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国分寺稲門会設立
４０周年に寄せて
国分寺稲門会・会長

山賀

理

国分寺稲門会はこの5月21日で記念すべき満40周年の
節目を迎える事になりました。
同じ早稲田の森で学び、歴史ある街、国分寺在住の紳士
淑女の集まりがこの会であります。
私も卒業後、この国分寺に生活の場を定めて、今は亡き
須田茂雄大先輩
（2代目会長）
に誘われて入会しました。
以
後かかわって28年の歳月が過ぎようとしています。
須田先輩は気配りとジョークの人であり、
後輩の面倒を
よく見て戴きました。
永年、恵まれない子供たちの施設・恵明学園園長として
も尽力され、
東元町から晩年は静岡の地に移り生涯を終え
られました。
3代目の谷田成雄会長は大学本部や国分寺市などへの
幅広い人脈と多大な影響力を発揮されて、
長期に亘り本会
の充実、
発展に力を尽くされました。
そして4代目林久仁於会長は惜しくも就任1年で急逝さ
れ、
小生はその後を引き継いで、
5代目の会長職を拝命し、
早や4年が経過するところです。
遡って初代会長中藤俊一、名誉会長塩谷信雄両氏は本会
の胎動期に夫々国分寺町長、
市長として市政で活躍され、
本
会の礎を築いて戴きましたこと有り難く深く感謝致したい。
さて、常々申し上げてきましたが、我々は当然ながら学
部、
卒年を問わず、
都の西北早稲田で青春を謳歌した校友
として対等な仲間であり、上下はなく、どこで逢っても
おれ おまえ の付き合いが出来る国分寺稲門会を目指
し活動してきました。
お蔭様で和気藹々、地域の隣人として過ごしており、会
員数も徐々に増えつつありますが、
今もって発展途上とい
うところで、
尚一層の成長を目指して行きたく思います。
会員構成については、女性会員はまだまだ少なく、男性
会員も然りであります。
国分寺市在住の卒業生は約1600人で、
うち大学本部の
校友会費納入者が350名余と聞いています、
是非半数位は

入会頂く事を切望する次第です。
特に若手・30代〜50代の会員は少なく、
役員・会員各位
が友達の輪、早稲田の和を発揮されて、是非入会促進活動
にお力添え頂きたくお願い申し上げます。
本会の運営は、
毎月役員会を開催し、
年間計画の進捗、
当
今の課題など、しっかり討議し、会員皆様の意思を反映で
きるよう取り組んでいます。
活動の中心にある同好会は、
現在7つの会があり、
それぞ
れ工夫を凝らし、
活発な活動を通じ、
多くの会員/家族が参
加され、
皆様おもいおもいに楽しんでいます。
本年度は新規に俳句の会、囲碁の会、国分寺サロンなど
立ち上げの準備をしていますので、
これを機会に更に会の
活性化を図り、
ますます親睦を深め、
校友の輪を拡げ、
素敵
な会に成長致したく、
ご協力をお願い致します。
今後の指針として、
一つは更に近隣稲門会や三田会等と
の交流を深め、校友の輪を拡げること、二つ目は単に同窓
生の集まりから脱却し、地域との交流を促進することで
す。
「地域と共に・早稲田とともに」をモットーに国分寺市
への文化的な貢献を鑑み、
3年前より国分寺寄席
（落語会）
をいずみホールにて、
当会主催で開催するまでになりまし
た。
これは眞宅康博会員の助力により、
金原亭馬生一門のご
支援、
ご協力で実現致しました。
毎回好評で、
チケットは完
売、
市民とともに楽しい一時を過ごしています。
本年は40周年記念行事として、
6月9日
（日）
、
駅ビルLサ
ロン飛鳥にて総会・記念式典、
記念講演を、
8月27日
（火）
い
ずみホールにて
「第3回・国分寺寄席」
を、
10月27日
（日）
に
は早稲田実業学校・小室哲哉記念ホールにて市内中学校音
楽部、早稲田大学マンドリン楽部の共演で楽しい「ジョイ
ントコンサート」をそれぞれ開催致す予定です。いずれも
多数の会員、家族、市民の皆様のお越しをお待ちしており
ます。
最後に40年前の創立時に、当時の村井資長総長が本会
会報で
「国分寺は国府があった古い歴史と特色ある街並み
を持っています、
ここで育った若者が共通の心のふる里を
いとしみ、
早稲田を母校に持つ特権を誇り合うことのでき
るのは校友会です」
と言っておられます。
大学のスローガン、
「 ともに世界へ、ともに未来へ」に合
せて、
校友の皆さんが同じ方向をみて、
同じ情熱で、
そして
企画力、創造力を逞しくして、活力ある国分寺稲門会へも
う一歩前進しようではありませんか。

創立40周年記念行事
6月 9 日
（日）
、
16：50受付 ・ 第41回総会、
及び祝賀式典、
講演会・懇親会 於国分寺Lサロン・飛鳥
8 月27日
（火）
、
13：00受付・「第三回国分寺寄席」
於 いずみホール
10月27日
（日）
、
13：00開演 ・「早稲田・国分寺ジョイントコンサート」 於早稲田実業学校小室哲哉記念ホール

※詳細は4頁
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◆野部 明敬

私の二刀流
プロ野 球日本ハ ムの

を課せられているのではないか、との僻み根性が出てきた、矢

ルーキー大谷翔平選手

張り無理か、辞めよう。そんなある日、月に1、2度指導に来られ

が 、目 下 投 手 と 打 者 の

ている歴代師範の方が「野部さん、ここに居たんですか」と声を

「二刀流」を目指して鍛錬している。これまでの野球界の常識で

かけてくれた。地獄に仏、以後上級生の態度がシゴキから指導

は、
考えられない出来事である。高校時代「エースで4番」はザラ

に変わった、変わったように思えた（事実は個人的なシゴキは全

にいるが、
その上の球界に入れば、どちらかに専念する、
それで

く無かったのだが）。気分一転、稽古にも身が入ってきた。といっ

もごく一部の人しか、成功を収めることの出来ない厳しい世界な

て実力はそう簡単には上がらない、新人戦の候補選手にもなれ

のだ。それに敢えて挑戦するという。このニュースを聞いた時、

ない、何かで剣道を生かしたいと、一般学生が履修する体育科目

思わず快哉を叫んだ。大学入学時の「私の二刀流」決断を想起し

「剣道」の助教をかってでた。剣道は初めて、という学生が多か

たからである。
160キロの右腕と高校通算56本塁打の実績、ど

ったから、二段位の実力しかない私でも役に立つ、また学生に興

ちらの部門でも超一流選手のそれ、
と私の目指す二刀流とは、次

味を持たせるため、円陣の中で勝ち抜き戦をやるとか、二人を同

元が異なり異質のものであるが、両道を求める際の、
どっちつか

時に相手するとか、いろいろ工夫し、手助けをした。やっと充実

ず、
中途半端、体力の限界、時間的に無理、怪我、といった不安や

感を味わった。

迷い、決断に至る心の葛藤などは軌を一にするものであった。

もう時間の融通がきかない、専門科目に専念
3回生になると、

灰色の受験勉強から解放されて、これからわずか4年間で、専

した。当時のゼミは人数が多く勉強にならない、民法研究会に

と考えてい
門課程を履修し、巣立ちへの基礎作りに専念しよう、

入った。顧問の先生がお二人もいる、高島平蔵教授と篠塚昭次

た矢先、待てよ、これまで体に良いこと何もやってない、昔から

講師、大変お世話になった、個人的に「賃借権の物権化」という

文武両道、好学尚武というではないか。不安・迷いが先行した

研究テーマを頂いた、図書館に通いつめ、原典をローマ法やゲル

が、熟慮の結果、剣道部の門をたたいた。町道場での経験しかな

マン法に求めて研究した。

い私だったが、
すんなりと受け入れてくれた。後に刑法の授業で

民法研究会は、毎年早稲田祭に参加、斯界の名士を招いての講

斉藤金作教授が「ワセダは無門、入るを拒まず、去るを追わず、こ

演会を主催した。3回生時我妻栄東大教授、4回生時中川善之助

れが伝統」と言っておられたが、将にそれであった。

東北大教授、何れも大好評で、私は世話役として奮闘した。

しかし大学の運動部は、
考えていたほど甘くはなかった。日頃

「もはや戦後ではない」論文が出、
当時の世相は、前年（1956）

の稽古は、上位者に向かって、
切り返し、打ち込み、懸かり稽古と

「なべ底不況」が短期に終わり、
「岩戸景気」へと続き、後半60

進むのだが、思い切って打ち込んでいくと体を開いて背中を叩

年安保闘争で政治混迷があったが、経済的には高度経済成長

かれ、前のめりに倒れる、
今度は用心して当たると竹刀の柄で胴

期の直中にあり、未来志向であった。

を突かれ、仰向けにひっくり返される、来る日も来る日もこれの

入学時、授業料値上げ反対闘争を目撃し、在校生が新入生の

連続。安房一高での合宿は熾烈であった。2、3日すると足の皮

「私の二刀流」
ために行動していることを知り、新鮮に感じた。

がパックリと剥がれ、早朝宿舎から道場へ砂地を裸足で歩かさ

は、剣道では、私の座右の銘となる「先手必勝」を学んだ。剣の

れ悲鳴をあげた。激しい稽古のため食事が喉を通らない、力が

極意は「後の先」というが、これは名人級の場合、凡人はやはり

入らない、気力が失せる、死ぬ思いであった。何とか持ちこたえ

先手だ。法学では「法律的なものの考え方」と「課題に対するア

たのは、若さの故か。

「人生の原
プローチ手法」を学んだ。大学4年間は、私にとって、

段位を持たないせいか、日頃の稽古でも、人一倍厳しい練習

祝

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

国分寺稲門会

［S36年･法学］

創立40周年

国分寺稲門会

役員有志

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
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

