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久しぶりの神宮球場

応援歌は数多くあるのだな〜と聞き惚れていた。
だが待てよ、学生が歌っている応援歌の歌詞は知らなく、
誰が作詞・作曲したのかも判らないが、リズムと言い・端的な

国分寺稲門会・会長

表現、身振り・パフォーマンスは将に現代風で・ＡＫＢの人気

山賀

が判るような応援風景である。

理

何故か勇ましく、心を鼓舞するところはマッチしており、
先日神宮球場に足を運んだ。省線・今はJR信濃町駅から神

ここは青春時代を彷彿させる球場である。

宮の森を通って、右手に絵画館を眺めながら、それこそ久し
ぶりに行った。

それにしても、球場などに足を運ばない学生諸君はこの応
援歌をどこで覚えるのか、部活等で覚えるのか判らない。一

早法・慶明戦を見るためだ。懐かしい神宮球場は外野席も

度彼等に聞いてみたいとふと思った。

椅子席になってしまい、かってのように寝そべって観ること
は出来ない。我々の時代は無論メインは早慶戦だが、早立戦

観戦後、信濃町駅に向かって帰路につくが、この道もまた
思い出の道である。

もまた印象に残っている。

人ごみに逆らわず流れに添って歩く。反対方向に向かう人

球場アナウンス嬢が、ピッチャー杉浦・ショート本屋敷・
サード長嶋と告げる。

並は恐らく今夜行われるヤクルトと、どこかの球団との試合
を見るためなのだろう。

我々早稲田はピッチャー木村・他は覚えていない。長嶋茂

外野席からはのんびり観戦出来るが、選手の顔は良く判別

雄の華麗な守備とバッティングに敵ながら見とれたものだ。

できない、双眼鏡が必要に思えた、今度は双眼鏡を買うこと

とにかく立教大学は強かった。

にしようかと思いながら夕暮れの神宮の道を歩いた。

長嶋はジャイアンツ・杉浦は南海に入団した。そして本屋

野球は今秋も残念ながらBクラスの危機か、先ずは早稲田

敷は阪急に入団しそれぞれ、その時代のプロ野球を盛り上げ

野球の巻き返しと発展を願うのみであるが、大学スポーツの

てくれた、立教大学の３人衆と思っている。

秋、ラグビー、
駅伝には精々優勝を飾ってもらいたい。

そんな事を思いながら、外野のボックス席で観戦する。応

早稲田精神（スピリッツ）発揚・発現のためにもワセダス

援合戦になり、どうも聞きなれない歌を現役学生が声をあげ

ポーツは強くあれと願いたい、そして共に美酒を味わいたい

ている。校歌・ 都の西北 と 紺碧の空 しか知らない自分は、

ものである。

第 21回

国分寺稲門会

稲穂祭

忘年会

●日 時 平成 25 年 12 月 15 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）
。

ニューオルリンズ
ジャズクラブ
早稲田大学
ニューオルリンズジャズクラブ
ズジャズクラブ（現役学生）
●

曲目（予定）
When thee Saints Go March
Marching in（聖者の行進）
St.Louis Blues
B
など

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
…17：10
JAZZ の夕べ…17：20 ニューオルリンズジャズクラブ ミニコンサート
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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◆眞宅 康博

追想・早稲田大学
このたび my Waseda のコラムに、何か書い

在学中の一番の想い出は、
「尾道稲門会学生部」から、夏休み

てくれとのお達しでしたが、はて？！そんな歳に

を機に早稲田交響楽団を招く企画があるので、実行委員長とな

なったのかと、一瞬戸惑いがありました。

ってくれないかと唐突な申し出があった事です。先に入った同郷

それに加えて、大学での成績はようやく卒業

の者が、私の入学を待ち構えていたかの様に面倒な任務を押し

できる単位を獲得したというに止まり、卒業し

付けられ昭和33年の夏、早稲田大学交響楽団演奏会を開催、成

てからは、早稲田には the 法学部と a 法学部

功裡にやり終えたことは後の人生に役立ちました。
ヤール巾の

があり、私は a 法学部卒ですと自己紹介するようなことで、この

生地一杯に筆で『早稲田大学交響楽団尾道来演』と大書して尾

コラムに相応しい学生生活話しは無いのであります。

道の商店街で宣伝、40人余の団員の宿泊、税務署の手続き、ポ

と申しますのも、東京に遊学するまで京都に逗留し、めくら蛇
に怖じずの言葉どおり3年を受験浪人で費やしたのであります。

スター、入場券印刷などなど、滞りなくやり終えたことは有意義
な思い出となりました。

親に貰った学資は京都で使い果たした次第で早稲田大学に
入ったものの、以後4年間は学資と生活費稼ぎのアルバイトの毎
日でした。

卒業して就職してからも、
クラスの仲間とは付き合いは続きま
したが、クラス全員の名簿を整理しないかという事になりまし
た。私が最年長だと云うのでその任に当たったのですが、卒後

