から入り砂川口を経て立
川口を出る、約8km、3時間のコースで
す。
今回のメインは黄葉した銀杏木の絨
毯と紅葉のもみじを楽しむことです。暑
くなく寒くない一日を、
さながらおしゃ
べりタイムのような状態で散策しまし
た。
レインボープール、
かたらいのイチョ

カナール

みんな原っぱ
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国分寺稲門会に入会し
同好会活動を共に楽しもう
ウ並木、
こどもの森、
こもれびの丘、
日本庭園、
みんなの原っぱ・
・
・。
時期
的には、
黄葉の中に緑が混ざっている銀杏木があり、
少し早かったよう
です。
一方モミジの紅葉は進んでおり、
今が盛りの状況でした。
季節を合
わせるのは花と同様、
難しいものです。
午後になると人出が増えてきたので、
グランデュオの謝朋殿に会場
を移し、
中華料理に舌づつみを打ちながら、
歓談に花を咲かせました。
最近の傾向としては、
高齢者向けの低山、
里山を中心に、
疲労が残らな
い程度に2～3時間歩くというスタイルを続けています。
雰囲気は和気
あいあい、
初参加の方でも直ぐに打ち解けられること請け合いです。
多
数の方のご参加をお待ちしております。
最後に最近歩いたコースと人数
を参考までにお知らせいたします。
27・11 28・5 28・11 29・3 29・11 30・5 31・3 令1・11
行先 トトロの森 飯能尾根 高尾山 玉川上水 根川緑道 多摩川堤 野川公園 昭和公園
参加者 15
12
11
13
16
12
14
16

（山田 孝）

カラオケ同好会
「カラオケ同好会」
は昭和50年代にスタートし、
昭和・平成・令和と歴
史を紡いできました。
現在の登録会員は40名強。
その約3割が近隣稲門会
（6団体）
の方々で
す。
会員の卒業年次も幅広く、
最長老は昭和26年卒、
最若手は平成卒で
す。
幅広い地域・幅広い年代の方々に愛されて、
活動を続けています。
同好会の開催は毎月第1金曜日。20名前後が参加します。
13時に開
始、
17時中締め、
有志は残って18時過ぎに閉会。
長丁場ですが、
遅刻・早
退の出入り自由のフリータイムです。
但し参加費は一律徴収です。
会の初めに
「その月の誕生日の人」
をお祝いするのが習わしです。
90歳
の方が誕生日ケーキのロウソクを吹き消すのは感動です
（写真）
。
Happy
Birthday を全員で合唱して記念撮影・プレゼント贈呈。
毎月欠かさずこ
の行事を行います。
皆さん研究熱心で、
新曲ご披露、
外国語の歌
（英語・スペイン語・韓国
語・中国語など）
、
語り中心の歌などが次々とご披露されます。
平均年齢
も後期高齢者に近い方々と思いますが、
皆さんお元気です。
そしてよく飲みます。
喉も胃腸もお元気です。
「歌とお酒は百薬の長」 これからも
楽しい時間を過ごしていきます。
（大橋忠弘）