点」となったと思っている。

（順不同）
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国分寺の歴史 その十七

府中町と甲武鉄道
1889（明治22）年の甲武鉄道、1894（明治27）年の川越
鉄道の開通で、国分寺村は2本の鉄道の分岐点となり、村
の様相も次第に変わってきました。
甲武鉄道や川越鉄道に携わった所沢町や近隣の村の出
身者である作業員たちが、工事が終わった後国分寺村に
移り住みました。そのため、国分寺村の人口は増え、1912
（明治45）年には4千6百人程となり、甲武鉄道開通当時よ
り、2千人近くも多くなりました。人口が増えれば、商
店、飲食店、旅館などが駅付近に立ち並び、段々と賑や
かになってきます。
こうした国分寺の変貌を目の当たりにした府中町は、こ
のままだと国分寺村にはどんどん人を取られてしまい、多
摩地方の中心と云われた府中町が衰退すると今さらなが
ら、甲武鉄道を甲州街道沿いに通すチァンスを取り逃が
した事を後悔しました。しかし、当時は、「鉄道が通る
と、宿場客が減るだけでなく、蒸気機関車の出す煙で桑
畑がだめになってしまう」と、住民達がムシロ旗を立てて
猛反対し、計画を潰してしまいました。
府中町では、この失敗を取り戻すために、国分寺駅と
府中町の間に乗合馬車を通し、東京との結びつきを強め
ようと考えたのです。しかし、乗合馬車を通すためには、
両町村を結ぶ幅4メートルの道路（現在の国分寺街道）を
広げ、路盤も固くしなければなりません。
そこで、府中町は国分寺村に、道路用地の買収資金は
全て府中町が負担する、国分寺村民の所有する土地は、
府中町民の所有する土地より高く買い取る、と云った条件
を示し、乗合馬車の開通に協力して欲しいと申し出たの
です。

国分寺駅東踏切

乗合馬車の発着所

境新道を行く乗合馬車 1914（大正3）年 （田無市教育委員会所蔵）

1899（明治32）年4月、府中町長矢島次郎左衛門と国分
寺村長本多良助の連名で、拡張用地は両町村で買収の
上、東京府へ寄付するから、翌年度の地方税土木費に工
事費を計上して欲しいという要請を、東京府知事へ提出
しました。
そして、同年7月、国分寺村の負担分2千円は、府中町
で持つといった密約書が取り交わされ、同年8月には、土
地買収の仮契約がなされました。
それだけ府中町にとって、東京との結びつきを強める
事は、差し迫った問題だったのです。この結果、道幅は約
7メートルに広げられ、府中町待望の10〜16人乗りの乗合
馬車が、国分寺駅（現在の北口西友前パチンコ店）〜府
中町間を走る様になったのです。
国分寺・府中間を走る定期馬車は2時間に1本位の割合
で通っていました。馬車の客は寒々とした待合室で切符
を買って発車を待ち、何人か客がまとまると、御者が真鍮
のラッパ（当時豆腐屋が吹いて売り歩いたものと同じ）で
発車を知らせるといった具合でした。
座席は10人位の所にせいぜい5〜6人の乗客で、運賃は5
銭でした。馬車の通る国分寺街道は桑畑と雑木林ばかり
で、国分寺村辺りは道端に4〜5軒の農家がある位で、行
き交う人も少なく、現在の明星学苑辺りでは追いはぎが出
たと云う事です。
国分寺村と府中町の行き来では、村や町の人達にとっ
ては歩いて行ける距離で
あって、馬車に料金を払っ
て乗るなどと云う事は、お
金がもったいなくて、乗る
人が少なかったわけです。
なお、現在幹線道路と
して国分寺と府中を結ぶ
国分寺街道は、中央線ガ
ードができる迄踏切にな
っていて、地下道のガー
ドよりもう少し国分 寺駅
よりの場所にありました。
◆田中康義［S35 政経］
国分寺駅 東側ガード

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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国分寺稲門会NEWS
校友会の発足
早稲田大学校友会は、前身の東京専門学校の創設3年後、明治18（1885）年12月13日に誕生した。卒業生が互い
に親しみを深め、母校との関係を密に、母校の将来の発展を期するためで、東京麹町区富士見町「富士見軒」にお
いて発足会が開催され、規約等定められた。校友会誌・早稲田学報は明治30（1897）年の創刊である。

国分寺稲門会創立
国分寺稲門会（校友会）は昭和48（1973）年5月21日に国分寺勤労福祉会館にて、約70名の会員が出席して誕生し
サロンの設置、同好会の結成など決めら
た。
12月1日には忘年懇親会が開催された。幹事会では懇談会の開催、
れた。広報部にて、会報発行が決まり、第1号で中藤俊一会長は情報化の時代に即し、会員相互の意見交換、交
流、親睦、
そして広報をなどを通じ会の発展を期待する旨寄稿。第2回総会には村井資長総長が出席。

第41回

平成

国分寺稲門会
●日 時
●場 所
●17：05

●18：15
●18：55
●19：25
●参加費
●年会費

25 年度

総会

記念講演

平成25年6月9日（日）16：50 受付
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
総 会 議 事
（１）平成24年度活動報告
（５）役員改選
（２）平成24年度会計および監査報告 （６）その他
（３）平成25年度活動方針（案）
（４）平成25年度収支予算（案）
記念講演 渡邉重範先生
ミニコンサート 弦楽四重奏
懇親会
6,000円 ※ただし、ご家族は5,000円
5,000 円（未納の方はご持参ください。）

日
（火）

金原
亭馬
吉

午後1時30分開演（受付開始 午後1時）
場 所

国分寺

いずみホール Aホール

（JR西国分寺駅南口）

料 金

全席自由

※チケットは前売りのみ、
売切れ次第終了となります。
代金引換でチケットをお渡し致します。

出演者

金原亭馬生／金原亭馬治／
金原亭馬吉／金原亭駒松

金原
亭駒
松

1,000円

【主催】
早稲田大学 国分寺稲門会
【後援】
国分寺市老人クラブ連合会／社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
お申込みお問合せ先
国分寺寄席事務局

三多摩支部行事

小野洋一郎：TEL＆FAX
眞宅 康博：TEL＆FAX
野部 明敬：TEL＆FAX
清水
元：TEL＆FAX

弦楽四重奏

［出演］早大交響楽団 OB有志
[曲目]
〇早稲田の栄光
〇アイネ クライネ ナハト ムジーク
〇カノン
〇ポピュラーミュージック
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｢国分寺市と共に‑早稲田実業学校 躍進の秘密｣

ジョイントコンサート
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早稲田実業学校前校長
早稲田大学元副総長
博士
（政治学）