さて、入学してクラス分けされた教室に入ると、三つ四つと学

数年経って所在が判然としない中、一年掛で 60名中50名ほど

生の塊ができている。直ぐに判ったのですが、現役組、一浪、二

の名簿を完成させて、以後平成23年のホームカミングの記念の

浪、三浪の方々でありました。

日までクラス万年幹事を務めました。
10月20日、全国の学友が

流石に三浪には現役組は近寄りません、相当に貫禄があった
のでしょう。自己紹介では一郎の、
じ郎の、さぶ郎の、と言ってお

37名参加して新宿の料亭で杯を挙げお互いの健勝を祈念して
40年余の幹事のお役御免となりました。

りましたが、間も無く年齢差別は解消しました。

それにしても、後になって同級生に北村紀久子さんが居られ
たこと聞き、存じずに残念な思い頻りです。

a 法学部アルバイト学科の生活は半年後から。就職しました
のが三菱地所昇降機係、
15時から21時の勤務。書類審査、面接、

それから半月余り経った11月、突然脳梗塞を患いましたが無
した。
事元気を取り戻しました。

下宿訪問、身体検査、面接を経て採用！

［S37年･法］

アルバイトながら誠に厳格でしたが、昭和 33 年初任給は

6,000円でした。仲間は東京六大学の慶応、東大を除いていろ
いろな学生が働いていました。

しん まるしょうこうかい

その後社会に出てからもこの仲間とは『新丸翔昂会』と名づ
けて交流を続けました。

祝

国分寺稲門会

孝 日置憲二郎

武 百瀬道子

山田

廣 大橋忠弘

牛田

廣田

元 中村俊雄

田中康義 中山斌雄

清水

寺沢和濃 小林好覚

黒 田 啓 之 小田切晏彦

黒川清知 野部明敬

青 木 壯 司 小野洋一郎

仁

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

理 嶺

（S31年卒）

山賀

谷田成雄

役員有志
谷田成雄 眞宅康博

代表取締役

国分寺稲門会

株式会社 セラミカ

創立40周年
周年

（順不同）
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国分寺の歴史 その十八
たけ さと

武里村騒動
（国分寺村誕生）
現在の国分寺市は、江戸時代には、国分寺村、恋ヶ
窪村、本多新田、戸倉新田、内藤新田、野中新田六左
衛門組、榎戸新田、平兵衛新田、中藤新田、上谷保新
田の10ヵ村に分かれていました。国分寺村と恋ヶ窪村
の2ヵ村は江戸時代以前よりあった古い村で、他の8ヵ村
は江戸中期に開発された新田村です。
これらの村々が一応の纏まりを見せるのは、1884（明
こ ちょう
治17）年、神奈川県より「連合戸張役場の設置」の通
達を受けて、「戸倉新田外9ヵ村」と呼ばれる村に纏ま
ってからです。しかし、戸倉新田外9ヵ村は一つの村と
いうより各村を寄せ集めた連合体で、一つの村に纏ま
るのは、1889（明治22）年4月に、「市制・町村制」が施
行されたときです。
明治維新後、「市制・町村制」施行までの20年間、国
分寺地域は、韮山県、品川県、入間県、神奈川県と行
政組織がくるくる変わり、村々はその都度、振り回され
混乱の繰り返しでした。
さて、1889年に10ヵ村が纏まっ
て新しい村の誕生をみ、初代村長
には、内藤新田の市倉房次郎が、
助役には旧国分寺村の小柳九一郎
が選ばれましたが、新しい村がす
ぐ国分寺村を名乗った訳ではあり
ません。新しい村が国分寺村にな
初代国分寺村長 市倉房次郎 る迄には、時間が掛かりました。
（市倉武彦家所蔵）
新しい村名を国分寺村とすれば、
旧国分寺村以外の村が旧国分寺村に吸収合併されたこ
とになり、他の9ヵ村の人々にとっては簡単に「はいそ
うですか」と承知する訳にはいかなかったのです。
そこで、同年7月、各村から代表が集まって村会を開
き、小金井の貫井村も加え、11ヵ村で新しい村を作り、
村名を「武里村」とすることに決めました。そして、同
年8月、「嘆願書」を北多摩郡長渡辺菅吾宛に提出しま
した。これは「町村制実施後に請願すれば、必ずその
願いが受け入れられるようにする」と云う渡辺郡長との
約束があったからでした。
ところが、渡辺郡長は、請願に答える様な行動を執ら
なかったので、武里村はなかなか実現しませんでした。
業を煮やした村長市倉房次郎は、村長を辞職して要求
を通そうとし、11月「家事内の都合」を理由に辞職願を
郡に提出しました。それに続いて神山平左衛門ら旧国
分寺村以外の7人の村会議員も辞職してしまいました。

それだけ、旧国分寺村以外の人々にとって、村名を
「国分寺村」にすることには抵抗があったのです。その
為役場の業務はストップの状態になり、「武里村」の問
題は郡の大問題となってしまいました。慌てた渡辺郡
長は、北多摩郡のリーダーと云われた県会議員吉野泰
三、府中町長比留間雄亮、西府村の松村弁次郎ら調停
役として、何とか問題を収捨しようとしました。翌年2
月、渡辺郡長、吉野泰三県議、付近の町村長、旧恋ヶ
窪村の鈴木作左衛門、旧国分寺村の小柳九一郎、本多
良助らが集まり、「武里村」に就いての話し合いがもた
れました。その結果、貫井村は加入しないことにし、そ
の代わり新しい村の名は「国分寺村」とすることにしま
した。
こうして、新しい村は正式に「国分寺村」として出発
することになりましたが、実際は旧村の寄り合い所帯
で、旧村ごとの纏まりは依然として強く、学校の統廃合
など旧村の利害の対立がしばしば起こりました。旧村
おお あざ
には「大字・小字」を付け、例えば「国分寺村大字榎戸
あざ
新田字弁天」と云う様に旧村名を残しましたが、村の
体制を一本化するには、極めて難しかったのです。
◆田中康義［S35 政経］

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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40周年の歩み
国分寺稲門会は今年創立満40周年を迎えました。その40年間を振り返ってみましょう！

1.

国分寺稲門会の発足

昭和48年（1973年）5月21日「第1回国分寺稲門会総会」が国分寺勤労福祉
会館にて開催（右の写真）され、国分寺稲門会が発足。出席者は約70名。
中三トリオがデビュ
ーし、西国分寺駅が開
設された年でもあり、
新たなスタートにふさ
わしい時期でした。

2. 歴代会長
歴代の会長は右記
の通りです。

初代：中藤俊一

2代：須田茂雄

3代：谷田成雄

4代：林久仁於

5代：山賀

理

3. 情報共有の場＝会報・ホームページ
国分寺稲門会の第1回会報は昭和49年（1974年）9月10日に発
行されました。右が記念すべきその1頁目です。会報の題字は塩谷
信雄市長（当時）によるもの。
本年は第56号「創立40周年記念号」
（平成25年）
、第57号を発行。
会員の情報共有の場として、定着しています。
国分寺稲門会ホームページは2011年1月に開設されました。
URLは http：//www.kokubunji-tomonkai.net/
毎月、ホームページの更新をし、現在、定期閲覧者は約450名、
毎月の検索ページ数は約2千ページです。魅力ある紙面・頁作りに
尽力中です。

4. 総会
毎年5月または6月に開催しています。下の写真は節目の総会です。

創立20周年

創立25周年

創立30周年

創立40周年

5. 早稲田実業学校と国分寺稲門会
早稲田実業学校が国分寺市に2001年に移転し、国分寺稲門会と早稲田実業学校との新しい関係が始まりました。
平成13年（2001年）
移転を記念しパレードを実施。
平成18年（2006年） 8月 早稲田実業学校野球部 初優勝。早稲田米を持って優勝祝賀会に参加
平成19年（2007年） 6月 映画「早稲田大学」
（昭和28年東映作品）
上映会を小室哲哉記念ホールで開催。
平成19年（2007年）10月 早稲田大学創立125周年記念125キロウオーク。最終中継地の早稲田実業学校正門にて、
国分寺稲門会が協力。谷田会長の「出発」発声で大学へ向けスタート。
（写真5−1）
平成23年（2011年）10月 「三多摩支部大会」小室哲哉記念ホール/生徒ラウンジ 小金井稲門会と共催。
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平成25年（2013年） 6月 早稲田実業学校前校長：渡邉重範先生に記念講演。
（写真5−2）
平成25年（2013年）10月 小室哲哉記念ホールにて「国分寺稲門会創立40周年記念演奏会」を開催。
（写真5−3）

写真5−1

6.

