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創立50周年に向けて前進
年初より新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、未だ収束
の兆しが見えません。この間、三密回避の厳守、移動、集会、大声を
上げること等が制限され、稲門会活動、大学の催事などは自粛、延
期になりました。
季節毎の行事、移り変わる風景、旅の楽しみも満喫することなく、
早くも秋が過ぎ冬の入り口を迎えようとしていますが、会員皆様には
お変わりなくお過ごしのことと拝察申し上げます。
9月には皆様の自粛疲れを吹き飛ばし、元気回復と癒しになれば
と会報臨時号「元気通信」を発刊致し、併せて「健康と安らぎと団欒
のひととき」に好適な紅茶ティーバッグを厳選してお贈り致しました。
多くの皆様からお礼の手紙やメールを頂き、初めての企画が歓迎
されたことと喜んでおります。
さて、会報71号は特別企画として「国分寺ワセジョ特集」を組む
ことにしました。多くの女性会員の皆様に寄稿頂き、本会に於ける女
性会員の発信力で会の活性化に繋げ、ひいては評価の高い「ワセ
ジョ」ここにありを紹介する企画です。
昨今女性の社会進出が顕著になり、2018年の統計では15歳～
64歳までの働く女性の割合は70％に達して、以前にもまして女性
の活躍が注目されています。女性が色々な場で意思決定に参画し、
多様な価値観が反映されることは大変重要なことです。本会に於い
ても多様性と活性化評価向上、イノベーションの促進に繋がること

国分寺校友会に寄せる私の願い

第10代早稲田大学総長 村井資長

このたび国分寺の盛大な校友会にお招きを受けました。国分寺
市をふる里とする多くの校友の熱心な心のふれ合いに心暖まる思
いに感激いたしました。東京が広いからといっても、旧市内にはそれぞれ立派な特色
があります。先達は八王子の校友会にお招きを受け、国分寺と同じ感激を受けました。
日本はいま都市化が進み、東京在住者にはふる里が無いのだという錯覚に落ち入っ
ています。確かに都会ではとかく隣り人が疎遠になり勝ちです。街のうるおいも次第に
失われています。それでも江戸っ子は千葉にも大阪にも居ないのです。日本のため、
日本人のために心の拠りどころとなるふる里を育てたいものです。国分寺市は関東の
いくつかの国府の一つで古い歴史と近代都市としての特色のある街並みを持ってい
ます。この街で育った若者が、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。私は国分寺のような校友会が都下でどん
どん増加し、いつの日か早稲田大学校友会東京支部の生まれることを願うものです。

と思い更なるご支援、ご協力をお願い致します。
総務省の発表では、8月の家計支出は前年同月比6.9％減で前年
割れは11ヵ月連続です。特に航空/鉄道運賃、飲食、外食の支出が
大きく落ち込んでいます。
新型コロナの収束は未だ先が見えませんが、政府はコロナ禍と経
済を両立することに舵を切り、GoToトラベル、イート等のキャン
ペーンが開始され、県を跨いだ移動・旅行、インバウンド観光促進、
海外渡航などの動きが活発になるなど、経済が動き始めました。
これから北半球は冬を迎えます。コロナウイルスの再拡大とイン
フルエンザの流行が懸念されます。コロナ後の経済は悲観的見方が
多いようです。様々な分野でのコロナ対策、経済支援策など引き続
き必要で、併せて一変したライフスタイルに対応するため、これを機
にデジタル化、新産業への資源移動は必要でしょう。
今や人生100年時代と云われています。知人の本多京子先生
（医学博士、管理栄養士、早稲田大学教育学部生理学教室研究員）
より贈られた著書によれば、シニア世代の健康・元気のカギは「規則
正しい食事と小まめな気分転換」だと言っています。時間を決めて
食事をとることで1日のリズムが作られ、それが体のリズムをつくり、
自律神経のバランスが整い、元気に毎日が過ごせるとのことです。
もう一つは心の元気で、運動、畑仕事、友人とのおしゃべりです。例
えばきちんとティーポットでお茶を入れて、お気に入りのカップで飲
むなど気持ちの切り替えが大事とのことです。
早稲田大学校友会は1885年に誕生し136年目を迎え、我が国
分寺稲門会は1973年に設立し48年目になります。会報第一号は
翌年に発刊致し、当時の村井資長早稲田大学総長より祝辞を寄稿
頂きました。大変有難く、また示唆に富んだ内容であり50周年に向
けて改めて原点回帰を目指したく下欄に掲載致しました。
（S38・法）

七月はじめ沖縄で、八月はじめ函館と稚内で校友の皆様の盛大な校友会に列席さ
せて頂き、校友各位の地元でのご活躍ぶりを知りました。そして大学の近況と将来に
ついて報告しました。
国分寺では、そこを永住の地とされ、幼い頃の思い出、そして現在その地域での指
導的役割りを果たされている市長さんをはじめ校友の皆様のご活躍を知ることによっ
ていわゆる地方校友会と同じ感じを受けましたが、いま一つのグループは都心を職場
とする住民の方々です。この協力によってはじめて新しい東京都下の校友会の意義が
生まれ、発展が期待されるものです。
このたび、国分寺校友会が「会報」を発行されると聞きました。これこそ校友諸氏の
親睦のため、また会員相互の意志の交換の上に大いに役立つものであると心からお
慶び申し上げます。
いまの国分寺校友会を育てられた関係幹部諸賢のご努力に敬意を表するとともに
今後とも一層の団結とご健闘をお願いいたします。
（国分寺稲門会会報1号昭和49年8月15日）
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似非オーディオマニア
高等学院から大学に進むとき音響工学研究室に入りたいと思い、

