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稲門会所感

に更新をし、
リアルタイムに最新情報を提供していますの
で是非閲覧いただきたい。
インターネットの普及・拡大は目を見張るものがあり、
会
員諸兄姉も乗り遅れることなく、
この最新のコミュニケー
ションツールを大いに活用して戴き、併せて卒業生の入会
の一助になれば幸いであります。

国分寺稲門会・会長

山賀

理

この6月に国分寺稲門会は第四十回総会を開催しました。
昭和48年5月21日に産声を上げ、
来年は満四十周年を迎
える事になります。
ここまで続けて来られたのは、
幾多の先達のお蔭であり、
あらためて厚く謝意を表します。
満四十周年の来年には、
祝賀式典と地元国分寺市民の皆
さんも参加して頂き、
共に楽しめるイベントの開催を、
担当
役員の方々に練って戴いています。
毎月開催の役員会では、年間計画をベースに、時時の情
報も容れて運営上の諸案件を協議・決定しており、
目下この
重大テーマを前に奮闘しているところです。
さて、本会の会員数は徐々に増加していますが、市内在
住の全卒業生は1600名を超えている様で、うち大学本部
の校友会会員が500名。当稲門会入会者数はその20％の
100人であります。
より多くの方々に参集を願い、活気ある会にしたいと
思っています。
今春にHPを開設し、
漸くIT時代の仲間入りをしました。
アクセス数は未だ少ないものの、
担当者の努力で毎月初

第 20回

国分寺稲門会

稲穂祭

野田内閣も一年を過ぎ、
ドジョウと揶揄される彼も幾多
の難問に苦闘の連続であり、例えば原子力問題を如何する
のか、
未だ帰れぬ故郷を思い、
苦渋の避難生活を強いられて
いる福島の方々に胸が痛みます。
原発廃止の方向であるとはいえ、不充分な手続きで再稼
働された原発もあり、
また廃炉の処理など含め具体策は見
えなく、安心・安全は如何なっているのでしょうか、想定外
の事故だけは困ります。
最近の明るいニュースは、京大の山中教授のノーベル賞
受賞かと思います。
iPS細胞 素人には理解が難しいが、
早く実用に供し、
難
病と闘っている人々に光明を見出すようにと願わずにはい
られません。
文学賞はわれら校友の村上春樹氏と想定していましたが、
中国の作家が受賞しました。
翻訳本を読んでみたいものです。
最後に恒例の国分寺稲門会・稲穂祭
（忘年会）
は12月16日
（日）に開催されます。多くの会員の出席を賜り、賑やかに
楽しく過ごせる事を願っています。

サクソフォン・シアター特別ステージ
忘年会

出演：松本 泰幸
＆ 松本 侑大

●日 時 平成 24 年 12 月 16 日
（日） 受付／ 16：50 開場／ 17：00
●会 場

国分寺 Lサロン
「飛鳥」
（駅ビル 8F）
国分寺市南町 3-20-3 TEL 042-329-8887

●会 費 6,000 円（家族は 5,000 円）
。

（P.5 にプロフィールあり）

なお、本年度会費未納の方は、別に 5,000 円を納めて下さい。

①
②
プログラム
③
④

開
会
…17：15
JAZZ の夕べ…17：20（サクソフォン・シアター特別ステージ）
懇 親 会
…18：20
閉
会
…20：00

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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国分寺の歴史 その十六

◆寺沢 和濃

我が早稲田への想い

3

川越鉄道
国分寺は明治22年古村の国分寺村、恋ヶ窪村と八つの

都の西北、
ワセダへ進学を目ざしたのは高2の時である。受験

うであるが、去る者は追わず、来るものは拒まずと言うか、本当

新田（本多、戸倉、内藤、野中、平兵衛、中藤、榎戸、上

参考書に幾つかの大学の時計台の写真があり、
ワセダの大隈講

に自由な学園で、
それが学外の学生運動の拠点に利用されたと

谷保）が集まり、国分寺村が誕生した。同年、甲武鉄道

堂と時計塔の調和・美しさに一番インパクトを感じ、魅せられた

聞くが、いかにも寛大なワセダらしいと思う。進取の精神、現世

（現JR中央線）が新宿―立川間に開通し、4月11日に国分

のと、男性的で力強い校風が好きであったからである。そして入

を忘れぬ久遠の理想の追求とか、
ワセダ独特の校風の中で勉強

学してワセダがますます好きになった。大学教旨にある通り「学

が十分できた。高田馬場からクラスの仲間と徒歩で通い、街並

問の独立を本旨と為すを以て、之が自由討究を主とし」にある如

みを見ながら実に楽しかったし、夏期講習や他学部の講義で

く、在野精神と結びあい、自由独立の精神を持つ近代的国民の

も、
いつも教室の前の方の列で受講した。

寺駅が開業した。
その5年後、1894年に国分寺―東村山間に川越鉄道（現
西武国分寺線）が敷かれた。
甲武鉄道の開通当初の1890（明治23）年、国分寺駅の
利用客は、1日平均60人程でした。現在のおよそ15万人と