写真5−2

写真5−3

国分寺寄席

平成23年より3年、8月に国分寺寄席を
開催しています。金原亭馬生師匠と一門の
噺家さんにご出演いただき、市民の評判も
高くチケットは完売の人気行事になりました。

7.

同好会活動

会員、家族の憩いの場として、
「同好会活動」を活発に行っています。
写真は順番に、カラオケ・スキー・ハイキング・麻雀・グルメ・ゴルフ・ボーリングの各同好会です。

8.

イベント

総会及び稲穂祭で毎回、趣向を凝らしたイベントを行って来ました。教養講座やコンサートなど。
数多く実施しましたが、いくつかを紹介します。
①コンサートなど
平成23年（2011年）総会：「民話の語り」と「沖縄民謡」
平成23年（2011年）稲穂祭「アルゼンチンタンゴの夕べ」
平成24年（2012年）総会：「マンドリン・オーケストラと唄おう」
平成24年（2012年）稲穂祭「サキソフォン・シアター特別ステージ」ジャズの夕べ
平成25年（2013年）総会： 早大交響楽団有志による「弦楽四重奏」演奏
②講演会など
平成20年（2008年）
「杉原千畝と早稲田大学」 講師 渡邉勝正氏
平成20年（2008年）
「知っておきたい食品の法規」 講師 吉田利宏氏（前内閣法制局参事）
平成21年（2009年）
「笑いは百薬の長」心と体の健康講座 講師 松井寿一氏
平成21年（2009年）
「生活習慣病と抗インフルエンザ対策について」
講師 大森正司氏（大妻女子大学教授）
平成22年（2010年）
「今、南極は・・」南極越冬物語 講師 福地光男氏（第33次南極越冬隊長）
平成22年（2010年）
「学生落語なう。」関東落研連合（関東地区17大学で構成）

9.

国分寺稲門会

3つの指針

最後に、国分寺稲門会の活動指標です。
1．会員増と新機軸で更なる活動の活性化を
2．地域貢献で信頼と、共に楽しみを
3．大学/校友会との連携で、共に拡大前進を

今後共、ご指導・ご鞭撻を宜しくお願い致します。
（清水
（大橋

元）
忠弘）
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国分寺稲門会NEWS
国分寺稲門会

第 41 回 定時総会
創立40周年 記念式典、記念講演会
平成25年6月9日（日）午後5：05〜8：30、国分寺駅ビルLサロン
「飛鳥」にて、国分寺稲門会「第41回定時総会・創立40周年記念式典、
記念講演会」が開催された。
小野洋一郎副会長の司会で 第1部「第41回定時総会」が開会。
山賀理会長の開会挨拶に続いて、早稲田大学理事・近隣稲門会・三
田会などの来賓紹介のあと、議事の審議に入る。山賀会長が議長とな
り、平成24年度の活動報告（清水元副会長兼幹事長）
・会計報告（野
部明敬会計幹事）
・監査報告（黒川清知監事）、続い平成25年度の活
動方針（案）、収支予算（案）、役員改選・会則一部変更の各々提案説明
が清水、野部からあり、原案通り全て承認され議事は全て滞りなく終
了した。
来賓を代表して早稲田大学理事／早稲田実業学校校長・藁谷友紀
様より大学へのご支援の感謝・国分寺稲門会創立40周年への祝辞・
渡邉重範前早実校長の熱い思いを引き継ぎたいと挨拶された。
第2部は「創立40周年記念式典」家族・学生もここから参加。オー
プニングは早稲田大学交響楽団OB・OGによる弦楽四重奏「早稲田
の栄光」。臨場感あふれる素晴らしい演奏で式典に相応しく厳かに幕
をあけた。
続いて東京三多摩支部長・田原稔夫様より「国分寺稲門会は創立
40周年を迎え、東京三多摩支部のリーダー的存在。三多摩支部も校
友会間ネットワーク・大学とのネットワークの構築を計って、コミュニ
ケーション強化と交流促進でより良い稲門会を築いてゆきたい」との
祝辞があった。
次に清水副会長より、PCを使用してスクリーン画面による「国分寺
稲門会40年の歩み」を披露。当時の映像・資料を見ながら、国分寺稲
門会の生い立ち・活動状況を紹介。今後の計画や指針については「地
域と共に、ワセダとともに」をモットーに地域交流活動の促進等、詳
細な説明があった。

第三回

ここで多忙の中で駆けつけて頂いた国分寺市長：星野信夫様より、
早慶の間柄、早稲田実業学校の国分寺移転に伴う国分寺市への効
果、活性化や2006年夏の高校野球優勝が国分寺の活性化に大いに
寄与したことなどを中心にユーモア交えた祝辞があった。
第3部は、早稲田実業学校前校長：渡邉重範先生の記念講演会。
「国分寺市と共に−早稲田実業学校 躍進の秘密」との演題でお話し
いただいた。
「教育は環境の中でなされるのが基本、また状況把握が
大事である。子供の心の原風景を考えてあげる事によって、生徒・学
校も変わって行く」と力説された。国分寺市での開校以来13年間の
校長先生としての回顧や思い出、社会事情や教育について、時宜を得
た内容の濃い40周年にふさわしいご講演でした。
講演後、弦楽四重奏によるモーツァルト作曲「アイネ・クライネ・ナ
ハト・ムジーク」の演奏。
第4部は「懇親会」、大橋忠弘副幹事長の司会で進行、亘理鐵哉
小金井稲門会会長、菅谷国雄国分寺三田会会長のご祝辞に続いて、
早稲田大学校友会の法被を着たご来賓・役員代表が正面に勢揃いして、
谷田成雄国分寺稲門会相談役の発声で乾杯をした。ちなみに記念す
べき乾杯のお酒は「真姿の池」の湧水で造った純米酒「武蔵国分寺」。
ここで「弦楽四重奏のミニコンサート」が行われ、パッヘルベル作
曲「カノン」に続き
「星に願いを」
・
「ムーンリバー」が演奏された。
続いて、新入会員・国分寺市在住の在校生有志・中国留学生、早稲
田祭スタッフが次々と登壇して自己紹介。新入会員・楚山麻巨さんの
ご令嬢（怜佳ちゃん5歳）は、
「紺碧の空」を上手に歌われ、割れんばか
りの拍手で40周年記念に素晴らしい花を添えてくれた。あと7同好会
幹事から各同好会のＰＲと近況が簡単に紹介された。
立川稲門会会長・志村順子様より「立川稲門会設立の際、国分寺稲
門会・梅田浩正初代幹事長のご指導をいただき、めでたく創立総会を
開催して立川稲門会が誕生した」
とのお話しをいただいた。
最後に高橋勇会員のリードで出席者全員で挙を上げて声高らかに
「都の西北」
（伴奏：弦楽四重奏）を斉唱。続いてエール交換（国分寺稲
門会、国分寺三田会）を行い、青木壯司国分寺稲門会副会長の閉会挨
拶で閉幕した。
創立40周年に相応し近来にない賑わいであり、今後の国分寺稲門
会活動に確かな手応えを感じると共に、今後の活動に生かしていきた
いと思う次第である。
（田中 康義）