しいのだが、楽しかった。

電気通信学科を志望した。音楽と電気に親しみがあった。その頃

早稲田を出てずいぶん時が経った。この間にオーディオも様変わ

早稲田の音響工学研究室は伊藤毅先生が居られて、日本の音響工学

りである。録音も編集も記録も再生も多くの部分でディジタル化し

をリードする存在であったと思う。この研究室には私も含めて他の

た。この分野では早稲田の教授陣も最新のDSDの実用化などで活躍

研究室・他の学科から学生が遊びに来て、オーディオや音楽につい

のようだ。専門雑誌のハイファイ談義は今でも延々と続いている。

て雑談していた。先生は研究室にいる学生のすべてをご自分の弟子

話は微に入り細に穿って細かな部品の吟味にまで及んでいる。もう

だと思っておられたらしい。他の研究室の学生が先生に「お前テー

ついて行けない。ディスクレコードによるアナログ音源の人気が復

マは何だ」と問われて答えると、先生は「音響と関係無いけどまあ

活しているらしい。アナログ録音はマイクロフォンが検知したすべ

いいや」とおっしゃるのである。私のテーマも音響とは別の分野

ての音を何らかの形で録音しているが、ディジタルは原理的に人に

で、結局異なる道へ進んだ。

聞こえない超高音をカットしているので違いがあると言うのだ。

話が遡るが、高等学院では入学時に絵画・書道・音楽の一つを選

ディジタルの方はハイレゾで対抗している。元々音に敏感でないの

択することになっていた。私は音楽のクラスに入り、音楽好きな仲

だから自分にはどちらでも良いように思うが、ディジタルの方が使

間に多く出会った。現在でも音楽を通じたつきあいが続いている。

い勝手が良く雑音も少ないように感じる。新しい技術のおかげでア

小学生の頃鉱石ラジオを作った ( 殆ど父が作った ) 。子供向の雑誌
を頼りにコイルを巻き、火傷しながらバリコンなどを半田付けし、

ンプもスピーカーも安くて素晴らしいものが手に入る。作る元気は
ないが聴くことで楽しませてもらっている。

イヤフォンで聞くのである。その頃の鉱石は現在のダイオードとは

ここのところ耳が悪くなって、日常の会話でも聞き返すことが多

異なり、針でつついて調子の良いところを探し、固定して使う。調

くなった。テレビを見ていても、アナウンサーの言葉は聞き取れる

整箇所がバリコンと鉱石の複数箇所あるので、うまく聞こえるまで

が俳優の台詞は聞き取れないことがある。音楽を聴いていてもそう

には手間が掛かるが、イヤフォンからラジオの音が聞こえたときの

だ。昔聴いたCD を久しぶりに聴いてみると明らかに音が違ってい

感動は今でも忘れていない。高等学院生時代に新しいオーディオ装

て、高い音が聞こえにくい。高い音が聞こえないのだから音質も変

置が家に入ると、これを使って自作のアンプを試すことを始めた。

わってしまっているはずである。少し寂しい気はするが、かといっ

トランジスタを使ってアンプを作っては壊して作り替えた。一度

て音楽を聴けないことにはならない。新たに聴くCDなどは本来の音

作ったアンプの気になるところを少しずつ作り替えるのである。そ

が聞こえていないに違いないが、それはそれで良いのだと思う。音

して何か作っては同級生と本当はよく分からない音の違いを論じ

の吟味などしていないで、これからも音楽を楽しみたい。

た。大学に進んでもやることは変わらない。当時から「トランジス
タ技術」「無線と実験」などの雑誌で、新しい物好きのトランジス

［S45年

理工］

タ派と懐古趣味の真空管派に分かれてハイファイ談義が盛んであっ
た。曰くトランジスタの音は固い、いや回路次第で真空管より良い
音が出る等々である。話に乗せられた方も大変である。トランジス
タアンプは言うに及ばず、ついには重さ16kgほどの真空管アンプを
学校の測定器を使って作り、悦に入っていた。トランス・真空管な
どの部品は雑誌とオーディオ仲間の評を参考に選びに選んだ逸品??
である。写真の通り今ではほこり塗れになり物置に置いたままだ
が、捨てるに捨てられず、引っ越しの度に危険な目に遭わせながら
大切にしている。スピーカーも幾つか作った。雑誌で評判が高く値
段の安いスピーカーを買ってきて、自作したスピーカーボックスに
取り付ける。レコードプレーヤーも同じようにいろいろなピック
アップカートリッジを試した。こうして作った成果を仲間に披瀝
し、口角泡を飛ばして語り合った。どれだけ音を分かっていたか怪

（五十音順）

有志

吉 松 峰 夫
山 田
孝
山 崎 重 義
山 岸 信 雄
松 村 英 明
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廣 田
廣
日置憲二郎
野 部 明 敬
中 山 斌 雄
中 村 俊 雄
中 島
巌
田 中 康 義
舘
外 博
眞 宅 康 博
下 山
登
清 水
元
小 林
昭
黒 田 啓 之
黒 川 清 知
久保田一輝
小 野 洋一郎
小田切 晏 彦
大 橋 忠 弘
江 連 孝 雄
牛 田
武
浅 野 道 博
赤 池 秀 夫
青 木 壮 司
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国分寺の歴史 その三十二
日本の宇宙開発発祥の地
ロケット時代の到来予見 戦後、
日本の航空科学の専門
家はジェット機の研究に力を入れていた。そうした中、東京大