養成を理想としている故に、どちらかと言えば集団主義、平均

最後に一番の思い出を、私はマージャン、囲碁、将棋、競輪、競

は、比べものにならない程少なかったのです。当時の国分

的、画一的な人間の育成よりは、個性を尊重し、創造性豊かな人

馬など勝負事には無縁であるが、野球は大好きである。4 年時

寺村の人口が、およそ2900人と少なかった事もあります

の早慶6連戦は忘れられない、民法の外岡茂十郎教授が野球部

が、村の人達の殆んどは、東京方面へ出掛けるという事

材を育てるのが方針でもあったからである。

開業当初の甲武鉄道各駅

は滅多にありませんでした。用事があっても、府中町（現

蒸気機関車（Bタンク）
／明治25年ごろ 立川停車場
1929（昭和4）年ごろ
（『多摩のあゆみ11号』）

これは社会のいろいろな分野で活躍している沢山の人材を

長でもあり、更に刺激を受けたのか全部観戦した。今でも入場

見れば解る。人間は衣食住が生活の基礎的条件であると同時に

チケットは貴重品として全部大切に保管している。
1960年秋季

自由であることも生きてゆく上で欠かせないが、
ワセダは本当

リーグ戦は、早稲田7勝3敗勝ち点3、慶應8勝2敗、勝ち点4で優

に素晴らしく、いろいろな面で自由な学園である。国で言うと米

勝は早慶2校に絞られ、慶應は2勝すれば優勝、早稲田が優勝す

また、八王子や新宿など遠くへ出掛ける用事があって

国は個を育てる、個性的で、創造性豊かな人材を育てること又、

るには連勝するか、2勝1敗で同率優勝決定戦となり1試合制の

も、汽車に乗らないで、歩いて行く事が当たり前の様でし

川越や所沢の人達が、大量にしかも速くこれらの商品

自由を非常に大切にしている点はワセダの行き方と大変似てい

決定戦に勝つことが条件である。早稲田は厳しい条件となって

た。村の人達にとって、国分寺・新宿間の料金17銭が、も

を、大消費地である東京へ送り出したいと考えるのは当

るように思う。我が国では戦後の混乱期を支えるべく、国、企業

いた。早稲田28歳の石井連藏、慶應は30歳の前田祐吉・新監督

ったいないという気持ちがあったのかもしれません。「ち

然です。こういう訳で、埼玉県の人達は鉄道建設に一生

も概ね集団・チームワークで平均的、画一的な人材の育成に力

の采配如何となり、連日満員（計38万人）の観客が詰めかけ、決

ょっと新宿まで」などと云う事は、とんでもない事だった

懸命になったのです。

を入れ、
それが高度成長を支えたと言われている。
しかしバブル

定戦が引き分けに終わると次の試合のチケットを求める徹夜組

崩壊以降これが見直され、ましてやグローバリゼーションが進

の列が早速でき上がるという具合で、私も連日並んだほうであ

ですから、国分寺と川越を結ぶ川越鉄道建設の話が出

事も大変ですし、費用も相当掛かります。そこで、川越街

展する現代では個性的で、創造性豊かな人材の育成に重点が置

る。6連戦中、安藤元博投手が5試合に投げ、4戦連続の完投で

ても、村の人々はあまり関心を持ちませんでした。村の人

道（現府中街道）沿いに国分寺迄鉄道を建設し、甲武鉄

かれるなど変化しつつあるようだ。
ワセダの教授、講師等は個性

実に49イニング、564球を投げ抜き優勝した。将に「早稲田魂」

達にとって、東村山村（現東村山市）や所沢町（現所沢

道を利用して東京と結びつく様にしたのです。

豊かで特徴のある人材が多く受講するのが実に楽しかった。大

を見た思いがした。

市）は歩いて行ける距離だったのです。

学の講義、実習等は欠席したことがなく皆勤である。もっとも小

この死闘は我々当時の在学仲間では「あの」という言葉を頭に

学、中学、高校時代も皆勤であった。生まれは福井県の岐阜県に

付け語り、
今もって消えることがない大切な青春の1残像である。

近い小さな村で、小中学の頃は家庭の山仕事で体で鍛えたので

卒業 52年、益々熱烈なワセダフアンとして、国分寺やクラス

体には自信があったし、壮健で病気には縁がなかった。
我々の学生時代は校門がなかった・伝統を受け継ぎ今でもそ

の校友達と交流を楽しんでいる。

府中市）、貫井村（現小金井市）、小川村（現小平市）、

当時の川越町（現川越市）は、人口2万人と国分寺村の

谷保村（現国立市）などの近くの町村で用が足りたので

およそ7倍で、絹布の集散地として商業が盛んでした。一

す。

方、所沢町の人口は5千人で、所沢絣などの織物や近くで

かすり

のです。鉄道の利用客は、村の議員とか大地主、商人な
どが多かった様です。

生産された綿布の市場町として栄えていました。

しかし、川越から日本鉄道会社の大宮で連絡し、東京
と結びつく為には荒川に橋を掛けなければ成りません。工

工事は1892（明治25）年から甲武鉄道によって始めら

川越鉄道の建設を積極的に進めたのは、埼玉県の人達

れ、1894年に国分寺・東村山間、翌年、川越迄開通しまし

こ

だったのです。鉄道建設の発起人39人の内、入間郡、高

た。そして1906（明治39）年、鉄道国有法によって、甲武

ま

麗郡の二郡で34人を占め、この内10人は所沢町（当時は

鉄道が政府に買収される迄、営業管理は甲武鉄道が行い

入間郡）の人でした。残りの5人は東京市内の人で、北多

ました。

摩郡の関係者は1人も入っていませんでした。

途中駅は、小川・東村山・所沢・入曽・入間川・南大塚
の6駅で、飯田町・川越間の直通運転も一日一往復だけ行

［S36年･法学］

われました。
あとは、国分寺・川越間で一日六往復運転され、その所

株式会社 セラミカ

東京都国分寺市南町2丁目1の12
電話 042‒323‒0038
FAX 042‒321‒7888

要時間は、国分寺・東村山間

役員有志

18分（現在11分）でした。

百瀬道子
日置憲二郎
大橋忠弘
中山斌雄
中村俊雄
小林好覚
肥田政幸
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