国分寺稲門寄席 を終えて

国分寺稲門会主催、国分寺市社会福祉協議会および国分寺市老人
クラブ連合会後援で第三回 国分寺寄席を、8月27日（火）無事終える
ことができました。
稲門会の役員全員一同、一致団結して、役割分担を申し合わせたと
おり実行して戴き、今回の運営も大きなトラブルも無く進行できまし
た事は、同慶の至りでございます。
特に今回のお客様の反応に感じた事は、
「国分寺稲門会」が年に一
回、事業としてこの催しを行っている事が周知、認知されてきたとい
う実感でした。
それに加えて、福祉協議会会長 北原輝久氏に挨拶戴けたことは、
市民に稲門会の国分寺寄席が福祉にも役立っている事を、知っても
らえたとは意義深いことでした。
お客の中から『稲門会は、善いことをしてるナ』と声が聞こえたこと
は胸にグッときました。
さて、今回のそれぞれの出し物は、開口一番、金原亭駒松の『元犬』
に始まり、金原亭馬吉が『そば清』を、馬治が 『天狗裁き』を、若手ら
しく元気よく熱の入った口演でありました。前座の駒松も、二年の修
業の成果を存分に聞かせてくれました。
馬吉、馬治は流石入門13年。馬吉の『そば清』では、そばを口に入れ

る音、とろろそば、うどん、きしめんと次つぎに食べ比べて聴かせる芸
のテンポのよさ、大いに会場一杯の笑いを取っていた。馬治の『天狗
裁き』は、まったくの荒唐無稽な噺であるが人間誰しもが持っている
性を面白おかしく演じて好評でありました。噺に出てくる天狗は高尾
山の天狗ですが、話す場所に合わせて筑波山になったり、大山になる
のはご愛嬌です。
馬生師匠は、この度の噺は『品川心中』。江戸時代公娼街の吉原の
ほかに存在していた宿場街の遊郭、品川・新宿・板橋・千住の四宿場の
ひとつ、品川宿のお噺。馬生師匠は、ＮＨＫや慶応大学に招かれて「江
戸文化」について講釈するほどの方ですから江戸庶民の人情・生活の
智恵から馬鹿馬鹿しいが心豊かに生きる庶民の様子を語らせると天
下一品、江戸時代に生きているかと錯覚させてくれる。特に女郎の
色っぽい風情や甘ったれる声など上手いもんで、つい話の中に誘い込
まれてしまいます。恒例となった踊りも師匠のおはこ、今回は初代市
川団十郎が演じた『こうもり』を踊り、茶番もこの度は馬治抜きであっ
たが馬吉と師匠で演じてくれ、笑いと拍手を頂いた。
後日余剰金の一部を、社会福祉協会に寄付した事をお伝えして国
分寺寄席の報告と致します。
（眞宅 康博）
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マンドリンコンサート

国分寺稲門会創立40周年記念

「みんなで楽しむマンドリンオーケストラと心の歌」
太平洋岸を連れ添うように進んだ台風27号、28号のダブル
台風の動きに気を揉んだ事が嘘のように青空が一気に広がる
好天に恵まれ、国分寺稲門会創立40周年記念フアイナルの行
事 みんなで楽しむマンドリンオーケストラと心の歌 の演奏会
が10月27日（日）午後早稲田実業学校小室哲哉記念ホールで
盛大に行われた。
総合司会はアナウンサーの有吉美紀子さん、演奏会司会は大
橋忠弘さん（早稲田大学マンドリン楽部OB、国分寺稲門会）。
会は国分寺稲門会山賀会長の挨拶、松井敏夫国分寺市教育
委員会教育長の祝辞でスタートした。
オープニングセレモニーとして、神宮球場でお馴染の「早稲
田大学応援部チアリーダーズ」が登場。明るく若さ弾けるパー
フォーマンスに会場は大盛り上がり。
リフティングは高い天井に
ぶつかるのかと思うほどの高さ。自分だったら翌日は筋肉痛で
立ち上がれないだろう、
きっと。

続いて中学生・高校生の合唱（伴奏：マンドリン楽部）。合唱は
早稲田実業学校音楽部と国分寺市立第3中学校（本年度、東京
都合唱コンクール金賞・NHK全国音楽コンクール東京本選銀賞
を受賞）が出演。CMソングメドレー（下写真の上）ではコミカル
な演出、歌劇「椿姫」
（下写真の下）より「乾杯の歌」ではイタリア
語の正統コーラス。57名の美しい混声合唱が会場に響き、心洗
われる30分だった。

演奏会は「早稲田大学マンドリン楽部」が演奏・伴奏で2時間
出ずっぱりの大活躍。さすがに今年創立100年目のクラブだけ
あって、しつけ・技術でも立派な伝統を受け継いでいる。日本の
歌・映画音楽・アニメソングなど、幅広い年代層に合わせた演奏
で観客もマンドリンの調べに酔いしれた。

会の最後は恒例の校歌「都の西北」。リーダーは応援部OB高
橋勇さん（国分寺稲門会）で、チアリーダーズのサポート付。藤
原歌劇団：斎藤佳奈子さんや中学・高校の合唱部、観客の皆様
との大合唱となった。客席の近隣稲門会の皆様は、立ち上がっ
て腕を振って大熱唱。素晴らしいファイナルだった。そして2時
間の演奏会はあっという間に閉会の時間となった。

早稲田大学マンドリン楽部がお得意のクラシック音楽とし
て、歌劇「カルメン」
（ 20分間の抜粋）を演奏会形式で上演。カ
ルメン役は藤原歌劇団：斎藤佳奈子さん（早稲田大学OG）。ハ
バネラ、ジプシーソング等を熱唱され、アンコールに「アメージ
ング・グレース 」をア
カペラで 熱 唱という
プ レ ゼ ントま であっ
た。美しく迫力満点の
メゾソプラノに。聴衆
はすっかり魅了されて
しまった。