kokubunji toumon-kai club action

E：Eating→食べる
まさにPEACEです。
会場は器具が充実している公民館の調理室を借用し、
調理担当5～8名
により、
近くのスーパーで20～30人分の食材買出しに1時間、
悪戦苦闘
の調理に2時間半、
酒も入ってワイワイの食事会が2時間の段取りです。
時には、
グルメ舌を確かめるために、
外食に繰り出すこともあります。
今回は、
ここ数年に開催したグルメ会の紹介と好評料理ベスト5をご
紹介しましょう。
●グルメテーマと料理紹介
グルメテーマ
作って食べた料理
いくつになっても ①蛤の酒蒸し ②竹輪とピーマンの辛口炒め
お節句
③人参と牛蒡のおつまみステイック
④手羽先唐揚げ名古屋風 ⑤鶏牛蒡なべ
⑥五目ちらしずし
定番 中華三昧
①海老焼売 ②青椒肉絲 ③麻婆豆腐
④芙蓉蟹
（蟹玉） ⑤棒々鶏 ⑥五目炒飯
⑦肉まん ⑧卵スープ
旬を楽しむ
①筍と若布の煮物 ②いんげんの胡麻和え
③こんにゃくのオランダ煮 ④焼き筍
⑤鰹のたたき ⑥小海老と小柱・帆立のかき揚げ
⑦豚肉のやわらか角煮 ⑧筍ごはん
北海道を楽しむ
①函館産いか飯 ②男爵芋のコロッケ
③十勝豚のスペアリブ
④アスパラとカニ風味のお浸し
⑤手打ちつけ汁うどん
（ごま汁・肉旨み汁）
韓国料理を楽しむ ①ナムル
（胡瓜とワカメのナムル）
②ヤンニョムチキン
（鶏から揚げ甘辛ソースあえ）
③ナクチポックン
（蛸の辛炒め）
④スンドゥブチゲ（豆腐チゲ）
⑤サルパプ
（韓国風肉ご飯）
⑥プチムゲ
（野菜チジミ）
プルコギ ⑧キムチ
⑨ミヨックク
（ワカメスープ）
居酒屋料理を
①油淋鶏ユーリンチ ②おでん
楽しむ
③モツ煮込み豆腐 ④鯵の南蛮漬け
⑤ひつまぶし ⑥山芋とりんごの酢の物
●好評グルメベスト5
1位
2位
手打ちつけ汁うどん 手羽先唐揚げ
地粉を練り上げ、手羽をじっくりと揚
足踏みを繰り返 げて甘辛タレとゴ
し、ごま風味汁と マをまぶした名古
肉入り汁につける 屋名物風来坊の味

3位
ひつまぶし
熱々うな丼を半分
食べてから、出し
汁・薬味をかけう
な茶も楽しむ

4位
いか飯
いかの胴体に足の
切り身、もち米を
詰め甘辛に煮込
む

5位
山芋とりんご酢の物
山芋とりんごを薄
切りにし、甘酢で
和えたデザート風
酢の物

2019年11月

●グルメ会風景

2020年2月

2020年2月

グルメ・作って食べよう同好会
人類の
「衣食住」
充実が世界平和の原点であることは言うまでもあり
ません。
特に
「食」
は一瞬にして食する人を笑顔にし、
平和
（PEACE）
をも
たらす最強の力であり、
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、

食材仕入風景

食べよう！飲もう！

●外食風景

「牡蠣小屋」
で堪能

7
9

屋上会場で風景も肴に

地階での三密

（担当幹事：中村俊雄・中山斌雄）
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国分寺句会

町歩きの会
町歩きの会は東京とその周辺の名所・旧跡を巡り、その土地の歴史
や文化を学ぶ楽しい会です。
その土地の名物料理と美酒も味わい、会員
同士の懇親をはかっています。
寺、神社、遺跡、博物館、有名人の家や墓
等を訪ね、その時代を学びながら、先人を偲んでいます。
毎回 20 名程
度の会員・ご家族が参加されています。
東京のことは分かっていると思っておられる方が多いですが、東京
生まれの人も含めて意外に何も知らないことを、この会に参加されま
すと気づかされるのではないでしょうか。東京には町を歩いてみて初
めて気が付く魅力が多々あります。歩くのは7～8kmの平坦な道です
し、
休憩も適時とっていますので、
どなたでも参加頂けます。
次回は、新宿駅から四ツ谷駅まで歩く計画です。
江戸六地蔵の一つの
内藤新宿の太宗寺も見学します。ここを訪れますと町歩きの会で現存
の「六地蔵」の品川寺（品川区）
・東禅寺（台東区）
・真性寺（豊島区）・霊
巖寺
（江東区）全て廻ったことになります。
計画後に新型コロナウイルスの感染が全国に拡がり、政府からは緊
急事態宣言の発出、大学か
らは稲門会活動自粛要請に
なり、当分の間延期するこ
とになりました。
適度な運動にもなり、名
物料理と美酒を嗜む別の楽
し み も あ り ま す。参 加 さ れ
たことのない方は、一度是
非参加頂ければと思いま
す。必 ず お 楽 し み 頂 け る と
思います。
清澄庭園の集合写真