代表取締役

谷田成雄

国分寺稲門会

（順不同）

◆田中康義［S35 政経］

甲武鉄道と川越鉄道路線図
1895
（明治28）年

西武国分寺線ホーム／昭和37年ごろ

本町二丁目

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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2012年HCDと稲門祭・雑感
2012年のホームカミングディ（HCD）
・稲門祭は10月21日（日）に開催され、この日は丁度130年前に早稲田大学として
産声を上げた日でもあり、また校友会設立125年目と、節目の年に当たります。HCDは1963年卒業50年目、1968年の
45年目、1978年の35年目、1988年の25年目、1998の15年目の皆さんを大学側で招待し、記念式典に続き、稲門祭で
は全国から参集の校友とその家族が早稲田の杜で親睦を深めてもらう歴史ある大イベントであります。今年の稲門祭は
「震災復興支援」をテーマにし、各所で展示・講演、進学相談、模擬店出店などを展開、クミコさん等出演の稲門音楽祭、田
原総一郎さん主宰の大隈塾スペシャル、大震災罹災地域の新聞社による被災地からのメッセージとシンポジューム、阿刀

「日本最初の宇宙ロケットの水平発射実験」
国分寺が歴史的に誇れるものは多くありますが、その中でも武蔵国分寺、新幹線の研究・開発（リニアモーターカーも）及び日
本最初の宇宙ロケットの水平発射実験が行われたことなどがトップに挙げられます。
昭和30年に糸川英夫博士等東京大学生産技術研究所が南部銃製造所跡地（現早稲田実業学校）
で行った我が国初の宇宙ロケ
ット発射実験にまつわる話を紹介致します。
国分寺市本町の早稲田実業学校校門前には
「日本の宇宙開発発祥の地」の記念碑があり、
またその東側に隣接して
「王貞治氏

ロケット記念碑

第1号国民栄誉賞」記念碑もあります。

田高氏など早稲田出身作家の講演とパネルディスカッション、やくみつる氏等の語り尽くす「これが早大漫研だ」などな

現在日本の宇宙開発の諸事業は世界トップレベルにあり、先頭集団を走っておりますが、
この原点は宇宙ロケット開発のパイオ

ど企画は盛りだくさんでありました。国分寺稲門からは清水元、野部明敬がキャンパス・庭園・サービス本部の運営役員

ニアと言われた糸川英夫博士です。彼は昭和10年（1935年）
に東京大学を卒業後、中島飛行機時代には有名な隼（はやぶさ）、鐘

（副本部長/運営委員）として、小金井の石渡裕祥さん共々活躍、重責を果たしました。役員としてはこの大行事をトータル

馗（しょうき）などの戦闘機の設計に参画、
また大学の航空研究所で空気力学や航空機の操縦安全性などを研究していました。戦

として成功裏に終えることが責務でありますが、昨年の反省から、救急搬送されるような泥酔者を出さないことも内部的

5

後に入り一時期、航空が禁止されておりましたが、それも昭和27年（1952年）
サンフランシスコ講和条約締結を機に解禁され、そ
の後彼はすぐに宇宙ロケット開発に着手しました。当時の状況から費用が少なく、多くの実験回数と多くのデータ収集が出来る小

には大きな課題でありました。幸いこの点は達成され安堵しているところです。
折しも11月に開催予定の大学祭で、
「一橋祭」
（43年目）、
「自主法政祭」、
「駒場祭」
（63年目）では今まで学生の自主性を重んじ運営されてきましたが、飲酒による死

さなロケットからスタートしました。最初は長さ23cm,直径1.8cm、重さ約200gのペンシルロケットでした。
このペンシルは中島
飛行機（富士重工）の荻窪工場のテストスタンドでの燃焼実験の後、昭和30年（1955年）3月、国分寺の工場跡地（現早稲田実業

亡事故や泥酔者の多発などで、
大学側から禁酒を通達され、その方向に舵を取らざるを得ないとの報道がありました。
既に「早稲田祭」
「明大祭」は禁酒で、
「三田祭」は一人三杯までとか、今回の我々OB、OGの「稲門祭」は一人一杯（いっぱいではなく）でリードしてきました。
（異論を唱

学校）の半地下試射坑にて水平発射実験が行われました。試射は延べ29回行われ、設備も不充分なためにペンシルロケットが突

える方もいましたが）。実際の運営上は楽しく、親睦を図ることを重んじ、自己管理に任せた部分が大きいのですが、
（明らかな飲み過ぎには"STOP"をしながらコント

き刺さる砂壁の向こうには中央線が走っており電車が来ると中止したとか。
やがて、水平試射を終え、秋田県道川海岸で斜め発射

王 貞治記念碑

実験に進み、
ロケットもペンシルから、
ベビー、
カッパーと移り、失敗も重ねながら宇宙開発技術を発展させ今日に至っています。

ロール）
結果的に校友の方々の協力で無事に終了できたことご同慶の至りです。

皆様ご承知の通り、2003年に糸川博士が設計に関与した戦闘機の名を冠した小惑星探査機「はやぶさ」が小惑星「イトカワ」
を

自由とは一定の前提条件の上で成立し、
責任をもって為すことでありますが、時代の変化か、簡単のようで難しい問題です。
最後に稲門祭記念品販売・
（利益は全て奨学金に充てる・￥400,000／学生1名 X35名を予定）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と感
謝申し上げます。