40 周年記念

国分寺 稲門会
創立 周年記念口演

国分寺

寄席

金
原
亭馬
生

平成

日 時

第三回

渡邉 重範 先生

042-577-0175
042-301-1660
042-321-2757
042-321-3310

●三多摩支部総会
（会長会）8月24日
（土） 於 東大和Big Box
●三多摩支部大会
11月10日
（土） 於 大隈小講堂

10 月 27日（日）
13：00〜15：00

場所 早稲田実業学校・小室哲哉記念ホール
内容

早稲田大学マンドリン楽部と市内中学校
合唱部・音楽部とのジョイントコンサート

出演

同上
早稲田大学応援部チアーリーダー

演奏 世界の歌・日本の歌、クラシック、
曲目 ポピュラーミュージック
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40周年を振り返って
国分寺稲門会創立時の人の縁
谷田成雄〔元会長・相談役〕
現在は栃木県那珂川町に移転して操業していますが、私が会長
を務める東京ガイシ（株）の工場は、昭和19年より平成15年まで、市
内の恋ヶ窪4丁目にありました。その前の道は今でもガイシ通りと、
呼ばれています。当時国分寺町の役場は、
そこから200米足らずの
府中街道と連雀通りの交差する、現在のJA国分寺の場所にあり
ました。古びた木造二階建で、隣接して農業会があり、これは戦後
の農地改革のとき、農業協同組合に変わりました。その頃から野球
が盛んになり、わが社の野球チームと役場や農協のチームは時た
ま試合をやっていました。
国分寺稲門会初代会長中藤俊一氏は、終戦後国分寺町長を務
められておりましたが、農協で昭和30年に不当貸付が発覚、貯金の
払出停止の事態に追い込まれました。中藤氏はこれの再建の為に、
町長を辞め昭和32年より国分寺農業協同組合の組合長に就任され
ました。爾来、
亡くなられる平成元年まで組合長を務められました。
私が東京国分寺ロータリークラブに、入会してからは毎週お会い
するようになりましたが、
誠に人格・識見共に、
尊敬に値する人でした。
戦後、
我が家は私と父が、工場内で自炊暮らしをし、
母と兄弟・妹た
ちは那珂川町の伯父が所有する温泉宿に疎開したままという状態で
したが、昭和25年に丸山台の現在の地に土地を購入し、家を建て一家
が一緒になりました。住んでみると、
今、ぶんバスが走っている丸山通
りの東経大側の低地は、田圃で蛙がうるさく鳴いていました。
その向
こうの台地に、距離にしたら100メートル位なのですが、広い敷地に立
派な洋館が見えるので聞いてみると、
今を時めく全炭労の塩谷委員
長の家だというのです。へ〜労働組合の委員長があんな豪邸に住ん

映画上映会顛末記
黒川清知
我が稲門会も40 年の歳
月を歩んできた。初期の会
員として感無量である。微
力の私がその間副幹事長、
副会長を務められたのも、
多くの 先 輩 方の 激 励と支
え、同輩そして後輩の方達
の温かいサポートあってこそ、
「副」を「福」と思い
感謝いっぱいである。
その思い出も
40年間いろいろな行事に関わり、
語り尽くせないほどあるが、
その中で一番忘れら
れないのが、平成19 年 6月に開催した創立125周
年記念の東映映画「早稲田大学」の上映会である。
私が平成18 年10月発行の会報43号の「MY
WASEDA」に「映画『早稲田大学』」の拙文の結びに「この映画
のネガははたして残っているのか、残っていれば、
125周年のた
めにDVDかビデオ化されれば、嬉しい」を見た早大切手研究会
OB 会の後輩小川義博君が、私の意を汲んで、国立フィルムセン
ターを調べたが存在せず、東映株式会社広報室で映像素材の保
管を確認、
それでビデオが大学図書館のAVライブラリーにある
事が分かり、視聴可能との連絡あり、早速私は故吉田辰雄幹事を
同道、図書館で視聴し、学生の頃共通教室で試写会見た感激を味
わい、
そこで貸し出しの手続きをした。ただ上映するならば上映
権のある東映の許可必要とのアドバイスを戴き、東映に電話、社
内3部所の稟議必要なのでしばらく待てとのこと、
やがて返事あ
り、会社はOKだが日本監督協会と日本シナリオ作家協会の許可
また監督の佐伯清氏と脚本の八住利雄氏の遺族の了解を得てく
れとのこと、条件として入場料は無料、定員は100名以内。ただち
に監督協会に電話、内部で協議した結果 OK、遺族として監督の
娘婿の猪又永一氏を紹介され、シナリオ作家協会は後日電話あり

でいるのかというと、奥さんの実家で、奥さんはピアノを教えている
し、息子はエレキギターに夢中だとのこと。
その息子さんが、
今南町一
丁目の町会長をしている塩谷拓三さんで、
お互いの間に出来たパチン
コ店の反対運動を一緒にやり、
手古摺りましたが、
うまくいきました。
そもそも国分寺稲門会を作ろうと言い出されたのは、
初代幹事長
の梅田浩正氏ですが、国分寺市長に立候補される塩谷氏を、同門の
誼で応援しようではないかということで、国分寺稲門会の結成に尽
力されたのが、
きっかけであります。
ちなみにこの気持ちは三田会で
も同じで、星野信夫市長を応援しようの気運から出来たのです。
私が昭和47年9月に開講した、西和陶芸教室に須田茂雄さんが入
会され、翌年のある日、
梅田さんの家に連れていかれました。須田さ
んは、梅田さんと家も近く、稲門会創立に意気投合された感じでし
た。当時須田さんの奥さんはアメリカ大使館に勤務されており、須田
さんは陶芸に熱心に通ってこられ、終わると囲炉裏でいっぱいやり
ながら、よくゴットル経済学の話しを聞かされました。奥さんも退職
されてからは二人で教室に来ておられましたが、
その奥さんがある日
突然なくなりました。
それから独りになった須田さんは、市会議員に
なり、新人なのに直ぐ総務委員長になり驚かされました。さすがに激
務で一期で、辞められ青梅の小作にある恵明学園（交通遺児を対象
で須田さんの早稲田の友人が創立者）の理事長をやっておられまし
た。昭和62年梅田幹事長がなくなり、翌年の平成元年には初代会長
中藤俊一氏がなくなりました。
そのあとを負って須田さんが第二代会
その後10年間、第三代会長として
長になり、
平成10年まで務められ、
私が務めました。
そのあとを林久仁於氏が継いだのですが、残念なこ
とに一年足らずで亡くなりました。私と彼との長い交遊は、会報50号
に書かせていただきましたが、
平成15年幡随院で行われた、塩谷国
分寺稲門会名誉会長の葬儀に、二人で参列したことが今更のように
［S31・政経］
想い起されます。

OK、遺族は当方で話をするとのことであった。猪又氏に電話、氏
も早稲田文学部OB、且つこの映画は見てないので是非見たいと
のことであった。これでやっと許可関係をクリアした。
上映会場をどこに、最初大型のテレビが設置されている市立Lホー
ルを考えたが、
どうせやるなら早稲田実業の小室哲哉記念ホールが
いいと思い、
事務部長にお会いしお願いすると「職員会議に掛けなけ
れば」とのこと、
否決されたら困るなと思っていたら校長の渡邉重範
先生の「稲門会なら是非貸せ」との鶴の一声で決定、
ホッとする。
さて当日果たして人が集まるか、清水幹事長、吉田幹事の協力
もあって徐々に増えてきた。その間私は早実の担当者と打ち合わ
せに通う。清水幹事長はA4判のチラシを作成配布してくれた。
いよいよ当日6月6日午後3時、ホールの入り口に看板を掲げ、来
観者を待つ。定刻近くになると続々来られる。大学からは内田勝一
常任理事、上田康史募金課長（共に当時）近隣稲門会の方々、
そし
て会員はもとよりその家族、友人、知人、早実の先生方、佐伯監督
ご遺族猪又永一氏、世田谷稲門会鈴木宏治副会長、国分寺三田
会有吉準之助会長（当時）、塩井勝也幹事等数人、早大切手研究
会OBなど約100人。
上映の前に谷田成雄会長（当時）の挨拶、私は上映実現までの
経緯の説明と協力を仰いだ方々に感謝の挨拶、
そして天井からス
ルスルとスクリーンが下り、早実の事務の方がビデオをPC機に挿
入、スイッチオン、
「早稲田大学」の題名がスクリーンに、同時に
「都の西北」のコーラスが高々と流れて始まった。
この映画は尾崎士郎原作、早稲田に学んだ三代の親、子、孫を
通じ創立からの70 年にわたる早稲田の歴史、戦争を挟んだその
背景を描き、
学生の生活、恋愛も彩り一つの物語である。佐野周二
や新劇畑のベテラン俳優達が演じている。昭和28年全国で封切
られた。
（内容の詳細は会報43号参照）
映画の「終」が出た時期せずして満場大きな拍手が沸いた。い
くつかのバリアをクリアしてここまで来たという達成感と安堵感
に、
今までの疲れも吹き飛ぶようだった。
その後世田谷稲門会、杉並稲門会から手続きが聴きたいと連
絡あり、両会とも上記の手続きをして上映された。私は世田谷稲
門会の総会と上映会に招待された。やはり大勢の会員は見終
わった時盛大な拍手をした。
（了）
［S30・経済］
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私の思い出
田中康義
昭和48年3月、突
然、我が家に梅田浩
正先輩より電話があり、
「国分寺に早稲田大学校友会を創立した
いので、名簿作成や事務的な事を協力して欲しい。」との事で少し
でも協力できればと、引き受けた。ただ、何故私に依頼してきたの
か分かりませんでした。
昭和47年の夏に、国分寺新潟県人会の開催案内が、私の両親宛
に届いた。私の両親は新潟県小千谷市出身で、塩谷信雄先輩（元市
長）や梅田先輩が新潟県高田市（現上越市）出身で、
その席に、塩谷
先輩と梅田先輩も同席され、お互いにワセダ出身であることが分っ
た。梅田先輩が学校から名簿を取り寄せ、名簿を見て私の所に電話
して来たのであった。
後日、国分寺勤労福祉会館（現在労政会館）に於いて、塩谷先
輩、梅田先輩の三人で稲門会の創立に向けての打ち合わせをし
た。最初に名簿の作成に取り組み、梅田先輩が学校からの名簿や
市で調べた資料などをもとに名簿の作成をした。私がアイウエオ
順に名前、住所、電話番号、卒業年度と学部を一人一人チェックしな
がら書き上げ、
名簿をまとめた。
創立総会案内を郵送後、再度、三人で創立総会の式次第や役員
構成について検討、創立総会の開催にこぎつけた。
昭和48年5月21日国分寺勤労福祉会館（現在労政会館）で約100
名の会員が集まり盛大に創立総会が開催され、早稲田大学国分寺
校友会が誕生した。初代会長に中藤俊一先輩（元国分寺町長、国分
寺農協理事長）が就任、副会長に岡部誠一先輩（元太陽土地社
長）、会計幹事堀田博靖氏（たましん）、
そして、塩谷信雄元市長は名
誉会長、
梅田浩正先輩（中国研究家）は幹事長となり、
初代会長を支
えて今日の基礎を築かれた。二代目須田茂雄会長も当時印刷業を