令和最初の新年句会
1月18日（土）、今年の初句会が午後1時から本多公民館で開かれまし
た。
平成26年11月に産声を上げた国分寺句会の6度目の新年句会です
が、令和と年号がかわって初めての新年句会でもあります。
暖かな三が日から始まった今年の正月でしたが、初雪となった当日、
集まった句友は13名。欠席投句の3名を加えて、フルメンバー16名のに
ぎやかな句会となりました。
公民館一階の食堂から取り寄せたコーヒーに、会員有志から差し入
れのお菓子を前に、講師の細見逍子先生、代表幹事の黒川清虚さんのご
挨拶があり、そのあとはいつも通りの句会に進み、正月恒例の細見先生
の選による天・地・人賞にはお年玉が渡されました。
初句会のお題は「新年の季語一切」
。俳句を始めた人のバイブルとも
言える歳時記には、春・夏・秋・冬の分類のほかに「新年」
の一項があり、
沢山の季語が並んでいます。
「初春」
「初夢」
「屠蘇」などめでたい季語の
中には
「嫁が君」
という珍しい言葉も出てきます。

子（ね）の歳のわれこそ嫁が君なるぞ

以下は、今年初句会の天・地・人の各賞の句と細見先生による選評。
◎天賞

（清水

フィナーレ

初富士に思はぬ高さありにけり

吉松舞九

いつも見慣れているが、年が明けて初めて仰ぐ雪をかぶっ
た富士山は雄大で、改めて「こんなに高かったのだ」と驚く
ばかりだ。
◎地賞

稲門会会員／家族／市民のサロンとして、音楽、講話、特技などを会
員及びその分野の専門家にご披露頂き、ティーとワインで楽しい時間を
共有する会です。
第 1 回は「名器ストラディバリウスでの名曲演奏」で
スタート、会員の出演は眞宅康博、野部明敬の漫談／落語、小野洋一郎、
庸子夫妻の南京たますだれ、中山斌雄収集のレコード鑑賞、江連孝雄の
「歌声喫茶」
の愛唱歌を唄う、清水 元の
「紅茶を楽しむ会」
等でした。
こ
こ4年は会員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」にて『Xmas ハウス・コンサート』が女性プロジャズシンガーのス
タンダードジャズ、グリークラブOBの懐かしの歌、ピアノ／バイオリ
ン／ソプラノ歌手のミニコンサート、オルケスタ・タンゴ・ワセダの
アルゼンチンタンゴ等で開催されました。
ここ2年は幕開けに降誕祭の
お話を国分寺南教会の深山祐牧師にお願いしました。今春にはTV出演
も多く有名な医学博士で管理栄養士の先生による「シニア時代の健康
維持と免疫力」をテーマに講演を考えていましたが、新型コロナウイル
ス感染拡大で見送りました。
いずれ時機をみて開催の予定です。

細見逍子

この日、講師の細見先生が出された作品の中の一句。
「嫁が君」
は正月
三が日に鼠のことをこの忌み名で呼ぶ風習から季語に取り入れられた
ようです。細見先生の誕生日が1月3日であるところから、子年にかけ
てご自身を「嫁が君」と詠んだ俳諧味にあふれた一句ではあります。

（中村俊雄）

国分寺サロン

2019年のコンサート

kokubunji toumon-kai club action

過ぎし日を全て是として除夜の鐘

大畠 薫

大晦日、除夜の鐘が鳴り始めた。今年一年の出来事が思い出
される。中には後悔もあり反省もあり。でも、すべては過ぎ
てしまったこと。八十路を越えた身としては、あれもこれも
含めて「ゆく年」として「くる年」を迎えてみようと思う。
◎人賞