探査し、現場の物質を採取してオーストラリアに帰還したことは世界的に高く評価されています。
因に小惑星イトカワの地名の一つに宇宙開発の発祥の地「こくぶんじ・国分寺」が命名されているとのこと、我々市民にとって大
記念碑全景

変うれしい話です。
（編集部）

福引抽選会には、
大きなお土産を期待し、
山田さん等大勢出席しましたが、ベンツ車は外れ、
職域賞／ふるさと賞をゲットしました。

（清水

元／野部明敬）

サクソフォン・シアター特別ステージ〈出演者紹介〉
Saxophone 松本泰幸 ＆ Piano 松本侑大
［プロフィール］

国立音楽大学（サクソフォン専攻）卒業。小金井市在住。
クラシックやジャズの演奏をはじめとして、コンサート・ステージ/テレビ番組/スタジオ・ワーク等、ジャンルにとらわれ
ない幅広い音楽活動を展開。
また、ヴォイス・トレーナーとしてシンガー・俳優等の指導にも情熱を傾けている。
2004年に全編イギリス録音によるソロCD『ひとり・音』を発表。
2008年9月に自身の作曲によるCD『ふたり・音〜ソプラノ・サクソフォンとピアノのための小品集』
（ピアノ伴奏：松本
侑大）のアルバムとスコアを同時発売、各方面から好評を得る。
長男・松本侑大との演奏活動を2006年に開始。東京・静岡・大阪等で公演を行う。
親子ならではの息の合った演奏で注目を集めている。

第二回『国分寺寄席』大盛況！のうちに終えて
8月30日（木）第二回『国分寺寄席』は、大盛況の内に終わって、世話役一同

ろで中入り。馬治、馬吉は流石に13年の修業が実り、客を十分に引き込んでいた
のは見事でありました。

ホッと胸を撫で下ろすことが出来ました。
山賀理会長を始め役員諸氏と共に大層ご協力を戴きましたことを、深く感謝

いよいよ本日の呼び物、
馬生師匠の出番。
出し物は『井戸の茶碗』の長講一席。
人情話は馬生師匠の得意中の得意。登場人物は、屑屋、若侍、正直浪人親子、屑

申し上げます。
昨年は、なにしろ始めてのことで、会場の選定から日取りの決定、チラシ、入場

屋の仲間、細川の殿様、これら登場人物を目の当たりにするが如く、客席は師匠
の術中にはまり、笑いと人情話に満足して、一席の終りを迎えました。

券の作成と独りパソコンを駆使して奮闘しました。
今年は大勢の会員の手助けでスタートしました、ポスターも入場券も綺麗な
本格的な印刷になって誠に立派な仕上がりになり、これまた評判となり、PR効

つぎに、近頃は滅多にお目にかかれない馬生師匠の「お座敷踊り」を披露、馬
治、馬吉、を交えて喧嘩カッポレ、茶番は曾我の五郎、
十郎の大磯廓の段。
満席のお客様が一体になって手拍子、又手拍子。舞台と観客、渾然一体の様相

果も抜群でした。
4月から準備をはじめて、小野洋一郎を委員長に、清水

元、野部明敬、眞宅

を呈し、ていしたもんだよ国分寺の客は！！

康博が委員になって企画を推し進め、諸準備が整い、入場券の配布を7月に入っ

最後に馬生師匠の呼び掛けで、
『国分寺寄席』開催の委員も壇上に上がって、

て開始、昨年の評判があってか、前評判は上々で、会員の皆さんと老人会のご協

全員での手打ち式。音頭は、小野洋一郎委員長が、
「 イヨーッ」のイヨーッは、
「祝ぉーっ」という意味が込められている旨の薀蓄を披露して、全客席と国分寺

力で、
8月初めには370席が完売となり望外の成功でした。
早稲田大学校友会

国分寺稲門会主催と銘打ち、会員が意欲的に取組んだ

愈々当日、まだ残暑厳しい中、正午過ぎには既に10人、20人と来場者の列と
なり、余りの暑さを考慮して早めに建屋の中に入って貰うことにしました。
開演の午後1時30分には、立錐の余地もなく370席が満席となったので、早速
寄席の方は、前座の金原亭

駒松の開口一番に始まり、金原亭

終了後は、
役員世話役と馬生一門の皆さんとで、軽く一席設けて、
次回第三回
『国分寺寄席』を開催すべく約して散会となった。
なお、昨年は東日本大災害に見舞金8万円を、今回も3万を後日国分寺市社会

当会にはいろいろな同好会があり、それぞれ活発に活動し、会員の絆と親睦に
多大の成果を挙げています。
この度新しく句会を立ち上げることになりました。
経験未経験を問わず、
俳句に興味ある、
やりたい方挙ってご入会して下さい。
お待ちしています。
◎指 導
大山 雅由
（おおやま まさゆき）
氏
◎会 場
本多公民館など予定
◎開 催
月１度程度
◎会 費
未定
（謝礼含む）
（2千円程度？）