この会を成功裡に終了する事が出来ましたのは、会場を心よく
お貸し頂きました早稲田実業学校・渡邉重範前校長、藁谷友紀
校長先生、国分寺市及び国分寺市教育委員会の松井様、ご出演・
ご協力頂きました第三中学校の齋藤智子先生、早稲田実業学校
の鈴木美奈子先生、中村聡先生を始め、多くの方々のご協力の賜
物である事は申すまでもありません。
心より感謝申し上げます。
これからも国分寺稲門会は全員協力のもと母校の発展と国
分寺市民の方々に喜ばれる活動を継続して参ります。今後共、
宜しくお願い致します。
（中村 俊雄）
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ゴルフ交流戦 ゴルフ早慶対抗戦の醍醐味
対抗戦となると、
どうしてこう闘争心が湧くのだろう。
考えてみると、
お互い競い合い張り合うほどの技量をもたな
い似た者同士なのに、
母校の伝統が奏でる数々の早慶名勝負を
頭に描き、少しでもそれにあやかりたいと、夢想しているに過ぎ
ない、傍からは子供じみた滑稽さと映るかもしれない。
しかしそ
れがいいのだ。
技術レベルの高低は問題ではない、
やってやろうという意欲
が、
プレイの楽しさを倍加させるのだ。
その上ゴルフは
「一発のまぐれが、100発のミスショットを消
して余りある」
と言われる位誰にでも、偶然と偶然の重なりが期
待できる。
この日、最初のショートホールでは、
ワセダのN氏が1.5Mの
ニアピン、最終18番ではワセダのH氏が50CMのニアピン・バ

WASEDA
NEWS

ーディ、優勝はINで38をマークしたケイオーのH氏、
この日は、
早慶両H氏のHappy Dayであった。
実をいうと、
この日10月10日昭和の森ゴルフ場で行われたゴ
ルフ会は対抗戦ではなかった。三田会から誘われたもので、稲
門会ゴルフは既に10/30予定しており、
ワセダから規定以上の
メンバーが集まらず、親善試合となった次第である。
一旦帰宅後の国分寺市内での成績発表・懇親会も楽しいひ
と時だった。対抗意識は、冗談のネタとなったり、
エールの交歓
と化す。
「紺碧の空」
と
「若き血」
を共に歌い合えるのは、母校の
セミプロ集団を応援してきた賜物である。実業界でそれぞれ実
績を上げてきた輩もスポーツでは小児である。何しろ過酷な練
習や先輩の叱咤など苦しい経験がなく、
スポーツ＝楽しさ、
を満
喫出来るのだから。
（野部 明敬）

2013年HCDと稲門祭

2013年のホームカミングデー（HCD）
・稲門祭は、10月20日
（日）に開催された。HCDは大濱信泉第7代総長が校友が年一度家族
連れで母校を訪れる慣行がアメリカにあり、
「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気風」を知
り、
これに習い第1回が1970年に開催された。
本年は1964年卒業の50年目、1969年、1979年、1989年、
1999年卒業の夫々の校友が大学に招かれた。記念式典等に続き、稲門祭
に合流し早稲田の杜で親睦を深めてもらった。山田孝さんはGolden
Jubilee、晴れの舞台に出席した。
さて、本年の稲門祭は、
「 早稲田のワ」をモットーに、早稲田に集い、学んだ仲間達の想いと、その輪の力で
「和」を生み、
「話」を弾ませると云う一大祭事で、校友自らが企画・運営する手造りのイベントで、併せて地元商
店街に出店頂くなど地域貢献にも寄与した。
主な催事は、森繁久弥生誕100周年記念イベント、早稲田新生・改革のためのパネルディスカッション、
「野
球のこころ」〜甲子園、神宮から 明日へ、大隈塾・スぺシャル・田原総一郎、早慶コラボ・大隈塾X福沢諭吉記念
文明塾、稲門音楽祭、WASEDA for KIDS等であった。
生憎一日中土砂降りの雨、この20年少雨はあったがほぼ快晴の稲門祭も、地球の気象変化か、さては雨男/雨女が多かったか判り
ませんが、入場者も激減と大変な一日でした。
国分寺稲門会からは清水元、野部明敬、中山斌雄がキャンパス・庭園・サービス本部の役員（本部長/運営委
員/実行委員）として、模擬店テントの設営、スムーズな催事の運営、環対策に沿ったごみ処理、火気管理指
導、幟旗（のぼりばた）の設置、公道の警備、通行整理、駐車場管理運営に加えて多くの校友の皆さんが楽しみ
している樽酒サービスなどで活躍、重責を果たしました。他に実行委員に中村俊雄（記念品販売）、大橋忠弘
（音楽祭）
もこの大行事を支えました。
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。
福引抽選会には、大きなお土産を期待し、日置憲二郎をチーフに、黒田啓之、小野
洋一郎が出席し、稲門賞の車など大物は逃がしましたが、職域賞/ふるさと賞を
ゲットしました。
（清水 元）

JAZZ＆COFFEE

kiki

祝 国分寺稲門会創立40周年
サ ービス・イマジ ネー ション・ コミュニ ケー ション

50年代〜60年代のジャズをレコードでお楽しみ頂けます。
JAZZ好きの方、美味しいコーヒを飲みたい方、
ぜひ一度kikiにご来店下さい。
国分寺駅北口より3分です。
〒185-0012 東京都国分寺市本町 2-2-11 龍光堂ビル B1F
Tel.090 -1610-3249 石田康博（S48年卒）
※ライブ出演に関してはお問い合わせ下さい。

デザイン
ディレクション
編集
翻訳
印刷
Web作成
〒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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中国

麗 江紀行

便り

10月の国慶節休暇を利用して、雲南
省麗江に3泊4日の旅をしてきました。
標高2400mの町で、
日本でも公開さ
れた張芸謀監督、
高倉健主演の映画
「単
騎馬、千里を走る」の舞台になった玉龍
雪山の麓に広がるナシ族の世界です。
この町の歴史は、
雲南省北部を支配し
ていた木氏一族が、
南宋末
（800年程前）
に本拠地を
白沙からこの地に移したことから始まり、
以来清末までチベットと雲南を
結ぶ交易路茶葉古道の要所として栄えてきました。
この麗江を造りあげたのは現在のもこの地に暮らす少数民族のナシ
族、
彼らは象形文字のひとつトンパ
（東芭）
文字を使い、
独特の文化と宗教
を持つ民族です。
町の美しさと文化的背景が認められ、
1997年にユネスコの世界文化遺
産に登録されました。
古城の中は、
石畳の道、
ナシ族の民家を改造した民宿、
玉龍雪山から流
れ出る水路と架かる石橋、
3段の水路では上流から水を汲む場所、
その次
は野菜、
食器洗いの場所、
最後は洗濯の場所になっていてさほど豊富と言
えない水源を上手につかっています。
今回、
麗江古城全体では広さは約
3.8Km2あり、
今回宿泊の民宿も古城
のなかにあります。古城内は、細く入
り組んだ石畳の路地、清らかな水が
流れている水路、
明清の古い木造建
築はいまも残っています。
この地の見どころは、麗江古城内