で、1955（昭和30）年4月12日から17日までの6日間29機のペン
シルロケットの水平発射が行われていた。実験は水平発射し、

学生産技術研究所（東大生研）
の糸川英夫教授は、
米国から
の見聞からロケットの時代の到来を予見し、
「ジェット機と違っ
て空気の無い所でも安定して飛べるロケットで、宇宙を自由に

ロケットの性能を観測するものだった。上に向かって打ち上げ
ればロケットの性能を知るにはそれを追い駆けるレーダーが
必要であったが、
当時の日本のレーダー技術はそれ程優れて

飛び回りましょう」
と提言。昭和29（1954）年、AVSA研究班を
東大生研に誕生させた。
研究所は、
研究用の小型ペンシルロケットを作りその燃焼実

いなかった為、水平に飛ばして、高速カメラやオッシロスコープ
等を使用、
ロケットの飛び方を観測する実験装置が作られた。
水平発射の実験は、
半地下壕で実施され、
コンクリート塀の

験を続けた。発射実験の段階となり、
その場所として選ばれた
のが国分寺（北多摩郡国分寺町）
の新中央工業工場跡地で
あった。その場所には早稲田実業学校が建ち、正門前に「日

南側には中央線の線路が通っていた。塀の上には研究班の
班員が腰掛け、
電車が近づくとストップを掛け秒読みが中止さ
れた。

本の宇宙開発発祥の地」顕彰碑がある。
その下には、
実験か
ら100周年を迎える2055年に開封予定のタイムカプセルが埋
められている。

新中央工業（㈱）南部工場 会社設立は1929（昭和4）年
南部銃製造所の軍需工場として、青年訓練所の軍事教練に
使う銃を作っていた。1936（昭和11）年12月、
大倉財閥系列下
の新中央工業となり、
大資本によって工場の規模が大きく成っ
ていった。生産する銃は実戦用の物となり、将校用の14年式
テキ
拳銃、擲弾筒、軽機関銃、戦闘機に搭載する機関銃等を作る
様になった。工場の中央線沿いには、機関銃の試射場だった
地下壕があった。九六式軽機関銃の試射場用だったトンネル

日本中が注目した実験 1955（昭和30）年4月14日、関係
官庁・報道関係者立ち合いのもとに公開試射が実施された。
ペンシルロケットは長さ1．
5mのランチャーから水平に発射され、
細い針金に貼ったスクリーンを次々と貫通して正面の砂場に
突き刺さった。
ペンシルロケットの飛翔により計測機器や高速度
カメラを使い、速度・加速度・ロケットの重心や尾翼の形状によ
る飛翔経路のずれ等が観測された。
この実験で得られた基本
データーが、
更なる本格的な飛翔実験のために役立った。

◆田中康義
（S35・政経）

指揮台で腕章をして
いるのが糸川博士
（提供 JAXA）

実験に使われた新中央工業の工場跡地
（昭和30年）
戦前は、
前身の中央工業が軍用銃を製造した南部銃製造
所だった。
トンネル等の施設は旧陸軍が使用した九六式軽
機関銃の試射場だった。
ここで4月12日から17日までの間
に、
6日間29機のペンシルロケッ
トの水平試射が行われた。
（宇宙航空研究開発機構
（JAXA）
提供）

実験施設全景
（昭和30年） 水平発射の実験は、半地下の壕で行われた。
しかし、
コンクリート塀の向こう側は中央線の線路が通っていた。塀の上には
研究班の班員が腰掛け、電車が近づくとストップをかけ、秒読みが中断され
た。
（宇宙航空研究開発機構
（JAXA）
提供）