講師紹介

1947
1990
1998
2005
現 在

茨城県生まれ 早稲田大学国語国文科卒業（清瀬稲門会会員）
「河」入会 1994 「河」新人賞
俳人協会会員
俳誌「隗」創刊
結社「隗」主宰 清瀬在住
NHK文化センター新潟、柏教室等講師
清瀬稲門会句会など 8 句会指導
2009「清瀬市・石田波卿俳句大会」
制定に尽力、審査員も兼ねる
◎設立世話人 赤池 秀夫（43・政経）
（現在北京）
黒川 清知（30・政経）
TEL 042−301−3581

囲碁クラブ立上げについて
三多摩地区14稲門会に囲碁クラブがあります。
一番多いクラブです。各地で対抗戦もおこなっています。
国分寺稲門会としても是非仲間に加わりたく、囲碁同好会立ち上げの準備を致しております。
好きな方、
興味のある方、初心者の方も親切に指導致します。
提案者の岩附さんは並木町公民館で毎週火・金・土・日の13：00〜 より指導しています。
是非ご連絡ください。

岩附 茂
090−3349−3407
e−mail：mimosa709@docomo.ne.jp

福祉協会に寄付することが決定しましたのでご報告致します。

に山賀理会長、
大橋市老連会長の挨拶で幕を開けました。
子酒」、金原亭

稲門会会員の手拍子が、一糸乱れず鳴り響いたのには、感激を覚えたほどであ
りました。

ことが、大きな要因であったと思います。

国分寺稲門会句会
（仮称）
立ち上げのご案内

馬治の「親

馬吉の「紙入れ」と20分ずつの熱の入れよう、二席終わったとこ

コーディネーター眞宅康博

小林会計事務所
公認会計士
税理士

小林好覚
〒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

黒田社会保険
労務士事務所
社会保険労務士

黒田啓之

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

〒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

横溝会計事務所
〒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

横溝 大門

税理士 高橋

知子

税理士 宮沢由起子
社労士 美登路和成
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同好会活動

kokubunji toumon-kai club action

ゴルフ
早慶ゴルフ対抗戦
平成24年9月6日早慶対抗ゴルフが山梨県の中央都留カントリークラ
ブで行われた。
天候は晴れであったが、
残暑厳しく気温は33度ほどになるという予報
である。今日は三田会8名・稲門会7名での対抗戦である。過去5回の対抗
戦があったが、
稲門は前回小差の惜敗も5戦全敗の成績である。
今回の我がメンバーに若手が参集してくれた。結果はお蔭で初めて勝
利することが出来た。
残念ながら清水さんは検査後の体調が回復せず不参加、代わりに久保
田さんが急遽出てくれた。
彼は九州に転勤になっている筈だが、
聞いてみ
ると2ケ月前に本社に戻ったとの事であった。
重鎮、
谷田さんも見えた。
80歳になったらしい。
今回三田・稲門の中では
一番の年長者である。次が自身の76歳だ、
三田会は多分75歳が最長であ
ると記憶している。
そんな中で6回目の競技が9時18分スタートとなる。

■朝練後記
今日は山田さんHG193、
Ave171 恐れ入谷の鬼子母神でした。
増本さんも快調でしたがしばらくご出張でお休み残念。
また、
KTBサークル開闢以来の雨晴れ女廣田さん黒川さんの神通力
も効かないのは、
私
（嶺）
が前回優勝したからだって。
アジャパー？
〜謎かけ〜
ボーリングとかけて （Sさん提供）
1. マリンモンローと解く、その心は
ガーターが大変悩ましい。
2.女性の魅力的な足元ファッション
と解く、その心は
二つのガーターで堅く守られている。
朝練は原則毎月2回BIG BOX東大和
にて開催してます、会員/家族誰でも
Vサインの山田さん
歓迎です。奮ってご参加下さい。
お待ちしています、 幹事嶺仁 TEL 042-324-8600
（嶺 仁）

山梨の山麓はスタート時点では涼しかったが、何ホールか回るうち！

スキー

タオルの世話になってきた。
3時40分頃プレイが終了し、
一風呂浴びる。
暑かった今日のゴルフも全
員、
熱中症にならず終わった。
汗だくの一日で、
こんな暑い日のゴルフは遠慮したいと思った程だ。
し
かし他のメンバーはそれほどでもなかったと、
のたまう。
妙高高原育ちの
俺とは違い、
みな暑さには強い事を見直し、
感心した。
やはり体感温度は、
幼少時よりの育った場所により違うものだ！北国育ちには寒くなる季節
が待ち遠しい。
風呂から上がり、
テーブルに付くも成績表がフロントから、
なかなか届
かない。
皆、
疲れた表情で待つ。
やがて成績発表がされ、
優勝は若林さんで
あり、
対抗戦も勝利であった。
しばし歓談の後5時近く現地を離れ、
都留インターから高速で帰宅する。
大変暑い中でのプレイであったが、
慶応の諸兄とも逢い、
楽しい一日を
送らせていただいた。
次回は今年中に開催予定とか！まさか12月ではあ

スキー愛好会

会がスタート、
まるで高級料理店の趣です。

懇親会：終了後は馴染みの
「庄や」
で開催、
お隣同志、
日頃交流のあ
る親しい関係でもあり、
打ち解け
た飲み会で大いに盛り上がった。
以後の予定：9月11日（火）月例
大会・於三千院、11月4日（日）月
例 大 会・於 三 千 院 、1 1 月 1 7 日
（土）早慶対抗11：00〜於三千院