アフリカ 事情
南アフリカ共和国、35年振りの里帰り
1 ．35年前
新婚時代を南アフリカ共和国で暮らしました。勤務先（T社）の現地駐
在勤務です。当時の南アフリカ共和国はアパルトヘイト（人種差別）政策
がとられていました。日本人・中国人は名誉白人として白人扱い。インド人
は人種的には白人の筈ですが何故か黒人扱い。トイレもバスも店も「白
人専用」
「黒人専用」
に分かれています。
白人は都市の中心に白人居住区を作って生活、黒人は郊外の黒人居
住区で生活。職場は殆どが白人居住区の中なので、
朝夕通勤して来ます。
私達20歳代の夫婦は、その白人居住区中で支配階級として豊かな生
活（？）を致しました。賃貸マンションでしたが、黒人メイド2名が付いて
いました。明らかに黒人失業対策です。20歳代でのメイド・食事付の生
活は日本では考えられない贅沢でした。
黒人居住区はとてもひどい環境で、生活インフラはほとんどありませ
ん。教育は受けておらず「日本から来た」と言うと「車で来たのか？」と尋
ねられます。世界地図を見たことが無いのです。文字が読めない黒人も沢
山居ました。しかし驚いたのはその黒人たちの底抜けの明るさです。黒人
専用バスからはいつも「歌声の大合唱」が聞こえ、気楽に話しかけて来ま
す。それは私が真の白人で無いので気楽だったからかも知れませんが。

2 ．今年10月
時代は変わり、20年前に黒人政権となってアパルトヘイト政策は終わ
りました。今年10月、35年振りに私共夫婦は南アフリカ共和国を訪れま
した。日本から28時間かかった飛行機も今回は18時間。ヨハネスブル
グ行きの飛行機に乗った瞬間、おしゃれな黒人レディーが沢山乗ってい
るのに驚きました。以前は、黒人はパスポートが無くて海外に行けませ
んでしたから。CAもほとんど黒人。変わらないのは黒人たちの底抜けの
明るさです。注文の間違いを指摘すると、謝罪はせず大笑いしてキャッ
キャして正しいのを持って来ます。とても怒る気にはなりません（以前な

にある、
元、
明、
清の3つの王朝に22
代470年に渡り麗江エリアの統治
を委ねられていた木氏が 暮らした
館とナシ族の起源及び特徴、文化、
伝統祭 儀とトンパ文字に関する展
示館です。
郊外には農村風景と古い町並み調
和の美しい束河古鎮、山裾に広がる
広大は湿原と湖水の拉市海、
高低差3000mに及ぶ深い渓谷があります。
又、
ここから200Km程西北に行った場所には香格里拉
（シャングリラ）
と言う雄大な自然が広がるチベット族の世界があります。
映画化された小説
「失われた地平線」
の舞台となった理想郷シヤングリ
ラはこのエリアがモデルとして2002年中甸と言う名前を改称して現在の
香格里拉になつた経緯があります。
この町で発見した事実を3つ報告します。
1． トンパ文字：少数民族のナシ族の使い象形文字ですが、
主だった全
ての場所では、
中国字とトンパ文字が併記されていました。
2． 民宿の主に進められて石鍋魚を出す有名なレストランはあると言う
の行ってきました。
渓流を使い養殖した鮭を、
三ッの方法で料理し
て提供してくれました。
お店は大盛況でした。
3． シンガーソンガーライターの小倩がこの地を旅したおり、
この地に
魅せられ現在、
滞在し音楽活動を行っています。
彼女が作詞、
作曲
した
「一瞬間」
（過ぎ去った愛の歌）
が大流行で、
どのCD販売店もこ
の歌が聞こえていました。
その他にも珍しい景色や食事を堪能した旅でした。

（赤池

秀夫）

ら白人が犬猫のように怒鳴り散らしてい
ましたが）。
私たちが暮らしていた元の白人居住
区（右の写真）には、今は黒人が暮らして
います。白人は郊外に大きな家を建てて
高い塀を作って、自衛しながら暮らして
いるのです。私達が暮らしていた賃貸マ
ンションもそのまま残っていましたが、見る影もなく荒れていました。そ
してヨハネスブルグのダウンタウンはとても危険な街になっていました。
平等になって20年。アパルトヘイトを知らない世代も20歳以下。まだ
試行錯誤が続いているように思います。黒人政権は黒人寄りの政策をと
る訳で、白人たちは
「逆差別が始まっている」と嘆いていました。
南アフリカ共和国は確かに生まれ変わ
りました。主要 都市ではワールドカップ
サッカー用の大スタジアムに必ず出会い
ます。今はスタジアムの使用率が低くて、
維持に困っているそうですが。
街で 会う黒 人の皆さんの自信に満ち
た顔や姿は、以前と様 変わりです、黒 人
のビジネス姿（スーツ・ネクタイ）は初め
てです（右の写真）。かっこ良さに驚きま
した。
35年前は情報統制の為、黒人運動に関
しても白人政府の一方的な情報しか知り
ませんでした。今回、種々の施設・記念館
を見て、当時本当に起きていた事を初め
て知りました。知らないと言う事は大変な
事です。右は今回初めて見た「マンデラさ
んが投獄される前に住んでいた家＝マン
デラハウス」
です（黒人居住区の中）
。
情報の大切さ、平等の大切さを思い知っ
た帰省でした。

（大橋

忠弘）
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同好会活動
4．家族ぐるみで参加・子供さんと一緒に遊べて楽しい。

ゴルフ

5．どういう訳か最近は料金が値下され、土日10時前は250
円／1ゲームと激安。

ゴルフ同好会は
「新規メンバーを増やし、
楽しさを倍加させる」

（嶺 仁）

が今年の活動方針。
第36回国分寺稲門会ゴルフ会
［10月30日
（水）
・立川国際カント

スキー

リー倶楽部・快晴・12名参加］は、方針通りの順調な滑り出しと
なった。
優勝は、
新規メンバーの宮坂さん、
術後間もない小林さんの初
出場、
3組フルメンバー12名の参加は久し振り、
等々ケーキ回復

何時もながら、
11月の声を聞くと、
来月から我々の季節が始まる。
早く純白な風景をみたいものだと思う。
今年も12月にはフジテ
ンスノーワードに日帰りする予定である。
1月から3月まで2泊3