父娘二代の稲門会
百瀬道子
私は、勉強は得意ではなかった。都立高校で、3 年は女子だけ
50人のクラス。選択は家庭科。家庭の事情がかわり、進学が可能
になったものの、進路の面談で「早稲田に行きたい」とつぶやい
た私の希望は取り合ってもらえなかった。言葉に出して言ってみる
と、
やっぱり早稲田に行きたくなった。だが、応援してくれると思っ
た父ですら「早稲田は女むきじゃないぞ」という。
合格発表の日、初めて父の職場に電話をかけた。父は不在で、
電話をとった方に「受かりました」との伝言を頼んだ。その夜、一
緒に受かった友人と新宿で食事をして帰ると、珍しく父が先に
帰っていて「よかったな」と言ってくれた。そして、入学式の後、高田
牧舎に連れていってくれた。関心がなさそうにしていた卒業式に
も現われ、大隈会館で祝ってくれた。
国分寺稲門会が発足した1973（昭和48）年、私はまだ教育学
部の三年生だった。会報第1号を見ると、発足総会出席者に父（細
谷忠至）の名がある。父がどのような経過で稲門会にかかわるよ
うになったのかは聞いたことがない。丸の内に通う会社員で国分
寺市は寝に帰るだけだったはずの父が、発会の時から稲門会に
入れていただいたことが今の私につながっていると思う。
父は早稲田が好きだった。父が歌える唯一の歌は『都の西北』。
学業半ばで学徒出陣。海軍に入り、震洋艇の乗組員として出撃す
ることなく小笠原で終戦を迎えた。生きて帰り、復学することを
願ったが、戦後は大家族を支える生活のため、早稲田に戻ること
は叶わなかった。
私は父と出かけたことはほとんどない。出張も多く、話した時
間も多くはない。しかし、何度か稲門会の忘年会や総会の記念講
演会に出かけている。父と二人で出かけた貴重な場が稲門会だっ

経営し、梅田先輩とは近所であった関係もあり、会報係を担当して
頂いた。中藤俊一会長は17年間校友会のためにご尽力を頂き、温
厚な人柄で会長無しには校友会が考えられない存在でした。また、
稲穂祭のオークションには、地元農家で採れた新鮮な大根を提供
して頂いた。
なお、私が創立総会当日、拙い司会を勤めましたが、各界でご活
躍中の諸先輩の前で、
今考えると冷や汗ものでした。創立当初の資
料がありませんが、移り変わり新しく会員になられた方々によって、
支えられて今日に至っている。
創立記念事業としては、
平成4年5月23日、西国分寺駅前「いずみ
ホール」に於いて、創立20周年記念が、来賓に小山宙丸総長、講演
は加藤諦三教授「現代人と心の健康」、アトラクションには早稲田
大学グリークラブの合唱で開催された。一般市民の方にも大勢入
場して頂き、早稲田大学国分寺校友会へのPRも兼ね華々しく挙行
された。
また、創立25周年記念式典は平成9年5月25日、国分寺駅ビル8F
「飛鳥」で、来賓として奥島孝康総長、講演は理工学部小林寛教授
「当たり前のことは本当に当たり前なのか」具体的例を上げ、分かり
易く身近な事の中で考えさせる内容であった。
更に、創立30周年が平成14 年 6月1日国分
寺駅ビル「Lホール」で開催され、記念講演は
元中日ドラゴンズ、野球評論家の谷沢健一氏
で「プロ野球、現在、過去。未来」と題して、
プ
ロ野球の世界を話された。
今年は国分寺稲門会も記念すべき創立40
周年を迎えます。記念式典は6月9日、駅ビル「飛鳥」にて、
早実渡邉
重範前校長の講演と早稲田大学交響楽団有志の四重奏の実施。
また、
40周年記念イベントを青木壯司実行委員長を中心に、記念
事業の目的、事業の具体的内容について検討している。目的は地域
と共に！
「市民と共演による地域への楽しさ」の提供と早稲田（国
分寺稲門会）の認知度向上を掲げ、
10月27日（日）早稲田実業学校・
小室哲哉記念ホールで開催する事が決まった。 ［S35・政経］

た。今から思えば、娘と稲門会
にでかけることが できたのは
うれしかったのではないか。20
年前に亡くなった父に親孝行ら
しいことはできなかった。私が
早稲田に入ったのが唯一の親
孝行だったのかもしれない。
経済的にゆとりがなかった
両親だったが、想定外の娘の大
学進学を認めてくれた。
しかし、
当時は大学紛争でロックアウト
や休講が多く、私はアルバイトをしては、周遊券を買って旅に出て
いた。ちっとも勉強しない娘にあきれたのか、父は出張先のアメリ
カから、生き生きと働く女性たちに接して、
「男女同権の社会では
当然女性にもきびしい自覚が要求されます。」と、大学で学んだこ
とを持って卒業することが大切、という手紙をくれた。だから、私
には結婚退職などという選択はなかった。しかし、早稲田の就職
課は男性だけを対象にしていた。仕事は自分でみつけるしかな
い。女でも働き続けられる場は、教員か公務員。社会教育専修
だった私は、都内はもちろん大阪市まで社会教育の仕事ができる
ところを受け、縁あって国分寺市に採用された。当時の市長は大
先輩の塩谷信雄氏。開館したばかりの光公民館を皮切りに、定年
まで38 年間、国分寺市の公民館で働くことができたことは幸せ
だったし、亡き父の期待にも沿ったものだったと思う。
稲門会の40周年は、私の社会人としての40年とほぼ同じであ
る。定年退職目前の昨年 3月、最後に担当したもとまち公民館の
講座に参加していらした小野洋一郎さんから声をかけていただ
き、稲門会に参加するようになった。素敵な先輩方と出会い、
マン
ドリンや寄席など未知の分野とも接することができ、早稲田と稲
門会への愛着がますます深くなってきている。
［S50・教育］
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国分寺寄席

誕生のいきさつ
眞宅康博
「落語というものはぁ、チョイ
トォ持ち上げてストンと落としま
す、
そのチョイト落とす処が面白
いんでしてぇ」と志ん生が言った
のを末広亭で聞いたのが 47年
前。初めて落語と巡り合ったのが
昭和18年国民学校一年生に上が
る時分で、柳家金語楼の「噺家の
兵隊」でした、
その年に金語楼は
落語家の鑑札を警視庁に返納し

ておりました。当時は鑑札！？
蓄音機で何回も聞いたので、
今でもチョットした処は諳んじて
おります。
川口市大竹という処に、植木屋の社長がいて生来の酒好きが
高じて自分の屋敷の一角に一棟建てて飲み屋を始めました。そこ
に友人に連れられて行ったのですが、メニューに 無い酒は無い
と謳っているから、
「永い間《亀の翁》を探して居るのだが‥」
「あるよ、飲みますか？」
それが おおたけ苑 荒井
英輔氏との出会いでかれ
これ14 、5 年前の事。ただ
の呑兵衛ではなかった、生
物理学士、
しかも極上の粋
人で、何か良い趣向は無い
かいなと言うので、友人の
山本武氏が、
「落語の席亭