美味しい料理で、
お酒、会話も進み、
14名の参加者と楽しい時
間を過ごしました。すべての料理の評判もよく、
女房に食べさせ
たいと、
お持ち帰りの方が続出したほどです。
次回は11月25日(日)、
「おいしい日本酒と和食を楽しもう！」
を
テーマに、
10〜5時まで
（食べる方は、
2時集合）
本多公民館で開催
されます。
和食の繊細な味わい
（清水 元）

ゴルフをしていても、
下り斜面になると斜度は12度ほどか、
など雪面を
思い出す。
これもすべて暑さ負けでの感傷か？。

ハイキング

KTB（国分寺稲門会ボーリング同好会）
9月23日
（日）
朝練結果
順位 氏 名
Ave
傾
向
T
171.3（⌒ー⌒）Ave17、
HG193 イエー 514
1 山田 孝
2 黒川 敦子 136.7（⌒ー⌒）やっぱり私実力あるんじゃない 410
3 小野 洋一郎 129.7 (^-^ )久方ぶりにしてはいいんじゃない 389
4 増本 千秋 125.0 (^-^ )ほめられなきゃもっといけたんだから 375
5 廣田 昌子 121.0 (^-^ )ま、いーっかこの前よりAve4点上ったから 363
6 岩崎 明
120.3 (*̲*）
ゝ何だかなー
361
7 嶺 仁
109.0 (*̲*）
一日天下かよー？
327
8 増本 りょーた 96.3 (^-^ )この前よりAve7点上がったよ 289
9 増本 世知子 89.7 (*̲*）
ゝこの前よりAve9点下がった 269

1G
147
123
160
134
128
123
93
96
103

2G
193
149
116
147
135
136
123
121
83

3G
174
138
113
94
100
102
111
72
83

かに楽しみましょう。
奮っての
（中山斌雄）

谷根千
（やねせん）
散策
4月20日、今回はちょっと趣を変え、都心散策で行く春を楽し

カラオケ同好会

みました。根津神社で一行11名の安全祈願をした後、
団子坂、谷
中銀座、
谷中霊園を経て、
根岸の
「笹の雪」
で休憩し、
豆富のコース

カラオケ同好会 8 月例会

料理に舌鼓を打ちました。
午後は上野のお山から浅草まで足を延

取り巻く内外環境は、
衆院解散問題、
消費税の増税、
原発問題な

ばし、
最後は隅田川の川面から開業間近の東京スカイツリーを拝

ど政界は混迷、
また欧州の金融不安も消えず、
政財界予断を許さ

んで、
散策を終えました。
写真は浅草寺の境内で撮ったものです。

ない昨今ですが、
もう何十年前の少年時代、
あの大好きな夏休み

この秋は11月6日に13名で秋川丘陵に行きます。
下山後のビー

に思いを馳せ、
大いに夏を楽しむカラオケ大会として開催しまし

今年度のウインターシーズンも例年通り4回のツアーを予定し
ています。
12月から滑る予定です。先日の早慶ゴルフ対抗戦でも、
下り斜
面になると斜度は12度ほどとか、
雪面を思い出すくらいシーズン
待ち遠しく思っています。
皆様の参加をお待ちしてます。 観光組も歓迎で〜す。
◆24年12月 3日間
長野県 志賀高原を予定。
◆24年1月、
2月、
3月に各一度実施予定です。
現在詳細な内容を練っています。決定次第HPでお知らせいた
します
（山賀 理）

ルが楽しみです。
来春は4月か5月頃に実施する予定です。
参加ご

た。
参加者は総勢16名。
なかでも傘寿超えパワーの・黒川清知、
谷

希望の方、
（巻末の）
幹事までご連絡ください。
歓迎いたします。

口和典、千原一延、加藤勝三、松永常尚、染谷嘉男の6名に手術後

麻雀同好会

グルメを作って食べよう会

（山田 孝）

の青木壯司も元気に回復して参加、あとは歌好きの常連9名。
今回はドレスコードを趣向を凝らしてカジュアルにしました、
アロハ、
浴衣、
甚平、
エスニック何でもOK、
皆んなおもいおもいの
衣裳で、夏姿に変身して参加した。ベストドレス賞は浴衣が良く
似合った中山斌雄、
次点は甚平の谷口和典
（独断）
。
先ず8月生まれの吉田悦子さんの誕生祝いをバースディケー
キとシャンパンで祝い、
幕を開けた。
あとはビール、
焼酎、
日本酒にいつもの料理をたらふく食べ、
飲
み、
仕上げは悦子女史が特別に調達した会津の銘酒を堪能した。
肝心のカラオケは夏の歌やハワイアンに、得意な曲、
覚えたて
の新曲などを披露し、何時も予約BOXは満杯で、
5時の終幕はい