の兆しが見えてきた。
（笑顔の写真ご覧あれ）
プレイ終了後、
語呂合わせではないが、
コーヒー＆ケーキで乾杯。
年2回稲門会ゴルフ、
年1〜2回早慶対抗戦
を原則実施、次回稲門
会ゴルフはH26年5月
14日（水）
・青梅ゴルフ
倶楽部・4組予約を決
定。
是非ご参加あれ！

日で3回ないし4回程計画します。
最近は25度程度の斜面にも恐怖感を憶える。
だが板に身を任せ
て遊ぶ爽快さは抜群である。
雪が招く遊び心を堪能しよう。
この快感は幼少時より味わってきた。
あの頃は何時も寒さとの
戦いだった。
近年のウエアーは軽くて暖かく快適だ。
ともかく一緒に滑り、
雪
見酒を堪能しませんか。
お待ちいたしております。

（野部 明敬）

（山賀 理）

KTB（国分寺稲門会ボーリング同好会）

麻雀同好会

毎月第1、
3日曜の早朝ボーリングと定期的にコンペを開催して

麻雀同好会は2ヶ月に一度、
国分寺南口三千院で開催していま

いる。
節目には暑気払いや忘年会など織り交ぜ同好の士で楽しん

す。25年5月第70回大会は千原一延、
7月71回は廣田廣、
9月72

でいる。

回は山縣浩一が優勝しました。
10月は全日曜日レーンが

大会は5回戦で、
1回ごとに対戦相手が代わります。
こういう短

大会予約で満杯使用不可能

期戦ではツキのある・なしが成績に影響します。
ツイテいるとき

で、
急遽土曜に変更したが参

はラスパイをカンチャン待ちでもあがれますが、
ツイテないとき

加者激減で中止にしました。

は三面待ちでもあがれません。
麻雀に必勝法はありませんが、
ツ

そんな中、
岩崎さんが1人出

イテいるときは強気に攻め、
ツイテいないときは我慢に我慢を重

かけ、
HG220 Av207とプロ
並のスコア叩きだした、
報告。

ね、
負けを少なくすることが優勝への道だと思います。
国分寺・小平・東村山合同麻雀大会第4回は8月に開かれ、小平

あれこれ気が付いたこと

チームが優勝しました。

1．日曜の早朝、駅では運動部・部活の高校生と一緒になり若

通算成績は小平3勝、
東村

返った気になる。

山1勝、国分寺は0勝2位2

みんな駅やボーリング場では階段を登り、
エスカレーター使

回3位2回です。第5回は12

わず体力向上計っている。

月に開催の予定です。雪辱

2．日曜11時には帰宅ができ、
残りの半日も有効に使える。

を期して頑張りましょう。

3．投げてる1時間30分はピンを倒すこと以外一切頭に雑念な

同好の皆様の参加をお待

く無心の境地になれる。
呉越同舟楽しい懇親風景

同好会
立上げ案内

ちしています。
（廣田 廣）

国分寺稲門会句会（仮称）は準備の都合で下記変更いたしました。
時 期：26年4月の予定

指 導：大山雅由氏

会 場：本多公民館

●詳細は別途案内いたします。
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kokubunji toumon-kai club action
ただきます。料理作りに参加される方は10時に、
食事のみに来られる

ハイキング愛好会

方は2時にお出で下さい。
多くの方々の参加をお待ちして居ります。
（中山斌雄・中村俊雄）

秋のハイキングのご案内です。
11月27日
（水）
に東村山市の北山公
園〜八国山緑地を歩きます。標高約90m、東西約2kmの尾根道は

カラオケ同好会

アップダウンが少なく、
どなたでも気軽に歩ける楽しいコースです。
集合は国分寺駅改札口前7時30分又は東村山駅改札口前7時50分。
これからお申込みの方は、

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

小田切 042-321-1096 又は 山田 042-301-8271 までお願
いいたします。

室を会場に産声を上げた。
会場も国立・カラオケ101からシダックス

（山田 孝）

恋ヶ窪に移り、
例会は毎月第一金曜日で、
会員も近隣稲門会、
三田会か
らの参画もあり、
30名を超える大所帯に発展し、
大変盛況である。
例会参加者は15〜20名で、
13：30開場、
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る。あと希望者は二次会へ
と、
行きつけの店へ繰り出すのが常である。
会は先ず誕生月の会員に、
バースデイケーキ/シャンパンでHappy
Birthdayを合唱、
併せてプレゼントを贈呈するのが恒例である。
歌は

八国山の紅葉

八国山

懐メロ、
ラジオ歌謡、
演歌、
ジャズ、
なんでもあり、
軍歌が出ると、
応援
歌へ続きフィナーレというコース。
折角の集まりをより充実させたく、
毎月趣向を凝らした演出を心掛

グルメを作って食べよう会

け、
季節のイベントを織り込むなどで楽しんでいる。
また本会の特長は、一つの歌を皆で分担してうたう、今流Work

男子厨房に入るべからずと言うのは今や昔の話になりましたが、

Sharingは、
譲り合いの精神、
全員参加で結構楽しいもんである。

それでも年齢により料理をご自分の家では奥さん任せにされて居ら

最後に「カラオケ同好会」の名

れる方もいらっしゃると思います。
当会は料理の上手、
下手は一切関

称であるが、酒と歌と心の交流

係なく買出しから、料理作りまで男性会員が中心になってやってい

で、校友の輪が広がる、
早稲田大

ます。
これからの人生を生き抜いていく為には料理をマスターする

学国分寺サロンとしても意義の

事はシニア世代にとりましては、
特にマストではないでしょうか。

ある会を目指している。

料理の先生に指導されている会ではありませんので、会員それぞ

（清水 元）

れがレシピを考え、
今までうどん打ち、
和食、
イタリアン、
中華に挑戦
してきました。うまくできた時もあればそうでないこともありまし
毎回15〜10名位の方が参加され、
2時頃から食事会になります。食
事だけの参加も大いに歓迎いたします。
食べて、
飲んで、
日頃の疲れを
吹き飛ばしましょう。次回は11月23日
（土）本多公民館で開催予定で
す。テーマ
「定番 中華三昧」
誰もが口にしたお馴染みの中華、小さい
頃おふくろに作ってもらったチャーハン、マーボードーフ、
シューマ
イなどなど、
ごく当たり前の定番料理を紹興酒他とともに楽しんでい

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

たが、
それはそれなりに楽しいものです。

同好会名

責任者

■ゴルフ
■ボーリング
■麻雀
■ハイキング
■カラオケ
■グルメ

日置憲二郎
■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
中山 斌雄 ･ 中村 俊雄

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

同好会名

責任者

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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国分寺稲門会役員
役職名
会 長
副会長
副会長
副会長・幹事長兼会計幹事
副会長・会計幹事
副会長
副幹事長
副幹事長
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
幹 事
相談役
監 事
監 事