日本の宇宙開発発祥の地記念碑

協力：国分寺市教育委員会、提供：宇宙航空開発機構（JAXA）本多図書館、参考資料：国分寺市刊行物

中国料理「龍栄」

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？

国分寺市本多2-3-1

TEL 042-321-0005

042-321-3231

北口より徒歩5分

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
社会保険労務士

● 土地を売却したいけれど？
税理士
法 人

郷土出版社、国分寺市「民俗四」

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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大隈重信侯を
（2）
支えた婦人たち！
第一回は重信の生母三井子が信仰心厚く愛情と慈悲に満ち溢れた婦人であった話でした。
今回は二回目として、
重信が佐賀にて25歳で結婚した相手の大隈美登について調べました。
重信は佐賀藩校弘道館の蘭学教授となり、長崎への往還の途中、音成村の仲村家へ必
ず立ち寄っていました。仲村家の隣には江副家があり、重信が来ると必ず呼び出されるのが
江副廉蔵でありました。廉蔵の5歳年上の姉美登は評判の美しい娘で重信の心を射止めて
いたのです。やがて二人は結婚し
（重信25歳、美登20歳）、文久3年（1863）娘熊子が生ま
れました。
残念な事ですが、美登の面影は手に入れることが出来ませんので、長じた熊子の面影を
借りて想像して頂きたいと思います。
重信は面食いでした。
明治維新の際、重信の有能ぶりは知れ渡っていたので新政府から召し出され、明治元
年（1868）国政に関わることになりました。
この頃重信は、三枝綾子と知り合い共に新生活を
始まめます。一方美登は重信と離別することを選んだ、
となっていますが、姑三井子の説得と
娘熊子の将来を見据えての悲しい決断だったろうと思います。
三井子は美登の再婚先を決めたのち、8歳の熊子を連れて東京に移り住むようになったと
昭和9年刊行の『大隈熊子言行録』の中に書かれています。
美登が再婚した鹿島藩士犬塚鋼領は、草場佩川、広瀬淡窓に学び、槍術にも長け、書画
彫刻にも巧みだったそうです。
美登は鋼領と間に1男2女をもうけました。
弟廉蔵は重信らが長崎で開いた佐賀英語塾「致遠館」で学び、重信と共に佐賀藩の貿易の仕事に携わっていました。後に三
井物産の米国支店で通訳を務め、帰国してアメリカからのタバコの輸入販売を手掛け莫大な財産を築き、
日清日露で国が疲弊し
た折、
タバコの利権を政府に譲りました。
日本タバコ専売公社の始まりです。重信とは終生親交がありました。
再婚後の美登は多くを語らず、家事と子供の養育に熱心だったようです。
また鹿島の上層婦人に伝わる織物の『鹿島錦』
を織っ
ていました。
この鹿島錦を明治43年（1910）
ロンドンの日英博覧会に『佐賀錦』の名称で出品し絶大な賞賛を得ました。
（重信の
影が見えます）
美登が晩年住んで居た犬塚家の離れの襖の下張りから
「今度長崎税関に行くので帰りに祐徳稲荷にお参りしたい」
「公用で
有田に行くので帰りに祐徳院に参りたい」
という文面の便り2通が見つかったが、現在はその手紙の行方も分からなくなったそうで
す。
戸籍制度の実施は明治4年（1871）
で、美登との結婚は戸籍記録にも残っていません。
因みに、
江副家の末裔が高田馬場で学校法人江副学園・新宿日本語学校を経営されています。
（末岡暁美著作・佐賀新聞より引用 敬称略）
眞宅康博（S37・法）

学校法人

江副学園

江副廉蔵

末岡暁美著 （日本タバコ王）
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国分寺ワセジョ特集
早稲田大学では私が通学した当時の
「理工学部」
や所属の
「早稲田大学マンドリン楽部」
（今年創立107年目）
は男性が殆どで、
文学部等
を除き女子学生は貴重でした。
現在では各学部に女性が満ち溢れ、
我がクラブも8割が女性で指揮者・コンマスも女性が務めています。
かつてはバンカラな校風で知られた
「早稲田大学」
も今は大きく変貌しました。
早稲田大学の全学生約48,000人のうち約18,000人の
38％が女子学生です。
ワセジョ卒業生は、
皆様ご存じの通り政界・経済界・芸能・スポーツなど幅広い分野で大活躍中です。
卒業生だけでなく現役女子学生も幅広く活躍中で、
日本女子オープンゴルフ選手権決勝ラウンド出場の稲垣那奈子さん
（2年）、
モーニ
ング娘の現役メンバー野中美希さん
（1年）、2018年準ミス日本の霜野理沙さん
（4年）
など多士済々です。今回の会報は
「国分寺ワセ
ジョ」
ここにありとして女性会員に登場頂きました。
更なる国分寺稲門会の拡大・発展を目指したく、
国分寺市在住/在勤の早稲田大学OGの皆様の入会を歓迎いたします。
（入会は巻末をご参照ください）

幹事長：大橋忠弘

コロナ禍のこの頃
横川 純子
今年の２月にコロナウイルス対策としてすべての学校が休校になって以
来、1 年が過ぎようとしており、公共施設など利用され始めたが、高齢者
にとっては参加も厳しい状況にあります。コロナ感染者数が増えていく中
で家にいると、卒業生や友人から電話があります。最短で1 時間、長い
と2 時間以上、みんな悩みを抱えていて、誰かに聞いて欲しいようです。
高校の同級生のＡさんは広い庭に柿、栗、ゆず、あんず、茗荷、
いちごなどが沢山あって、近所の人が貰いに来て、彼女の家がたまり
場になっておしゃべりをしていました。ところがコロナ以来、糖尿病の持
病がある高齢のご主人への遠慮もあって誰も寄りつかなくなったようで、
どこかで集まれるところはないかしらと言っています。
国分寺高校の卒業生のＢ子さんは大学に勤めていたが、コロナ禍で
予定より早く解雇されたとのこと。やりがいのある仕事で続けたいと思っ
ていたためそのショックは大きく、外出もできなくなり、ずっと家に引きこもっ
ていましたが、最近やっと近くのスーパーにおかずを買いに行けるまでに
なったようです。働かなくてはと心では思っていても、職安に出す書類や
履歴書がなかなか書けないでいるとも聞きました。
土曜日の夜、三宅高校出身のＣ子さんと2 時間以上電話で話しまし
た。彼女は千葉でヘルパーをしながら孫の面倒を見ているが、最近は

コロナで身体介護ができなくなり、食事を作っ
てあげる仕事をしているとのこと。三宅島や
御蔵島の全島避難の話になりました。三宅
島は何とか避難できるが御蔵島は300 人の
人口に２軒の店があるだけで、水が豊富で
8月に16歳で天寿を全うした愛犬と
いたるところで水が海へ流れ落ちているの
で、避難するところなどはないという話をしました。
コロナ禍で、電車にも乗れなくなったので、空いている時間は畑仕事
に精を出しているが、古くからの友人にも会えないでいるとのことです。
今日は私の文京高校の同僚で、都立高校女性９条の会の役員をし
ている友人から電話がありました。このコロナ体制下でご主人が脳梗塞
になって、大手術をして辛うじて生還したが大変だったという話を聞きま
した。付き添いもできないけれど、ステントを入れるのは大変で、もう少し
で手遅れになるところだったと言われたそうです。彼女自身はスキーや
登山をしていてとても丈夫なのですが。いつになったらまた皆で集まれる
ようになるのか、先の見えない現状を嘆いたことでした。彼女は娘二人
なので、老後は樹木葬にするよう夫婦で申し込んだそうです。
考えさせられることの多い毎日です。
（S40・一文）