次回もこの様に稲門会の実力を慶応義塾三田会に見せようではありま
（山賀 理）

を、日本酒とともに、こころ豊
ご参加をお待ちしております。

るまい。
この月からは俺の季節・スキーなのだから。

せんか。
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第2回国分寺・小平・東村山合同麻雀大会
（定期戦）
日時 ： 平成24年8月19日
（日） 11：30開始
（11：00集合）
、
場所 ： 国分寺 三千院。
参加者 ： 国分寺稲門会：山縣浩一、
青木壯司、
廣田 廣、
原 俊男、
清
水 元、中山斌雄の6名、小平：横田、山口、矢島、小川、坂本の諸氏、
東村山：土橋、
池田、
松永、
小野、
小亀の諸氏、
以上16名でした。
戦績 ： 優勝土橋さん、準優勝池田さん（いずれも東村山）、3位が
山縣さん、
国分寺で独人健闘、
4、
5位は小平、
BBとBMが国分寺と
これでは国分寺の勝利は遠く、ビリ・銅メダルでした。チーム優
勝は断トツで東村山、2位小平、3位国分寺。 国分寺はホームグ
ラウンドでややリラックスしたのか気を抜いたのか？また客人
へのもてなしの心を発揮したようで、みんな優しく、気配りので
きる連中ですから。次回は眠りから醒め、
「力を出そう」と皆で誓
いあった。
次回が怖いぞ！東村山/小平の御仁がた、
覚悟あれ！
でも運とツキも味方にしてくれれば、などと神頼みしているよ
うではまたダメかな。

グルメを作って食べよう会
「男子厨房に入らず」
は昔の話、
メニューを考え、材料の買出し
から、下ごしらえ、調理、盛付けまで、わいわいとおしゃべりをし
ながら料理づくりの楽しさを堪能しています。もちろん、完成し
た料理をお酒とともに味わうのが最大の楽しみ、
食べるだけの方
の参加も大歓迎です。
前回は、6月24日、本多公民館で「中華を楽しもう！」のテーマ
で開催されました。メンバー全員で近くのスーパーに、食材の買
出しに行き、30分程で買物カゴ4杯の食材、飲物を買い揃えまし
た。
11時過ぎより、
調理がスタートしました。
公民館備付けの包丁
は、
メッポウ切れ味が悪く、
食材カットに手間取りましたが、
チー
ムワークよろしく、
自ら得意とする担当を見つけ、すばやい進行
で調理が進みました。
部屋いっぱいに、
美味しい香りが広がり、
中
華まん、
シュウマイ、
春巻き、
エビチリなど完成した料理を並べ宴

ささか疲労気味。
最後は
「紺碧の空」
の斉唱でお開き。有志は二次会へ繰り出し、
いつもの本町のバーでまた一曲・数曲歌い、
長い夏の午後と夕べ
を満喫した。
（敬称略）
毎月第1金曜に開催される、
『国分寺稲門会サロン』
としての存
在も大きく、
時間のある方、
お酒、歌の好き嫌い関係なく、
一度遊
びに来て下さい、
大歓迎です。
（清水 元）

8 №55 早稲田大学国分寺稲門会・会報 平成24年１１月 15日

第40回 国分寺稲門会
平成24年度

「〜皇室と早稲田〜」

総会

慶応義塾大学の150周年式典には天皇
陛下が来臨された。
また100周年には昭和
天皇も来臨されている。翻って我が早稲田

平成24年6月10日
（日）
午後4時30分より国分寺Lサロン
「飛鳥」
にて、
総会
（議

は125周年そして100周年にも天皇の来

事・式典）、早稲田大学マンドリン楽部コンサート、懇親会・ミニ音楽会の 3 部に
亘って開催。
先ず小野洋一郎幹事の司会で開会し、
山賀

臨は無い。しかしさにあらず、
なんと1912

理会長の挨拶に続き総

年(明治45年)に当時皇太子だった大正天

平成23年度事業報
会議事に入り、
青木壯司副会長が議長に選出され、
議事は
（ 1）
告を清水元幹事長、
会計報告を野部明敬幹事が各々説明、
あと黒川清知監事の会

皇が行啓され、
月桂樹をお手植え、
それは

（案）
、
同予算
（案）
について同両名より説明、
（3）
役
計監査報告
（2）
24年度事業計画

大隈侯銅像の付近にある。その頃私立大学への行啓は未曾有

員選任
（案）
について清水幹事長より選任経過など説明があり、
すべて原案通り承

の栄光だったようだ。お手植

認された。
その他の案件はなく議事は終了。
続いて司会より来賓紹介のあと、
早稲
田大学崎山裕子地域担当副部長の挨拶と大学からの諸報告があり総会は全て終

の樹がある私大は珍しいと

マンドリン楽部コン
了した。
次にこれより会員家族と一般市民20名も出席して、

いう。また1932年(昭和7

クラシック、
映画音楽など、
大橋
サートが
「紺碧の空」
で幕を開け、
イタリア民謡、

年)創立50周年記念式典に

「早稲田の栄光」
で閉幕した。
来年100
忠弘同楽部OBの軽妙な話術に併せて進行、

は天皇の名代として秩父宮

周年を迎える楽部の歴史、
各楽器の説明・試奏で、
皆新しい音楽の魅力を発見、
く
つろいだ一時間を過ごした。
休憩のあと清水元幹事長と増本千明会員の司会進行

殿下の来臨を仰いでいる。

で懇親会に移り、
小金井稲門会亘理鐡哉会長、
国分寺三田会小笠原正文副会長の

これは大学が製作した記録

挨拶に続き、
谷田成雄相談役の乾杯で開会し、
会員・来賓のファミリアな交歓に続

映画に残されている (当会

き、
本会のハイライト
「みんなで歌おう心の歌・世界の歌」
ミニ音楽会がスタート、
青春時代に口ずさんだ懐かしい歌の数々を、マンドリン楽部の伴奏で大合唱し
た。
皆当時を想い出し感激を新たにした。
フィナーレは高橋