買初やハズキルーペに哲学書

野部明敬

新年初めての買い物は、今話題のハズキルーペ。ついでに、
ちょっと小難しそうな文庫の哲学書でも買ってみるか。あ
の賑やかしいコマーシャルと哲学書の取り合わせが面白
い。
創設から7回目の新年を迎えた国分寺句会、今年はどんな作品が生ま
れるのでしょうか。楽しみな一年の始まりです。
（吉松峰夫）

元）

2020 国分寺句会新年句会
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国分寺句会 近詠一人一句
しぐるるや町の本屋の廃業す
初笑ひ狸と笑ふ信楽人
隅田川石投げてみよ桃青忌
わけもなく湯豆腐となり猪口二つ
波のたり蜜柑の埋む瀬戸小島
左義長や龍の一文字舞ひあがる
老々の介護も楽し豆を撒く
買初やハズキルーペに哲学書
初富士に思はぬ高さありにけり
冬ぬくしまるい器に汁を注ぐ
過ぎし日を全て是として除夜の鐘
母の齢越えて八年や松飾
七福神小銭が尽きてしまひけり
取敢へず目にとび込みし大根買ふ
仕舞風呂湯を抜き終へて年明くる
◆講師
時雨るるといふ京言葉バス待ちて
やとせ

同好会幹事のご紹介

冬・新年
の部

黒川 清虚（国分寺）
赤池 秀夫（国分寺）
内田 博司（国分寺）
清水 星人（国分寺）
眞宅 泉舟（国分寺）
舘
爽風（国分寺）
千原 延居（国分寺）
野部 明敬（国分寺）
吉松 舞九（国分寺）
梶原 由紀（国分寺）
大畠
薫（清瀬）
押山うた子（武蔵村山）
佐竹茂市郎（立川）
中村 憲一（練馬）
藤木ひろみ（中野）

同好会名

氏名

ゴルフ

日置憲二郎

042-575-3518

松村

英明

042-322-7757

ボーリング

岩崎

明

042-321-1563

麻雀

青木

ハイキング

山田

カラオケ
グルメ
町歩きの会

細見 逍子（清瀬）

代表者連絡先

壯司、日置憲二郎

042-201-3786（青木）

孝

042-301-8271

小田切晏彦

042-321-1096

清水 元、大橋忠弘、江連孝雄

042-321-3310（清水）

下山 登、久保田一輝

042-576-7346（大橋）

中山

斌雄

042-576-9460

中村

俊雄

042-313-8442

日置憲二郎、
野部、
山田、

042-575-3518（日置）

中村俊雄、中山、清水

042-313-8442（中村）

国分寺サロン

野部明敬、清水 元、日置憲二郎

042-321-2757（野部）

国分寺句会

黒川清知、 吉松峰夫、

042-301-3581（黒川）

舘 外博、 赤池秀夫

042-573-5764（吉松）

WASEDA NEWS
QS社「QS Graduate Employability Rankings 2020」について
４年間報告しております英国QS社の「QS Graduate Employability Rankings 2020」が発表され、早稲田大学は国内
ランキングでは第2位、国内私学では昨年に続き第1位、世界ランキングでは34位となりました。評価指標は、雇用者に
よる評価、卒業生の活躍、人材輩出状況、主要企業との共同研究実績等の項目からなり、企業との連携や学生の卒業後
の活躍が評価されました。この評価は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、大変うれしい結果です。