ご縁あって
石田
（竹下）
雅子
「竹下さん、司会やらない？」
1969 年から短期間所属していたマンドリンクラブの春の公演の後、3
年先輩の方にこう言われました。人前に出るのが苦手な私にとって思い
もよらない言葉だったので、長い間心に残っていました。
数年前、会長の清水さんと、私たち夫婦が懇意にしていただいてい
る深山祐牧師さんとが親しい間柄だったご縁で、夫とともに国分寺稲門
会に入会させていただくことになりました。
そこで冒頭の先輩である大橋忠弘さんに再会しました。実におおよそ
半世紀ぶりのことです。もちろん、ご本人は覚えていらっしゃらなかった
のですが・・・。
そればかりでなく、いろいろな繋がりの中で、ゼミの恩師正岡寛司先
生にもお目にかかることができました。
小・中・高・大とずっと同じだった江連孝雄さんにも高校卒業以来
初めてお会いできました。
同窓会とは、過去を振り返るところと思っていましたが、新しい繋がり

により、世界がどんどん広がる場所でもある
のだと思いいたりました。
2 年前に府中に転居しましたが、引き続き
国分寺支部に在籍させていただいていま
す。これからもよろしくお願い申し上げます。
2001年夏シチリアにて
1973 年に出版された、ミヒャエル・エン
デの児童書「モモ」が、コロナ禍で再び読まれているようです。
ある時、不思議少女「モモ」が、時間泥棒が人々の時間を盗んで
いることに気づき、それを取り戻すお話です。
あくせくと働くばかりの世の中に、警鐘を鳴らしているとも言われました。
その本が今また読まれているとは、非常に興味深いことです。
せっかく
「モモ」が取り戻してくれた「時間」
、大切に使っていきましょう！
みなさま、どうぞご自愛くださいますように。
（S48・一文）
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国分寺ワセジョ特集
いつのまにか50年
百瀬

道子

一昨年の秋、シンポジュウムに参加するため、久しぶりに早稲田大
学に出かけた。行き交う学生さんたちがおしゃれでスマートなこと、トレン
ディ
ドラマを見ているようだった。
翻って、私が早稲田大学に入学した1971（昭和 46）年。東大安田
講堂事件の2 年後、大学紛争のただ中で、独特な文字の立て看が林
立し、周囲は機動隊がジュラルミンの盾を持って取り囲んでいた。その
頃女子学生は少なく、雨の日には、構内を黒い傘が埋め尽くしていた。
ロックアウトで授業は中止、試験はレポートに代わり、あの図書館すら使
わずに卒業してしまった。なんてもったいないことをしたのかと、今、痛
切に思う。
私の早稲田時代は、ほぼ「旅の会」というクラブ活動だった。せっ
かく大学に入ったのに、休講が続くことをいいことに、アルバイトしては
旅に出た。ザックを背負いシュラフを持って、夜行列車を乗り継いだテ
ントの旅。時刻表が好きで、周遊券を買って一人旅・貧乏旅行もした。
部室は正門近くの本部棟の屋根裏。大隈通りの入り口にあった喫茶店
「こんぺき」が第二部室と呼ばれ、1 杯 80 円のコーヒーで話は尽きなかっ
た。携帯電話がなかった時代、その店に電話すると誰かがいた。
早稲田大学にあこがれていた。合格したくて、教育学部教育学科社

会教育専修を選んだ。何をするのかも知らずに
入ったが、これがおもしろく、学校教育を終え
てからの一生涯の教育の可能性の広がりに目
を開かれた。そして、働くなら社会教育の現場
で、と思い、当時活発で魅力的だった三多摩
各市の公民館を受験した。オイルショックの後
の不況下で、公務員人気もあって苦労したが、
国分寺市に採用され、定年まで42 年間、市
内の3 公民館で働くことができた。就職してか
ら、いろいろな研究大会に行くと、必ずと言って
いいほど早稲田の素敵な先輩に会った。国分
寺市の公民館職員であることは誇らしかった。
稲門会の創立当時、まだ現役の学生だっ
た頃。採用されたときの市長は稲門会名誉会
長の塩谷信雄氏だった。国分寺稲門会の50
年はまさに私の早稲田の歴史と重なる。

大学3年 演劇博物館の前で

大学3年 長野県武石村に
ある旅の会の山小屋で。
近所の子と。

（S50・教育）

大学と私の出会い
石橋

美子

私と早稲田大学との最初の出会いは、高校 3 年生の秋の推薦入試
の面接です。当時の第一文学部の学校推薦は高校で選抜されて、そ
の後に面接と論文提出がありました。論文はディケンズについて書いた
記憶がありますが、内容はほとんど覚えていません。面接は文学部の
教授が 3 名いらして、そこに受験生が一人ずつ呼ばれて行います。今
でもその時のことはよく覚えています。「あなたは難しい本を読んできたみ
たいだけど、面白かった？」（多分、英語の原書で読んだ本のタイトル
を記入する面接用紙があったのだと思います。私は心理学の英語の本
をなぜか興味を持って買ったものの、何も理解できずに読み終わって、
タイトルだけは記入したのだと思います）高校 3 年生の素直な私は「心
理学の話でよくわかりませんでした」と答えると、
「sympathyの意味は？」
と教授。「共感です」と答えると教授たちが「ほー、よく勉強してるね」
と褒めてくれたので単語の意味を覚えていてよかったと、とてもほっとしま
した。その次の質問は「大学に実際来てみて感想は？」でした。その