会報46号参照)。
(写真は月桂樹と記念碑)

勇会員のリードで

閉会した。
校歌斉唱とエールで3行事はすべて終了、
［来賓］ 崎山裕子早稲田大学地域担当副部長／小笠原正文国分寺三田会副会長

国分寺稲門会に入会し同好会活動を共に楽しもう

／小林隆夫同幹事長／石井昌浩国立稲門会会長／諸田志郎同副会長／亘理鐡哉

●同好会活動幹事のご紹介

小金井稲門会会長／篠崎潔同副会長／伊藤順蔵小平稲門会会長／馬場正彦同副
幹事長／志村順子立川稲門会会長／小林章子同幹事長／小亀輝雄東村山稲門会
会長／福田昇七同副会長／久田暁府中校友会幹事／橋本美紀同常任幹事／山内
巌武蔵野稲門会会長
［会員］ 青木壯司／赤池秀夫／安藤康雄／石渡裕祥（小金井）／大橋忠弘／小野
洋一郎／同庸子夫人／牛田武／小田恵介／小田切晏彦／鐘築
原輝久／木村
清水

元／高橋

昭／小林好隆／

勇／同芙佐子夫人／田中康義／谷口和典／寺沢和濃／鳥居吉治

／中村俊雄／中山斌雄／野部明敬／原
／廣田

優／神山正夫／北

徳／黒川清知／同淳子夫人／黒田啓之／小林
俊男／林紀久子／早川

廣／同昌子夫人／増本千明／松居辰則／松友

宮坂尚利／百瀬道子／嶺

仁／谷田成雄／山賀

責任者

眞宅 康博 ■ゴルフ
（早慶対抗） 野部 明敬
嶺
仁 ■スキー
山賀
理
廣田
廣 ■麻雀
（早慶対抗）
清水
元
小田切晏彦 ･ 山田
孝
清水
元
廣田
廣 ･ 青木 壯司

守／日置憲二郎

／
了／松永常尚
（東村山）

地 域 別 幹 事

理／山縣浩一／山岸信雄／山口

慶一／山崎重義／山田孝／横川純子／和賀井敏光／家原沙絵
（清水

記）

訃報
安田平八・元国分寺稲門会幹事が６月４日肺がん
で亡くなられました︒享年 歳︒
昨年 月開催の稲穂祭には車いすで出席され︑忘
年 会 を 楽しんで頂きました︒ご冥 福 をお祈り致し
ます︒

11

元

12

編集後記

理
元

◆今年は季節の変り目を特に感じることなく︑
もう 月︑
慌ただ
しく過ぎた感があります︒
内 外 の 政 治・経 済 は 依 然 先 が 見 え な く ︑国 民 の 生 活 云 々 は 何 処
へ︑
更に国際/国内紛争も多発と混沌たる状態が続いています︒
影響力低下とは言え︑米国の大統領選はオバマ大統領が再選さ
れ︑難題山積で再スタートです︒選挙戦は︑民主党オバマ︑共和党
ロムニーの論戦が熱を帯び︑政府の役割︑社会保障︑エネルギー
政 策 ︑外 交 な ど 論 点 が 鮮 明 で ︑大 い に 盛 り 上 が っ て い ま し た ︒
きっとその活動力は良い結果を生むことでしょう︒翻って日本
は如何か︑解散総選挙を控え︑新しい顔に昔の顔の再登場︑政党
は乱立︑連携の綱引き︑政策より政局が焦点など将に政治ショー
の状態が続いています︒第3の勢力も待望されているようです
が︑早く国家像や社会像を争点にする︑そんな政治で︑地盤沈下
の続く日本の再生に努めてもらいたいと思います︒
◆ 清水 元

●発 行 所

山賀
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

●発 行 責 任 者
●編 集 責 任 者

２８

同好会名

■ゴルフ
■ボーリング
■麻雀
■ハイキング
■カラオケ
■グルメ

８２

●地域
北町／並木
西
光／高木
東戸倉、戸倉、富士本
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

同好会名

責任者

入会、
情報、
連絡、
相談
何でも受け付けます
●
●氏名
氏名
黒川清知
大橋忠弘
中山斌雄
黒田啓之
眞宅康博
山賀 理
小野洋一郎
野部明敬
清水 元
廣田 廣
寺沢和濃
中村俊雄
山田 孝
木村 徳
清水 元

●連絡先
042-301-3581
042-576-7346
042-576-9630
042-300-0305
042-301-1660
042-502-8693
042-577-0175
042-321-2757
042-321-3310
042-323-2651
042-323-0546
042-313-8442
042-301-8271
042-401-8878
042-321-3310

平成24年度新入会員のご紹介
●浅倉眞司
（56年理工）
/西元町
●石田雅子
（48年文学）
/東元町
●鐘築 優
（48年政経）
/日吉町
●小林好隆
（32年教育）
/新町
●松居辰則
（63年理工）
/日吉町
●村田勝哉
（59年文学）
/東戸倉
●山崎重義
（53年法）
/西町

●石田康博
（48年文学）
/東元町
●大矢康一
（48年理工）
/東恋ヶ窪
●小林 昭
（42年商）
/富士本
●高橋幸雄
（38年文学）
/南町
●宮坂尚利
（40年法）
/西恋ヶ窪
●柳田雅之
（43年政経）
/東戸倉
ひかる