［10 月18 日（日）開催］

2020 稲門祭

於 キャンパス･ 大隈庭園･ 大隈講堂 他

早大OB・OGの年に一度の最大のお祭り「2020稲門祭」と卒業後15、25、35、45、50年目の校友を母校に招く「2020
ホームカミングディ」が2020年10月18日（日）早稲田アリーナ、早稲田大学キャンパス、大隈庭園にて開催予定です。
テーマは「今だ！ 早稲田 Think globally, Act timely」です。現在世界的な新型コロナウイルスの蔓延で開催が難しく
なっています。
予定している大隈講堂でのオープニングイベントは「古関裕而名曲集～永遠の応援歌～」です。古関裕而は早大応援歌
「紺碧の空」の作曲者で、放送中のNHK朝ドラ「エール」のモデルです。早大の音楽サークル（グリークラブ、交響楽団、
ハイソサエティ、ニューオルリンズジャズ、マンドリンなど）OB・OGが出演して名曲を奏でます。その他稲門音楽祭、各種
のセミナー、模擬店など盛り沢山です。校友、在校生、家族等参加歓迎です。

2020稲門祭記念品販売
国分寺稲門会
会員の皆様へ
2020稲門祭記念品

当会への販売目標が設定されています。
毎年皆様のご協力で目標を達成しております。
絶大なるご協力をお願い致します。
●利益は全て在学生への奨学金になります。ご協力をお願いいたします。
●ご購入金額2,000円につき1枚付く福引券で豪華景品が当たるチャンス！
●記念品のご購入は下記の下山 登もしくは幹事にお申し付けください。
◎記念品販売担当は…幹事代表 ・下山 登 TEL 042-577-1220
幹事・吉松峰夫、
中村俊雄、
山岸信雄、
清水 元

●プルオーバージャンパー

¥10,000

●オリジナルデザイン帆布トートバッグ ¥4,000
●ネクタイ ¥4,000
●ちりめん金封ふくさ エンジ/紫 ２点セット ¥4,000
●ウイスキー「早稲田の杜」 2020稲門祭記念モデル
●ジェットストリームボールペン ¥2,000
●ゴルフボール

¥2,000

●マイクロファイバークロス ３枚セット ¥2,000
●タオルはんかち２枚セット ¥2,000

¥4,000（６本 ¥24,000）
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稲穂祭

第27回 国分寺稲門会
第27回稲穂祭は、2019年12月1日
（日）
、中国料理
「龍栄」
で
74名の出席の下、開催された。大橋忠弘の軽妙な司会により
清水元会長の挨拶で開会。来賓挨拶では、奥村佳郎早稲田実
業学校事業部長から2001年に早実が国分寺市に移転して来
てからの経過、井澤邦夫国分寺市長から市の人口急増が指摘
された。続いてクラシックコンサート。伊藤茉帆
（ピアノ）
、金子
眞理繪
（ヴァイオリン）
、吉岡茉美
（ソプラノ）
の女性トリオ。格調
高い音色が響き渡った。北原輝久の乾杯で懇親会に突入。井
上徹国分寺三田会幹事長の祝辞に続き、初参加の会員の自己
紹介。村上公一早実学校長が到着し挨拶の後、恒例のバザー
オークションでは￥46,000の売上げ、
ビンゴゲームでは全員
が息を弾ませた。
フィナーレは、
「 紺碧の空」
と
「若き血」
による早慶応援歌合
戦、校歌斉唱とエールで盛り上がり、日置憲二郎の閉会挨拶。
女性トリオも並んで全員で記念撮影。満足度の高い忘年会と
なった。

「6月7日のワセダ」
6月7日に予定されていた第48回総会、
その6月7日のワセダをタイム
スリップしてみよう。1954年（昭和29年）の6月7日は第1学生会館が開
館した日である。南門前に道路を隔てて図書館（現會津八一記念博物
館）と向かい合い、早稲田大学出版部の隣（現小野梓記念館）に開館し
た。地階は食堂とラウンジ、
1階と中2階はラウンジ、
2、
3階がサークルの
部室で28室に合計70余のサークルが利用、当然複数のサークルで相
部屋となる。当時管理運営権は学生側にあると大学に要求し、
解決する
までしばらく利用が出来なかった。
それから11年後、
1965年12月に第2学生会館が竣工したが、
翌年学
生に占拠され、管理運営権をめぐり大学・学生双方の話し合いがつかな
いまま封鎖され無人のまま放置されてきたが、1980年15年ぶりに開館
された。しかし今は無く跡地は大隈記念タワーになっている。現在は立