早稲田大学に100年以上続く音楽の息吹
大橋忠弘
早稲田大学では毎年10月「ホームカミングデー」が行われます。
そして同日午後は全卒業生が集う「稲門祭」です。そこで開催され
る「稲門音楽祭」を御存じでしょうか？
大隈講堂・小野講堂・庭園などで「早稲田大学の音楽13団体（下
記）
」のOB団体が次々と出演し（写真）、素敵な音楽を披露します。
交響楽団、
マンドリン楽部、応援団吹奏楽部、ハーモニカ、
ギター、グリークラブ、混声合唱団、早稲田合唱団、
モダン
ジャズ、ニューオルリンズジャズ、ハイソサエティオーケストラ、
ハワイアン、
タンゴ、
早稲田には音楽を専門とする
学部も学科もありません。けれ
ども早稲田人は音楽が大好き
で、集まれば「都の西北」を大声
で歌い、
プロの音楽家も沢山輩
出しました。中には、
タモリ氏（モ
ダンジャズ）
・浅井慎平氏（ハワ
イアン）など別分野で活躍され
る著名人も多くおられます。
早稲田での音楽活動の
ルーツは、
今から110 年前の明治 36 年（1903年）に遡ります。当
時の早稲田学報に「早稲田に音楽部設置。24 名。ケンダル氏（イ
ギリス人講師）が指導担当」と記載されています。ケンダル氏が
早稲田を去った後は、東儀鉄笛氏（早稲田大学校歌の作曲者）が
音楽部の指導を引き継ぎました。初の演奏会は「早稲田大学創立
25周年祝賀会」ですが、聴衆が殺到して暴徒化して延期されてし

にしたら」と 知 合 い の
馬 生 師 に 渉りを 着 け、
月に一 度、馬 生 師 匠 の
弟子でまだ前座 の駒丸
（ 馬治）駒介（ 馬吉）を
交 代で隔月に話をさせ
ようと決め、師匠は時折
演じてくれる 事 になっ
た。それからは毎月二人の上達振り拝聴。
また私が国分寺に越して暫くして、師匠と馬吉が並木町公民館
に来演したり、又国分寺稲門会「稲穂祭」の企画として落語を入
てはと提案。馬生師匠は快諾、馬吉、駒ン奈（荻野アンナ、慶応文
学部教授）を連れて三人で出演して盛り上げて貰って大盛会とな
ったのであります。
そのうち、二つ目に昇格した馬治、馬吉の落語会を国分寺で開
催して地域の人々や老人に喜んでもらえれば、国分寺稲門会とし
ての地域活動の一助になる、と考えました。その頃ある老人会の
会長から落語会を催して欲しいと話が舞い込みました。只難題が
一つ！老人には無料にして‥？！
無料はご勘弁被り度候！無料はお断りして、構想していた名分
に合致するので、
その舟に乗る事に決め、会場の手配、出演依頼
（馬生師匠自ら出演）、チラシや入場券の作成、370席を満席にす
る事、幸い稲門会と老人会の助力を得て満員御礼。第一回国分寺
寄席は東日本大震災にも幾許かの寄付も出来て大成功。昨年も
好評のうちに終えました。
今年も8月27日（火）に、金原亭一門の出演をお願い致しており
ます。
第三回国分寺寄席が国分寺稲門会の活動スローガンでありま
す、
「地域と共に･早稲田とともに」の事業として認知され、恒例と
なればと願っております。
［S37・法学］

まいました。翌月、明治 40 年
（1907年）11月27日、初の早
稲田の音楽会が開催されま
す（神田青年会館）。音楽団
体名称は「早稲田音楽会」。
個別のクラブにはなっていま
せん。
そして大正2年（1913年）
10
月「早稲田大学創立30周年：
記念演奏会」が3日間に渡り行われました。ここで、交響楽団、
マン
ドリン楽部という個別の団体名称が初登場します。従って、早稲田
大学交響楽団・早稲田大学マンドリン楽部は共に大正2年創立とし
て、
今年「創立100周年」を迎えました。なおグリークラブは上記の
明治40年「早稲田音楽会」を発足点としており、現在創立106年目
になっています。
戦後になるとジャズなどの新しい音楽が海外から入り、早稲田に
も多くの音楽クラブが出来ました。そして早稲田にしっかりと根付
きました。その中には「ニューオルリンズジャズやタンゴの学生サー
クルは早稲田にしかない」と言われるほどユニークなクラブもあり
ます。
稲門音楽祭に話を戻しましょう。管絃楽から合唱まで、またジャ
ズ等の軽音楽からクラシックまで、これだけ様々な形態の音楽団
体が一堂に集まる音楽祭は類を見ません。そして現在、
この音楽13
団体は「早稲田大学稲門音楽連盟」として活動しています。
早稲田に100年以上息づく音楽サークルに、
これからも御注目下
さい。
（早稲田大学稲門音楽連盟：
ホームページ http://www.tomon-music.net ）
［S47・理工］
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同好会活動
ゴルフ
ゴルフ同好会の第1回
ゴ
好会 第
コンペは平成12年12月
10日・東京国際C.Cにて
開催された
参加者は谷田成雄、山
賀 理、廣田廣のたった
の3人であり、
幻の大会と
言われている。
本会の設立者・故林久
仁於と紀久子夫人は当日、
同じコースで開催された、
早稲田高等学院OB
会のコンペに参加していたとか？でもこれが記念すべき同好会の幕開き
であった。
以来13年経過、
35回目のコンペは少し間が空いたが、
平成25年3月22
日
（金）
青梅ゴルフ倶楽部にて開催された。参加者は谷田成雄、
北原輝久、
野部明敬、
林紀久子、
久保田一輝、
清水 元、
日置憲二郎、
中村俊雄、
大橋忠弘
の9名。
晴天、
無風、
少し汗ばむ陽気、
絶好のコンディションであった。
優勝
は日置憲二郎、2位北原輝久、3位野部明敬（ベスグロ）、B.B.林紀久子で
あった。倶楽部内のレストランで表彰式と歓談、皆の総意で次回は10月
30日
（水）
の開催予定とした。
さて、
国分寺三田会との早慶対抗戦であるが、
これは故林久仁於氏のア
レンジで始まった、
早稲田を愛し、
校友会活動に熱心だった故人の置き土産である。
第1回
は平成19年10月17日
（水）、
昭和の森ゴルフコースにて両校12名、
計24
名が参加して盛大に開催された。
初回の栄えある優勝は三田会であった。
続く第2回は平成20年10月15日、
青梅ゴルフ倶楽部にて開催され、優勝
は北原輝久、
準優勝が谷田成雄と上位を独占したが、
上位8人のネット合
計では、
三田会が圧倒し2連敗。その後3連敗と負けが続き、
第6回大会が
平成24年9月6日中央都留カントリークラブにて開催され、
稲門会7名、
三
田会8名が参加し、
残暑厳しく、
中老年には我慢を要する気候の中で戦い、
接戦の末辛勝し、
漸く雪辱した。
優勝若林信昭であった。
ゴルフ同好会は原則年2回のコンペ
（臨時開催もあり）
を予定している。
早慶対抗戦は1、
2回の予定であるが、
参加者が多く集まらず、
幹事間で
は盛会を考慮し、
他地域の校友の参加を促すなど、
運営面での工夫を考え
ている。
ゴルフ愛好の皆様いつでも参加お待ちしております。
（清水 元）

KTB（国分寺稲門会ボーリング同好会）
当サークルは
ボーリングブーム
が未だ続く、平成
10年に発足し、
ホームグラウンド
は国分寺パーク
レーンでした。前
会長の林久仁於
さんがオーナーで、
レーンの予約、
ゲーム料金、
成績打ち出しなどご配慮い
ただき気楽に遊んできました。
また初期のころは飯塚輝雄さん、
清水元さ
ん、
その後小野洋一郎さんに運営や賞品の提供などサポートをお願いし大
変助かりました。
月例会の他に総会、
稲穂祭に併せ家族ボーリング大会を
開催し、
多数の会員・家族が参加され毎回賑やかでした。
平成20年10月、
パークレーンが閉鎖となりましたが、
幸い林さんのお世
話で東大和ビッグ・ボックスに会場を転じ、
毎月2回早朝ボーリング・忘年
コンペを楽しんでいます。
ただ参加者は固定気味で、
少人数ですが、
スコア争いは厳しく切磋琢磨
が求められます。
最近では増本さん母娘三代が参加し、
ファミリアな雰囲
気の中で和気藹々です。
同好の皆様是非参加をお願い致します。

会費は料金が変わり3ゲーム1,260円
（従来1,000円）
、
又予約なし750
円にもトライ。
最後にボーリングの効用について思うことを、
皆同じだと
思いますがボーリングの最中はピンのことしか考えず、
この時ばかりは頭
の中一点の邪心もない無心の境地になれるのがなにより素晴らしい。
又普段散歩や運動不足の方、
ボーリング終わったとたんスーッと快便と
（経験上）
、
体調管理にも好適です。
（嶺 仁）

スキー
スキー愛好
会は例年12月
から4月までの
5ケ月間が実施
のシーズンであ
る。山形県の月
山などは7月ま
で滑走できるの
で、
春スキー・夏
スキーも楽しめ
るのです。
今シーズンは下記の通り実施しました。
24年12月は新潟県の越後湯沢
雪があるか心配していましたが、
降ってくれていました。
25年1月は山形県の蔵王温泉
東北屈指のスキー場であり、
天候に恵まれた3日間でありました。
25年2月は長野県大町温泉
白馬3山を眺め、
北アルプスの山岳風景を楽しみました。
25年3月は新潟県の宝台樹
3月の中旬に行きましたので雪質を心配しての滑走でしたが、
例年になく雪が多く朝晩の凍った状況は格別でありました。
25年4月は会としての催行はしませんでした。
きらきら光る雪原はロマンを誘う。
会のモットーはとにかく怪我をせず
無事帰還であります。
自分なりのテクニックで楽しく滑ることであります。
例年国分寺三田会との交流スキーを一回行っています。
また観光組の
参加を得て夜のミーティングに花を咲かせています。参加ご希望あれば
是非声をかけてください。
（山賀 理）