質問にも素直に「タバコの吸い殻とか落ち
ていて汚くてびっくりしました」と答えると、教
授たちはみんな笑ってしまい、「そんなに汚
いですか？」と。私は怯むことなく「すごく汚
くて、そこに自由を感じました。高校では掃
バチカン市国 サン・ピエトロ広場にて
除の時間があり、ゴミなんて落ちてません。
でも大学は自由なんだと感じました」と。「あなた面白いこと言うね。面
接で汚いって言われたの初めてです」と。帰宅してから面接の話を父
にして叱られました。推薦入試の面接では落とされないと聞いていました
が、合格通知を頂くまでは落ち着きませんでした。因みに去年亡くなっ
た父も早稲田 OBで、私の合格をとても喜んでいました。入試の面接か
ら40 年近く経ってもなぜか色あせない思い出です。
（S60・一文）

2020年リセットボタン
竹村 まさみ
2020 年、2月末『緊急連絡です。来月からお店での演奏中止になり
ます。
』 覚悟はしていたが、頭が真っ白になった。ジャズピアノレギュラー
の演奏仕事が次から次へと中止になって行く。これからどうやって食べ
て行けばいいの？生活の基盤がガタガタと崩れて行く、、怒りとか悲しみ

とか不安、色んな感情が沸き起こって特に3
月は、心身ともにしんどかった。通ってたス
ポーツジムもクローズ。緊急宣言が出て、東
京の街全体が不安な空気に包まれている。
ピアノライブコンサートで
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そんな中、すごく自然に触れたくてたまらなくなった。演奏仕事の代わり
に畑仕事のバイトをしようと思った。いろいろ調べて見たが、どうしても近
場の畑は個人経営の農園がほとんどで、アルバイトは募集していない。
藤沢や、三浦半島や狭山市や、電車で行くには不便なところが殆ど。
移住しようかな～なんて考えてみたりもしたが、今は焦って動いても良くな
いな、
、
、
、と時間と共にいい意味での？Surrenderというか、諦めが出
てきた。そんな中グーグルマップを片手にウォーキングを始めた。何十年

も住んでるこの街、こんなに素敵な場所が歩いて行ける範囲内であった
なんて！谷保神社近くの水路や畑、多摩川、世の中が不安の空気に
包まれていても自然はいつも普段通りにそこにあり、優しい。川や緑が
私のカチカチに硬くなった頭と身体をスーッと解放してくれた。地球のリ
セットボタンが押された2020 年。悪い事ばかりじゃない。
（H8・商）

国分寺稲門会と私
増本

千明

国分寺稲門会に入会させて頂いて、早いもので10 年経ちました。
早稲田のOB、OG 間に流れる優しさ、温かさに触れて家族共々元
気をもらっております。
私にとって、国分寺稲門会は交流が深まるにつれて、今では家族の
一部のように感じられます。
先輩諸氏とそのご家族と過ごす時間はとても楽く、同好会やイベント、
総会や稲穂祭には出来るだけ機会を見つけ、参加するようにしてお
ります。
ボウリング同好会では、諸先輩方の指導、ご苦労のおかげで10 年
間続けて参加しております。入会当時は小学生だった次男が今年は大
学 1 年生になり、高校生最後の昨年 12月のボウリング大会では岩崎さ
ん達とサンタのコスプレで楽しみ、景品も頂きました。
現在コロナ禍で中断してますが、早く皆さんと一緒にボウリングができ
る日を楽しみにしております。
又、カラオケ同好会ではお誕生日のたびにケーキを頂き、毎回大変

光栄なひと時を体験し、思いがけないプレゼン
トに感激しております。
これも一重に諸先輩方、幹事の皆様の支え
と大変感謝しております。
自分でも忘れてしまう誕生日にちょっぴり照れ
ましたが、卒寿・90 歳の先輩との記念撮影な
ど忘れられない思い出です。
今はメールやリモートのおかげで、どこにい
てもコミュニケーションが取れ、国分寺稲門会
の様子が分かります。今後もオンデマンドの活
用など、新しい工夫で会が発展すると共に私
自身も会のモットー
「早稲田と共に、地域と共に」
に貢献するために何ができるか、もう一度考え、
微力ながら努めて行きたいと思います。

サンタのコスプレで

賞品授与で

（H22・人科）

私の学生時代
大倉

萌

この度は国分寺ワセジョ特集への寄稿という大役を賜り、とても嬉しく
思います。少々緊張しておりますが、私の生い立ちや、まだ23 年という
短い人生ではありますが、私の人生において、これまで何に注力してき
たのかを、この場をお借りしてご紹介させていただきたいと存じます。
私は、1997 年北海道帯広市に生まれました。実家の稼業は農業で、
子どもの時から秋になると、機械に乗って芋掘りの手伝いなどをしており
ました。しかし、手伝いとは名ばかりで、機械の揺れが心地よく、いつ
も母の横でコンテナの中に小さく収まりながら、ウトウトと昼寝をしていたこ
とをよく覚えています。
そんな私が 9 歳の頃、人生をかけて取り組みたいものに出会いました。
「空道」という総合格闘武道です。空道とは、突き・蹴り・投げ・極
めの全てが許された競技で、小学・中学・高校・大学・そして就職
した現在も続けており、14 年目となります。
私は空道から、ものごとを継続することの大切さや、継続することは