氏名
山賀
理
青木 壯司
黒田 啓之
清水
元
野部 明敬
小野洋一郎
山田
孝
大橋 忠弘
牛田
武
小田切晏彦
木村
徳
眞宅 康博
田中 康義
寺沢 和濃
廣田
廣
嶺
仁
中村 俊雄
中山 斌雄
日置憲二郎
百瀬 道子
谷田 成雄
黒川 清知
小林 好覚

地 域 別 幹 事
●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

住所／地区
国分寺市日吉町
小平市学園西町
国分寺市戸倉
国分寺市東恋ヶ窪
国分寺市西恋ヶ窪
国分寺市内藤
国分寺本町
国分寺西町
国分寺市新町
国分寺市本町
国分寺市本町
国分寺市新町
国分寺市本町
国分寺市東元町
国分寺市東元町
国分寺市西恋ヶ窪
国分寺市西元町
国分寺市高木町
国分寺市内藤町
国分寺市高木町
国分寺市南町
国分寺市並木町
国分寺市日吉町

学部／年度
34法
40政経
61教育
38法
36法
38法
39政経
47理工
平1工研
35文
平7政経
37法
35政経
36法
32文
25専通
45商
43理工
43政経
50教
31政経
30政経
18専経

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
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
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「旧大隈邸」
大隈公が１８７６
（明治元）年１０月から１８８４
（明治１７）年３月
まで住んでいた雉子橋邸宅跡に、
２００７
（平成１９）年記念碑が
建立された。場所は千代田区役所敷地内（千代田区九段南１−
２）に大学と千代田稲門会によって実現された。平成１９年１０月
２４日、
除幕式が白井克彦総長（当時）森喜朗元総理ら約１５０人
が参加して行われた。碑は高さ２.６ｍ、
大隈公の郷里・佐賀産の
御影石で、
大学のシンボル大隈講堂をかたどった。
１８８２
（明治１５）
年に東 京 専 門 学 校
設 立 の 際 の 事 務を
この邸宅で執ったと
いう。創立１２５年に
ふさわしい出来事で
あった。
（黒川 清知）

近々の予定
お問合せは担当者へ
（同好会幹事/地域幹事名簿参照）
▼催事名

▼日時

ボーリング愛好会

11月1，
3週日曜日を予定 BIG BOX東大和 嶺

麻雀・月例

11月15日
（水）
12：30〜 三千院

廣田

グルメを作って
食べよう会

11月23日
（土）
10：00〜作ろう
14：00〜食べよう

本多公民館
実習室

中村俊雄
中山斌雄

ハイキング愛好会

11月27日
（水）
国分寺7：30

北山公園〜
八国山緑地

小田切晏彦
山田 孝

三多摩支部大会

11月10日
（土）

大隈小講堂

山賀

▼会場

▼担当

校友会ゴルフ

11月13日
（水）

仁
廣

理

久邇カントリー

野部明敬

三田会（OH!ENKA）11月17日
（日）
最後の早慶戦
10：00〜12：00

本多公民館

清水

元

23区、
三多摩会長会

11月29日
（金）

大隈タワー
西北の風

山賀

理

カラオケ同好会

12月6日
（日）

恋ヶ窪シダックス 清水

元

ボーリング愛好会

12月1，
3週日曜日を予定 BIG BOX東大和 嶺

稲穂祭（忘年会）

12月15日
（日）
17：00〜 Lサロン 飛鳥

山賀

理

麻雀・三市対抗

12月22日
（日）
12：00〜 三千院

廣田

廣

仁

新入会員募集

本会は設立四十一年︑国分寺市在住・勤務するワセダ
の校友の組織です︒
地域密着と組織拡大で活動の更なる活性化を目指
しております︒
定時総会︑稲穂祭︵忘年会︶︑各同好会を通じ会員/
会員家族の皆さんと親睦を深めております︒
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 各地域担当幹事︑若しくは幹事長・清水 元
宛て電話/FAXにてご連絡下さい︒

60

編集後記

理
元

◆ 創 立 四 〇 周 年 記 念 の 年 に 当 た り ︑総 会 か ら 始 ま
り︑式 典 ︑記 念 講 演 会 ︑恒 例の国 分 寺・稲 門 寄 席に続
き︑掉尾を飾る
〝みんなで楽しむ・マンドリンオーケス
トラと心の歌〟
と一連の行事も無事に終わりました︒
特にコンサートは早稲田実業・小室哲哉記念ホール
を提供頂いたこと︑
また市立第3中学校・齋藤智子先
生︑早稲田実業学校・鈴木美奈子先生︑中村聡先生︑
そ
してオペラ歌 手 斎 藤 佳 奈 子さんの共 演 が実 現し厚み
のある︑内容の濃いコンサートプログラムの構成でき︑
心地よく︑楽しい︑素晴らしい演奏会になりました︒
ま
たきめ細かな演出で工夫を凝らし︑チアーリーダー︑
出演生徒さん全員の素晴らしいパフォーマンスで盛り
上がり︑
来場された皆様から高い評価を頂きました︒
さて︑本 年は世 界の政 治・経 済・気 象にとって大き
な出来事があり︑欧州の経済危機︑大国のリーダーの
交 代 ︑新 興 国 経 済も足 踏み状 態で後 退 気 味 ︑特に日
本では政権交替︑三本の矢での景気回復基調︑気象面
では四万十市での七〇数年ぶりの最高気温の記録更
新に代 表される 猛 暑 ︑続 く大 雨 ︑ゲリラ雷 雨 ︑洪 水 ︑
土 砂 崩れでは多 くの犠 牲 者も出ました ︑お悔みとお
見舞いを申し上げます︒
最後に我々稲門会は都内︑三多摩を通じてその設
立は古いが︑会員数︑会員構成も高齢者が中心で︑後
れをとっている感があります︒4月に
﹁改正高齢者雇
用安定法﹂が施行され︑六十五才への雇用延長企業も
％を超えたとか︑益々高齢者の社会活動の重要性
が高まります︑﹁国分寺稲門会﹂も共にその務めを果
たせれば幸いと願うところです︒
また︑組 織は小さいが山 椒は小 粒でも・・の通りこ
れからも細 く︑長い活 動 をしっかり致した く︑会 員 ︑
近隣校友︑関系団体のご支援︑ご協力で地域と共に・
ワセダとともにをモットー更なる発展を目指して行
きたい︒
東京が2020年のオリンピック開催地に決まり
ました が ︑これからの7 年 が 内 外 ともにエポックイ
ヤーになりそうです︒
◆ 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
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