麻雀同好会
麻雀同好会の第1回大会は平成13年9月に国分寺南口三千院にて開催
されました。
以後隔月に開かれ、
平成25年5月で70回になりました。優勝
者は25人、
優勝回数9回廣田廣、
7回青木壯司、
5回故金田一武・山本英男・
小林好覚・故吉田辰雄・千原一延、
4回金田一淑子・山縣浩一、
3回清水元で
す。
麻雀はツキという運に左右されます。
連続優勝は3回、
連続BBは4回記
録されていますが、優勝からBB,BBから優勝というケースも多々ありま
す。
若い頃の実力を夢見て、
和気あいあい打ち興じています。
大会終了後、
有志の懇親会も楽しみの一つです。
反省を含めたボヤキ、
レバタラに始ま
り、
青春時代の失敗談、
はては時事放談と楽しい一時を過ごします。
国分寺稲門会対国分寺三田会の麻雀定期戦は平成21年7月に第1回が
開かれ平成24年11月まで10回開かれました。成績は3勝7敗です。
「敗戦
の将、
兵を語らず」
です。
国分寺・小平・東村山稲門会合同麻雀大会は平成24年2月第1回が開か
れ、優勝小平、2位国分寺。平成24年8月の第2回は優勝東村山、3位国分
寺。
平成25年2月の第3回は優勝小平、
国分寺は個人成績では優勝日置、
3
位野部と上位成績でしたが、
チームとしては2位と惜敗でした。
次回は7月
に開催の予定です。
合同麻雀大会は近隣稲門会から参加の希望もあり、
今
後輪を広げようと企画しています。
麻雀愛好の皆様の参加をお待ちしています。
（廣田 廣）
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kokubunji toumon-kai club action

ハイキング愛好会

カラオケ同好会

1999年に同好の士が集まり、
集
ハイキング愛好会と称して発足、
今年で14年目を迎えました。以
後毎年2回、春の新緑、秋の紅葉
を求めて、
初心者向けの低山歩き
をしています。現在の会員数は
18名、1回の参加者は10名前後
です。昨秋は五日市線・秋川丘陵
の弁天山〜城山〜金剛の滝を11
名
（うち初参加2名）
で走破し、
こ
の春は4月13日（土）に多摩丘陵
の長沼公園〜平山城址公園を12
名（うち初参加1名）で楽しんで
きました。
下山後はいつものこと
ですが、まだお互いに去りがた
く、慰労会で喉を潤し、おしゃべ
りをすることでテンションを上
げ、
更なる英気を養いました。少し大げさに言えば、歩き通したという達
成感とこの寛ぎが新陳代謝を高め、
とても良い健康法だと自負していま
す。
若い頃に山歩きをした方、
運動不足気味の方、
ウォーキングにアップダ
ウンを取り入れたい方等々で興味のある方、
是非お申し出ください。
次回
は今秋10月〜11月頃に、
誰でもが歩けるコースを計画いたします。
雰囲気
は和気あいあい、
初参加でもすぐに打ち解けて輪の中に入ることができ、
必ずやご満足いただけるものと確信しております。

我が同好会は国分寺稲門会設立後まもなく同好の士が集まり、
林久仁
於幹事の好意でパークレーンの一室を会場に産声を上げた。
寺沢和濃さ
んがリーダーとなり、演歌、懐メロ中心に思い思い唄っていた。その後
2002年12月、
吉田辰雄（悦子夫人）
さんにバトンタッチし、会場も国立・
カラオケ101に移し、
会員も増えて例会も毎月第一金曜日になり、
カラオ
ケブームにもノリで活動は定着した。
2011年春に吉田さんが突然発病し一時休むことになったが、
5月より
清水元が代行を引き受け、継続したものの、
わずか3ヶ月後の8月に吉田
さんは惜しくも70歳で帰れぬ人となった。
皆さんの燃える気持に応へ、
清水が彼の遺志を継ぎ、
さらに夫人のアシ
ストを得て正式にバトンタッチをした。心機一転、
歌仲間、
飲み仲間がさ
らに集まり、
会員も35名に拡大・ますます盛会で発展中である。
現在、
シダックス恋ヶ窪の団体会員になり、
例会参加者は15〜20名、
特
に東村山の松永常尚さん、
三田会の染谷嘉男さん、
多摩の谷口徹さん、
小
金井より皆川保則、
石渡裕祥さん等が大切な客人として参加、
国分寺の会
員共々本会を支える底力の源泉になっています。
例会は13：00開始ですが、
いつも常連の2人は逸る思いで、
開場前から
リハーサルを兼ね、
得意の演歌を歌い込み・前景気をあおり、
そのまま開
会に突入という具合である。
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。
毎月趣向を凝らした演出を心掛け、
季節のイベントを織り込むなどで
楽しんでいる。
1月にはお年玉グッズの交換会、
2月はSt.Valentine's Dayで吉田悦子
女史から全員に義理/本命？チョコレートが贈られ、
本会からも友チョコ
を一人一人に贈呈した。3月にはWhite Dayで輸入品の豪華チョコをお
返した。
8月は夏姿のカジュアル着用を義務に、
コスプレでリラックス、
ベ
ストドレッサーは表彰？、
12月は御きまりのX'mas Present（￥300〜
￥500・面白グッズなど）
交換会などである。
肝心のカラオケは演歌、
懐かしい歌、
軍歌、
英語の歌、
何でもありで、
各
自の十八番の競演が楽しい、
特に“三つで500円”、
“恋の山手線”、
“夜の虫”
などの滑稽/怪しげな歌の披露で盛り上がっている。
5時に中締め、7時には酒もなくなり
「都の西北」斉唱でお開きになる。
歌い足りない・飲み足りない面々は二次会へと、
行きつけの店へ繰り出す
のが常である。
本会の特長は、
一つの歌を皆でShare/分担してうたうことで・洒落た・
省エネシステムである。
18人いても、歌う気なら手を上げれば歌うチャンスは沢山あり、全員
参加で盛り上がりも最高に！ 上手か否かは関係なく、遠慮なく歌うこ
と、
他人に自分の歌をとられることも間間ある、
互譲の精神が優先される
会である。
最後に本会は
「カラオケ同好会」
の名称であるが、
酒と歌と心の交流で
（何故か酒が先）
、
校友の輪が広がる、
早稲田大学国分寺サロンである。
たまには教室
（シダックス）
を離れ、
課外授業も企画したく、
国分寺・以
外の校友の方々、
いつでも参加お待ちしております。
（清水 元）

（山田 孝）

グルメを作って食べよう会
日頃家では台所に入ることもないメンバーが、慣れない手付きで包丁
を握り、料理作りに取り組んで、
そしてその手作りの料理を肴に、
グラス
を傾け、
仲間と大いに語らい、
楽しい時間を過ごす。
この会は、
過去の記録
をみると、
平成17年4月にスタートしています。
メンバー数人が集まった
何かの酒席でこの店の“つまみはうまいとかまずいとか”、
“こんな料理が
良いとか悪いとか”の会話の中から、
ならば自分達でつくって‥という大
それた発想になり、
会が始まったと記憶しています。
以来、
年2回位のペー
スで開催され、毎回15〜10名の人が参加してきました。うどん打ち、和
食、
イタリアン、
中華などにチャレンジしてきましたが、特別な指導者が
いたわけでもなく、最初の頃はレシピ片手に悪戦苦闘の連続で、失敗も
数々ありましたが、それもまた楽しいものです。回数を重ねる毎にメン
バーの腕も上げってきています、
要領もよくなり、
手際も良く料理を仕上
げることが出来るようになり、
作ることを楽しんでいます。
次回
（第13回）
は4月21日
（日）
開催予定です。
会場はいつもの本多公民
館、
実習室で、
“いくつになってもお節句”をテーマに蛤の酒蒸し、
甘辛手羽
先唐揚げ、
五目ちらしずし等のメニューを考えています。
さて、
この会の幹事役は今まで私達が担当していましたが、
今年度から
中山斌雄、
中村俊雄の両氏に交替することになりました。
二人の新しいア
イデア・企画でこの会の活動が今まで以上に充実したものになってゆく
ことを願っています。
皆様のご協力をお願い致します。
（廣田 廣・青木壯司）
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WASEDA NEWS
Vision
150