[来賓]
村上公一早稲田実業学校校長、奥村佳郎事業部長、井澤邦夫国分寺市長、井上徹国
分寺三田会幹事長、高橋伸一副幹事長、大野正道府中校友会会長、鈴木幸雄国立稲
門会副会長、小野沢純一幹事長、佐竹茂市郎立川稲門会常任幹事
[会員／家族]
清水 元、野部明敬、役員１８名、青木壯司夫妻、浅谷佳秀、浅野 剛、飯塚 正、石田
康博、石田雅子、岩崎 明、内田博司、大倉 萌、大橋忠弘夫妻、小田切晏彦、小田切
三千代、川北智司、河原紳雄、北原輝久、木俵康之、久保田一輝、黒川清知夫妻、酒元
大介、紺野広芸、島崎幸男、下村良介、下山 登、陶久 清、谷口和典、千原一延、常見
太郎、林紀久子、原 俊男、広瀬明夫、藤野博之夫妻、松友 了、宮坂尚利夫妻、百瀬
道子、矢地宏一、山口慶一、横川純子、米本 薫
[演奏者]
伊藤茉帆、金子眞理繪、吉岡茉美
（山岸信雄 記）

派な学生会館が戸山キャンパス内にある。

第１学生会館（昭和29年撮）

（黒川清知）

第２学生会館

2019年度 新入会員のご紹介
●大倉 萌
（平31法） 本 多
●川北智司
（昭53政経） 内 藤
●酒元大介
（平3教育） 本 町

五十音順

●小俣直哉
（平13商） 西恋ヶ窪
●紺野広芸
（平16法） 本
多

新入会員募集
本会は設立48年目、
国分寺市在住・勤務する卒業生の組織です。
校友の多様性が早稲田の活力であり誇りです。
是非「国分寺稲門
会」
にご入会いただきますよう。

地域別幹事
編集後記

◆ 新 型コロナウイルスの感 染 が パンデミック
となり、
世 界に拡 大されています。グロー バル
化の進んだ現在では未曾有のことで、
治療薬、
ワクチンの開 発・治 験 が 世 界 的 規 模で急 がれ
ているものの、
依 然 として危 機 的 状 況 が 続い
ています。
一刻も早い終息を願うばかりです。
最 近〝
〞が求められ、
T Vを見る
時 間 が長 くなりました 。4 月 からN H Kテレ
ビ小 説では古関 裕而をモデルにした
〝エール〞
が始まりました。
母 校の第一応 援 歌〝 紺 碧の空 〞
は 彼の 歳の 時
の作 曲で、
全 国 デビューの第一弾であり、
現役、
OB、
OGの心 を 結 ぶ応 援 歌・愛 唱 歌 といってい
いでしょう。
さて、
本年の総会はコロナウイルスの感染拡大
によ り 、創 立 以 来 初 めて 中 止 にな り ま し た 。
〝道が窮まったかのようで他に道があるのは世
の常である〞
と大隈候は言っておられます。
新 年 度 を 迎 え、
役 員一同 、
創 意 工 夫で更に満 足
度 を高めた 会の運 営を心 がけた く、
会 員の皆
様のご支援、
ご協力をお願い申し上げます。

◎お問合せ
下記の各地域担当幹事、
又は西町大橋忠弘宛てにご連絡下さい。

e
m
o
H
y
a
t
S

◆ 清水
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●発行責任者
●編

集委員

清水 元
吉松峰夫 野部明敬 眞宅康博 舘 外博
山岸信雄

地域
北町／新町
西町
同
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

入会、情報、連絡、相談何でも受け付けます
氏名
眞宅康博
大橋忠弘
増本千明
久保田一輝
眞宅康博、黒田啓之
小林 昭、下山 登
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、中島 巌
山田 孝
大橋忠弘

連絡先
（TEL/FAX）
042-301-1660
042-576-7346
042-573-7595
042-324-2935
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