必ず人生の糧となること、さらに、ものごとに
つまづいた時、乗り越えるための近道はなく、
基礎に立ち返って少しずつ積み重ねるしか
ないということを学びました。
空道を通じて、ものごとの努力の仕方を
学んだからこそ、早稲田大学にも入学でき、
空道世界一
ご縁があって稲門会の皆様と出会えたと、
強く感じております。
貴重な出逢い、ご縁に心から感謝しております。
まだまだ若輩者ではございますが、大先輩である稲門会の皆様から
たくさんのことを学び、日々邁進していきたいと思っております。今後とも
どうぞよろしくお願いいたします。
（H31・法）
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同好会活動
ゴルフ同好会
本年前半に計画していた、国分寺稲門
会「第48回親善ゴルフ大会」
（4月）、国分
寺市シニアオープンゴルフ大会（5月）、
国分寺稲門会・三田会懇親ゴルフ対抗戦
（7月）は、残念ながら新型コロナ感染予
防のため延期または中止となりました。
現在、
「 第48回親善ゴルフ大会」につき コロナ禍下の全米オープンで
優勝したデシャンポー
ましては、11月16日（月）青梅ゴルフ倶
（松山17位）
楽部09 : 02東スタート、4組で計画して
ます。いずれも感染防止を第一に工夫し、先ずは久しぶりにゴルフに
挑戦、楽しみたいと思います。
今回はJGA（日本ゴルフ協会）が発行している「新型コロナウイルス
感染症予防対策としてのゴルフ規則修正の指針」についてを大胆に短
縮して以下ご紹介します。
Ⅰ.レクリエーションとしてのゴルフならば、現在の特殊な状況
下ではゴルフ規則の遵守よりも優先すべきことがあるので、
規則修正の指針は出さない。
Ⅱ.競技の場合のローカルルール修正の指針
（超抜粋）
①バンカーで、レーキの代わりに足やクラブを使用してなら
すことができる。
②レーキを撤去したことによって、バンカーが常時荒れた状
態となり、その競技に影響を及ぼすと考えた委員会は「プリ
ファードライ」
の規則を適用することができる。
③ホールから30cm以内に止まった球は次打でホールに入っ
たものとみなす。
レクリエーションとしての私たちの同好会親善ゴルフでは、感染予
防を最優先として、
楽しいゴルフを心掛けたいと思います
（松村英明）

ボーリング同好会
現在、当会の活動は自粛していますが、Go To何々も始まり、政府も
ウィズコロナに舵を切り、人の往来、経済活動が動き始めました。当会
もそろそろ始動したいと考えています。
さて、ボウリングの起源ですが、紀元前5000年頃と大変古く、ピン
を災いや悪魔に見立てて倒すことで災いから逃れるという一種の宗
教儀式であったようです。そんな起源に還り、コロナ禍の災いを吹き
飛ばし、
悪魔退散をしてみては如何ですか。
ボウリングが現在のスタイルになるには、17世紀アメリカに移住
した清教徒がナインピンで広め、紆余曲折を経てやがてテンピンへと
発展してきました。
因みに日本のボウリングの発祥地は1861年6月22日、長崎の大浦
居留地（長崎）です。これを以てボウリング協会は6月22日を『ボウリ
ングの日』
に制定しました。
本格的な民間ボウリング場は皆さまご存じの通り、1952年12月に
「東京ボウリングセンター」として青山・外苑前に開業しました。
当会の設立当初はご家族も多く参加されて、国分寺稲門会の花形同
好会でした。家族で楽しめる軽い運動です。気分転換、悪魔退治にピン
に向かって投げてみませんか。開催要領はHPでご案内致しますので
是非お誘いの上参加をお待ちしています。
（岩崎 明）

麻雀同好会
もう、
2年ほど前になりますが、
早稲田界隈にある老舗雀荘
「早苗」
が
ついに閉店することになったと、
新聞に取り上げられ、
現役学生、
若い世
代の麻雀人口は激減していることが報じられていました。
我々、
麻雀同
好会のメンバーの現役学生の頃には早稲田界隈に何軒もの雀荘があっ
たし、
会社生活に入っても何かと麻雀をやる機会が多かったことを思い
出すと、
時代の変化に一抹の寂しさを感じます。
若年層の麻雀離れは間
違いないところですが、
麻雀の効用、
麻雀というゲームの面白さが否定
されたわけでもないようで、
最近は、
麻雀には人との交流の機会を増し、
ゲームを通じて脳の老化防止の効用があるとされ、
高齢者を中心に健
康麻雀ブームで、
市などが支援する初心者向麻雀教室は大流行りだそ
うです。
やはり麻雀は、
やってみれば良くできた、
面白いゲームであるこ
とを物語る動きだと思います。
麻雀同好会では、
隔月
（奇数月）
に大会を開催、
毎回16名前後のメン
バーが卓を囲みゲームを楽しんできましたが、
ご承知の通り、
新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響を受け、
今年の1月に110回大会を開催した
のを最後に、
以降、
大会の開催を自粛しています。
メンバーの一部から
は、
そろそろ再開しては、
の声もあり、
今後はウィズ・コロナでの活動も
考える必要もあるのかなとも思いますが、
現時点では、
国分寺稲門会の
他の同好会活動同様、
年内の大会開催は自粛することにしています。