Vision

早稲田

教育・研究ビジョン
世界に貢献する高い志を持った学生
の育成
●基軸１ 人間力・洞察力を備えたグローバルリーダーの育
究
世界の平和と人類の幸福の実現に貢献する研究
●基軸2 未来をイノベートする独創的研究の推進
グローバルリーダーとして社会を支える卒業生
●基軸3 校友・地域との生涯にわたる連携の強化
大学経営ビジョン
アジアの大学のモデルとなる進化する大学
●基軸4 進化する大学の仕組みの創設

●基軸3 校友・地域との生涯にわたる連携の強化
●知的資源と人的ネットワークを活用し、
個別ニーズに即した社会人教育の展開。
●校友や地域と連携し、
グローバルな視点を
持った地域リーダーとなる学生の育成。
●キャンパス周辺地域との様々なコミュニ
ティの形成。

現在
34,944人
130,000人

社会人教育
校友会費納入者

2032年
社会人教育
校友会費納入者

50,000人
350,000人

今年の稲門祭のテーマは『早稲田のワ』。かつて早稲田に集い、学んだ仲間たちの思い
とその輪の力で創り上げるお祭りが稲門祭です。
［10月20日（日）開催］

早稲田大学

第48回ホームカミングデー

〜 お帰りなさい。早稲田の杜へ 〜
本年度対象年
① 卒業後50年目…1964年次
（昭和39年卒）
の方
② 卒業後45年目…1969年次
（昭和44年卒）
の方
③ 卒業後35年目…1979年次
（昭和54年卒）
の方
④ 卒業後25年目…1989年次
（昭和64年卒）
の方

2013年稲門祭

於 記念会堂

10：30〜

ホームカミングデーは、卒業後一定年数を経過した校友の方々を母校へお招きし、大学の
近況に触れご歓談頂く催しです。卒業50,45,35,25,15年目にあたる方が対象です。
⑤
⑥
⑦
⑧

卒業後15年目…1999年次
（平成11年卒）
の方
①〜⑤と同期入学でご卒業年の異なる方
①〜⑤の年および今年推薦校友になられた方
卒業後51年目以降の方には案内状はお出ししておりませんが、ぜひおいでください。

12：00〜

於 キャンパス･大隈庭園･大隈講堂 他

校友
（OB/OG）
の校友による校友のための祭典が
「稲門祭」
です。懐かしい母校で仲間と、
そして家族と楽しめるイベントを開催します。
東京三多摩支部では大隈庭園内に模擬店を出展します。

2 0 1 3 稲 門 祭「 早 稲 田のワ」

3

稲 門 祭 記 念 品 販 売 ・ 4 / 1 1 販 売 ス タ ー ト
●収益を全額「校友会奨学金」に！/すべて期間・数量限定の稲門祭オリジナル！
●2,000円につき1枚の福引券付きで「豪華景品」などが当たる！/売切れご免、是非お早めにお求めください！
6 千円コース

国分寺稲門会会員の皆様へ
＊当会への販売目標が設定されています。 絶大なるご協力を
お願い致します。
＊
「6 月 9 日の第 41 回総会」時にご注文を頂きますようお願い
致します。
＊その他同好会などでも注文お請け致します。
＊利益は全て在学生への奨学金になりますので、ご理解下さい。

2千円コース 今治タオル
ハンカチセット他

シルクストール

1 万円コース フォトフレーム

4 千円コース ネクタイ他

※詳細はチラシをご覧下さい。

各種ランキング
●2012 国家公務員試験 総合職合格者
国家公務員試験における区分が今年から再編され、
Ⅰ種は「総合
職」
に、
Ⅱ・Ⅲ種は
「一般職」
に再編されました。
総合職合格者は昨年
度Ⅰ種合格者と比較して4.6％減少の1,326人が合格しました。

●2012新司法試験合格者
合格者数は過去最多の 2,102人。そのうち合格者は男性1,557
人、女性545人でした。早稲田大学法科大学院は、合格者数では
昨年度の5位から4位に上昇しました。

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

大学名

合格者
（合格率） 受験者

法科大学院名

合格者

1

東京大学

410

1

中央大学法科大学院

（41.3％）
202

４８９

2

京都大学

116

2

東京大学法科大学院

（51.２％）
194

３７９

3

早稲田大学

99

3

慶応義塾大学法科大学院

（53.6％）
186

３４７

4

慶応義塾大学

76

4

早稲田大学法科大学院

155（32.8％）

４７２

5

東北大学

54

5

京都大学法科大学院

（54.3％）
152

２８０

黒田社会保険
労務士事務所
社会保険労務士

黒田啓之
〒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

2013.01

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

範治
知子
税理士 宮沢由起子
税理士 辛島 正史
社労士 美登路和成
税理士 高橋
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平成24年度活動報告［校友会関係］（平成24年4月1日〜25年3月31日）
年月日

行事

出席者

年月日

行事

出席者

24・04・07

第1回役員会

山賀会長他役員 於本多公民館

24・08・25

三多摩支部会長会（総会）

山賀、
清水、野部

4/26,5/22,6/22,7/23,
8/24,9/26,10/24,11/15,
1/10,2/13,3/14

24・09・24

全国幹事長会/代議員会

清水、青木、黒田、谷田 於大隈講堂

第2回役員会〜第12回

山賀会長他

24・10・05

第2回稲門祭実行委員会

清水、黒田 井深記念ホール

24・10・06

小平稲門会総会

山賀、野部 於ルネ小平

24・10・13

国分寺三田会10周年祝賀会

山賀、
谷田

24・10・21

稲門祭

清水、野部/山田、黒田、小野、眞宅
於早稲田大学

24・10・28

立川稲門会総会

青木、黒田 於立川グランドホテル

24・11・10

小金井稲門会総会

山賀、寺沢 於商工会館

24・11・17

府中校友会総会

眞宅、野部 於府中Gプラザ

24・11・18

三多摩支部大会

山賀、清水、野部 於京王プラザ

24・11・24

東村山稲門会総会

山賀、清水 於サンパルネ

25・01．10

新年会

山賀会長他役員 於HEAVEN

25・01・29
2/26,3/15,3/26

2013年稲門祭本副会議,
協力学生団体会議

清水 於大隈会館

於本多公民館

24・04・04
稲門祭運営委員会, スタッフ会議,
5/23,4/24,6/21,7/26,9/13,
清水、
野部
模擬店出店者説明会など
9/21,10/20
24・04・11

第1回稲門祭実行委員会

24・04・24,5/29
稲門祭本（副）部長会議
6/26,7/31,9/2511/27,12/5

於大隈会館

清水、野部
清水

於京王クラブ

於井深記念ホール
於大隈会館

於Lサロン

24・04・11

三多摩支部国分寺
/小金井幹事会

山賀、
青木、
黒田、
黒川、
眞宅他、

24・04・14

国立稲門会第36回総会

山賀、清水 於レストランヴェール

24・06・02

武蔵野稲門会総会

山賀、清水 於吉祥寺東急イン

24・05・22

町田稲門会総会

山賀（会長）
於Hラポール

24・06・10

第40回総会

Lサロン飛鳥会員/
家族53名、来賓16名、

24・06・30

代議員会

清水、青木、黒田 於大隈講堂

24・07・07

国分寺三田会
10周年記念催事

山賀、黒川、黒田、北原、清水、寺沢、
野部、山口 於Lホール

25・2/7、3/29

2013年稲門祭運営委員会

清水、野部

24・08・04

東村山納涼祭

清水、野部、眞宅 於サンパルネ

25・03・02

全国幹事長会議/代議員会議

清水 於大隈講堂

於大隈会館

［同好会活動関係］
ゴルフ同好会・スキー同好会・ボウリング同好会・ハイキング同好会・麻雀同好会・カラオケ同好会・グルメ作って食べよう会
※詳しくは、会報・会員専用ホームページで紹介致します。

平成25年度活動方針（案）
日頃厨房に入る機会の少ない会員の料理体験、食べ、飲み懇親を深

［基本方針]
1．同好会活動の活性化・参加促進
2．新規会員の勧誘促進。
3．
「地域と共に・早稲田とともに」をモットーに地域交流活動の促進。
4．広報活動の強化。

める。食べ飲むだけの参加も歓迎。
＊カラオケ同好会：例会は毎月第一金曜・会場は恋ヶ窪交差点シダック
ス
（法人会員）。シーズン毎の催事、誕生会併催、カラオケを基軸に稲
門サロンへ成長目指す。
＊新規同好会の立ち上げ：①囲碁同好会、②俳句 ③国分寺稲門（KT）

［活動内容]
1． 新規同好会の立ち上げ、創意工夫で魅力ある同好会の運営
2．入会勧誘キャンペーンの実施、若手会員との交流促進。
3．
「国分寺寄席」、
「市民・ジョイントコンサート」実施
4．会報の更なる充実とHPの活用促進
〔同好会活動指針〕
＊ゴルフ同好会：新規会員増を目指す、例会は年2〜3回、早慶対抗ゴルフを
年1,2回。校友会ゴルフ大会・11月13日（水）の参加。
＊ハイキング愛好会：年2回春・秋に開催。健康と懇親を目的に手軽な散策

（気軽に集う）サロン
［校友会関連事業]
＊大学校友会、商議員会、代議員会、稲門祭の連携と協力
＊近隣稲門会／三田会との更なる連携
［総会・稲穂祭（忘年会）その他]
1．6月9日：総会及び創立40周年記念式典及び稲穂祭（12月）
の開催。
2．
「国分寺寄席」
：8月27日（火）午後、
いずみホールにて開催。
出演は金原亭馬生師匠、馬治、馬吉、
午後1:30開演。

など家族同伴で楽しめる企画で、健康的で気軽に参加できる企画を立案。

3．
「ジョイント・コンサート」10月27日（日）於早稲田実業学校・小室哲

＊KTBボーリング同好会：例会はBIG BOX東大和にて毎月2回を目標に開

哉記念ホール、
13:00〜市内中学校音楽部、早稲田大学マンドリン

催。コンペは年間4回程度。忘年会の開催。家族や女性の参加促進。
＊スキー愛好会：冬期のシーズンに日帰り、宿泊を織り交ぜて4回程度開催
し、観光組の参加奨励、三田会との交流促進。
＊麻雀同好会：例会は年6回。近隣稲門会・
（小平、東村山）との合同大会、
早慶マージャン大会の実施、懇親会の開催。
＊グルメを作って食べよう会：春、秋2回開催、和、洋、
中華、何でも取組む。

JAZZ＆COFFEE

kiki

楽部と共演。
［広報・その他]
1．会報：年2回、春は40周年記念号を12ページ発行.編集委員増強で
内容の充実を図る。
2．
ホームページ：周知拡大と内容充実で閲覧者増を目指す。
3．地域幹事体制で活動強化

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
※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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稲穂祭

第20回 国分寺稲門会

「都の西北」

平成24年12月16日（日）午後5時15分〜8時、国分寺駅
ビルLサロン「飛鳥」にて開催。本年は若手会員との交流目
的に企画を組み、100名余の対象会員に案内したが反応は
僅かであった。今後も継続して促して行きたい。第一部：
「サクソホーン・シアター特別ステージ（Jazz Concert）」、
第二部懇親会：恒例
「国分寺オークション」
「ビンゴゲーム」
、
、
「みんなで唄おう心の歌」をメインプログラムに開催した。
都知事、
衆議院議員選投票日と重なり多忙な日であつたが、
会員・家族、三田会会員から46名が出席した。
清水元幹事長が総合司会者となり進行した。
山賀理会長の
挨拶で開会し、
「Jazz Concert」
に移る、
出演はクラシック、
ジャズ演奏で、TV、スタジオワークなどで幅広く活躍中の
松本泰幸（サクソホーン）、侑大（ピアノ）父子によるJazz
演奏で、
テイクファイブ、
上を向いて歩こう、
オリジナ曲など、
本格的なプロの音色に魅せられ、大いにジャズの雰囲気を
満喫した。懇親会に移り、菅谷国雄国分寺三田会 会長の
挨拶、谷田成雄相談役の乾杯に続き、恒例の早稲田グッズ
と会員秘蔵のお宝のオークションとなり、小野洋一郎幹事
の軽妙且つプロ並みのセリ人ぶりで、買手を翻弄、全品完売し、売上目標を達
成した。
売上金は来年の40周年記念の準備金に計上する。
アシストは野部明敬、
中村俊雄、
日置憲二郎、
百瀬道子他の面々。
続いて新入会員／初参加の石田康博、
雅子ご夫妻、柳田雅之と小林昭、小林好隆、高橋幸雄、山崎重義さんの紹介後、
ビンゴゲームに移り、中山斌雄幹事の進行で、林紀久子、廣田廣、寺沢和濃他が
アシスト。早稲田グッズの時計、シルクストール、
X masや新年好適品などの争
奪戦が展開され、
全員にもれなく賞品、紅茶などが贈られた。フィナーレはJazz
Bandsの伴奏で山田孝幹事のリードでふるさと、ダニーボーイ、学生時代を大
合唱し、大いに心の歌を楽しみ、最後に中山斌雄幹事のリードで校歌斉唱と
エールで散会した。
[来賓]
菅谷國雄、
小林隆夫
（国分寺三田会）
、
松永常尚
（東村山稲門会）
[会員]
青木壯司／飯塚 正／石田康博／石田雅子／石橋功太郎／石橋美子／牛田
武／小田切晏彦／小田切三千代／小野洋一郎／同庸子夫人／加藤勝三／
北原輝久／黒川淳子夫人／小島猛雄／小林
昭／小林好隆／清水 元／眞宅康博／高
橋幸雄／田中康義／寺沢和濃／鳥居吉治／
中村俊雄／中山斌雄／野部明敬／林 紀久
子／原 俊男／早川 守／日置憲二郎／廣
田 廣／同昌子夫人／百瀬道子／谷田成雄
／柳田雅之／山賀 理／山縣浩一／山口慶
一／山崎重義／山田 孝／横川純子／吉田
悦子夫人／米本 薫。
（清水 元 記）

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

●同好会活動幹事のご紹介

編集後記

理
元

◆3
. から早や2 年が過ぎ︑復旧・復興︑除染︑
帰村もまだまだです︒放射能は深刻な問題です︒
〝全てにスピードアップを〟
と切望してやみません︒
さて︑G D P 上 位の米 ︑中 ︑日のリー ダーは新
体 制でスター ト ︑世 界の経 済 ︑政 治は難 題 続 出 ︑
我が安倍政権は三本の矢のスタートダッシュで︑
高 支 持 率 を 維 持しています が ︑猶 先 行き不 透 明
で期待と不安が続くようです︒
さて︑我が稲門会は満 歳︑多くの校友がここ
に集まりそして散じ︑
ここまで発 展・維 持してき
たこと︑ご同慶の至りです︒創設期に尽力された
先輩諸氏に厚い感謝を申し上げます︒
不惑を乗り切り︑
次の 歳には立派に成り立つ
会に成長するよう・Gold Jubileeに向け
て前進しましょう︒
〝地 域と共に〟がモットーです︑青 春の意 気で︑
国分寺らしい粋な会を目指し︑
会員皆なで育ててゆきましょう︒
◆ 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 ０４２︵３２１︶
３３１０

●発 行 責 任 者
●編 集 責 任 者

２８
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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

国分寺稲門会に入会し同好会活動を共に楽しもう
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昭和43年朝日新聞の連載コラム「東京のうた」に「早稲田大学校歌」が採り上げら
れた。
『 酔ってこの歌を歌うと「集まり散じて人は変れど」で、
必ず泣出す男がいた』
『
早稲田に学んだ男たちにとって、
自らの青春を塗りこめた記念碑。聞かせる歌ではな
い。へたでも心を込めて歯切れよく歌う』
『 建学の精神をそのまま文字にした校歌、
早
稲田出の男達の誇り』
とある。当時早稲田行きの15番線都電運転手倍賞さんは大の
早稲田ファン、
いつも家で「都の西北」を歌っていたという。その娘もすっかり覚え3番
まで歌えた、
それが女優倍賞千恵子である。それほどこの校歌は全国の人々から愛さ
れていた。政経学部教授で学生部長の笹倉先生は「第二の日本国歌」早稲田の代名
詞となったといわれている。私たちも総会、
稲穂祭のときフィナーレには肩を組んで、
3
番までキッチリ歌う。先日のテレビ「題名のない音楽会（テーマ校歌）」のゲストに尾木
ママこと尾木直樹氏（S46年教育）が出演、
「都の西北」を歌うと勇気が出ると言い、
銅像、
講堂の映像をバックにコーラスが力強く流れた。
ところが昨年学生部が学生にアンケートを行った結果は、
愕然たるもの。
「歌詞を見
ずに校歌をどのくらい歌えますか」に対して「3番までOK」9.4％、
そして「歌詞を見ても
歌えない」はなんと18.5％。笹倉先生は校歌は危機的状況にあると断言されている。
最近週刊誌が早稲田の地盤降下を取り上げているが、
時代背景が変っても、
校
歌にある 進取の精神、
学の独立、
現世を忘れぬ久遠の理想 に立ち返り、
早稲田の
アイデンティティ
の更なる確立が望
まれる。
我々OBも、
この
精神を追求して止
まないのである。
（K）

同好会名

責任者

同好会名

責任者

■ゴルフ

日置憲二郎

■ゴルフ
（早慶対抗） 野部 明敬

■ボーリング

嶺

仁

■スキー

山賀

理

■麻雀

廣田

廣

■麻雀
（早慶対抗）

清水

元

■ハイキング

小田切晏彦 ･ 山田

■カラオケ

清水

孝

■グルメ

中山 斌雄 ･ 中村 俊雄

元

平成24年度新入会員のご紹介
●内山研一
（S51年理工）
/東元町
/東元町
●橋口 徹
（H 元年 商 ）

●楚山麻巨
（H3年教育）
/泉町