北家にて
（国立北口）

（青木壯司）

ハイキング愛好会
コロナ禍で本年の春と秋の活動は中止しております。
ハイキング愛好
会は、
健康維持とリラクゼーションのため、
近郊の自然風景や歴史的な
景観を楽しむために歩いてきました。
特にシニアの健康維持にはご推奨
の企画が盛り沢山です。
前号に掲載した最近歩いたコースの中から、
28年11月実施の高尾山
について追記説明しておきます。高尾山は東京都心部からの交通の便
が良いことに加え、
明治の森高尾国定公園に指定され、
またミシュラン
観光ガイド
「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」
での3つ星の評価を
受けたことなどで、
近年人気が高っています。
元来は修験道の霊場であ
り、
真言宗智山派大本山高尾山薬王院有喜寺の寺域となっています。
ま
た時機を見て是非訪れてみたい場所です。
さて、コロナ禍もウィズコロ
ナの方向での活動に切り替わっ
ており、三密を避ければハイキ
ングはアウトドアですので、換
気の良い環境です。
次回は、
来春
にでも弁当持参で遠足と洒落込
んで、疲労が残らない程度に２
～３時間歩くというスタイルで
高尾山頂よりの富士
計画する積りです。
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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

会の雰囲気は和気藹々、
初参加の方でも大歓迎です。
計画が決まりま
したら改めてご案内致します。

ケーブル駅にて

山頂にて記念撮影

（山田 孝）

kokubunji toumon-kai club action

■美食・高級感を味わえる「中国料理店 龍栄」
ボウリング場旧国分寺パークレーン設立者夫人でレストラン・不動
産経営の富士商事（株）
女性社長がオーナー
●国分寺市本多2-3-1 ●TEL. 042-321-0005（水曜定休）
店前にグリーンゾーンとウッドデッキがあり、風格のあるホテルの
レストランのようなゆったりした居心地の良い空間で料理を堪能で
きる店.。麺類・炒飯からフカヒレなど高級食材を使ったコース料理ま
で、幅広い客層が楽しめる本格中国グルメ。ランチは麺類・定食など豊
富な種類で、オリエント急行のカップとソーサーのレプリカで供され
る珈琲付。ワンフロアで最大着席100名まで利用でき、大型スクリー
ン、プロジェクター、マイク、グランドピアノ（スタインウェイ）も完備
しパーティ・セミナー開催にも最適です。

カラオケ同好会
カラオケは日本発祥の文化です。世界中で「karaoke」と呼ばれて親
しまれています。歴史を紐解くと、1970年代初めにカラオケ事業が始
まり、1980年代には「映像カラオケ」が世の中に出始めます。1985年
には「カラオケボックス」が若者向けにスタート。1990年代半ばから
「通信カラオケ」になり、曲数が飛躍的に増大しました。現在、カラオケ
は若者文化に留まらず「老人介護や福祉施設」でも幅広く利用される
ようになりました。
国分寺稲門会の「カラオケ同好会」は、1975年（昭和50年）に故林久
仁於元会長がオーナーだった国分寺パークレーン内の中国料理「龍
栄」の和室で始まりました。現在「龍栄」は紀久子夫人に引き継がられ、
同じ敷地内に再建されています。
カラオケ同好会の登録会員数は46名で、20名程が毎月参加してい
ます。
当会会員のほか、
近隣稲門会、
国分寺三田会など幅広い方々が参
加しています。
会のイベントも沢山あり、
毎月のお誕生日祝い、
2月のバ
レンタインデー、
3月のホワイトデー、
8月のサマー・ファッションデー、
12月のクリスマスプレゼント交換会等々賑やかに行っています。
毎回初めに「全員合唱タイム」があり、季節の歌と会の歌「この街で」
を歌います。
「この街で」は当会のモットー「地域と共に」にマッチした
地域愛に満ちたとてもいい歌です。
現在、カラオケは残念ながら「3密の代表選手」と言われ、本年2月
（下の写真）を最後に開催できていません。1日も早く平穏な日々が戻
り、
再開できる日を心待ちにしています。

シダックス恋ヶ窪会場

（大橋忠弘）

店前

店内

ランチ
（1000円～）

ランチサービス珈琲

コース料理

■コスパ最高の味覚の場「参百圓食堂 日吉小町」
コスメ・エステ店、カラオケ・レストラン・ラーメン店、フード店経営
の（有）ひまわり商事女性社長がオーナー
●国分寺市日吉町3-31-2 日吉フードセンター内
●TEL. 042-576-1505（日曜定休）
オーナーが子供からお年寄りまで低廉で気楽に立ち寄れる場を提
供したいとの意向で開店した変わり種うどん、親子丼、カレーライス
など、わずか300円でグルメを楽しめる店です。焼酎カクテル・ハイ
ボールなども目の前で作ってくれ、同じ店内のフードセンターで好み
のドリンク、つまみを購入してテーブルを囲めば居酒屋に変身、むろ
ん昼飲みOK。夕方からは隣接の焼き鳥屋から出前も調達できて、まさ
に千べろ（千円で酔える）必須の店。

店前

ランチ
（300円～）

ドリンクバー

グルメ・作って食べよう同好会
【グルメ・作って食べよう会報告】
国分寺ワセジョ特集にちなみ、国分寺市で活躍されている女性オー
ナーのグルメ処をご紹介いたしましょう。

7
9

隣は系列ラーメン店孫市

オーナーと稲門仲間

（中村俊雄・中山斌雄）
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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

町歩きの会
町歩きの会も新型コロナウイルス蔓延により、今年計画していました
行事は中止に追い込まれてしまいました。
このパンデミックがいつ収束
するか明確に答えられる人はいないのではないでしょうか。収まるのを
じっと待つているのは余りにも芸がなさすぎるのではないかと思いま
す。年寄りの時間は貴重です。
当会は、新しい生活様式“ニュ－ノ―マル”に適合する活動を今年の
後半から始めたいと思います。三密を避け、
マスク着用で屋内での今ま
での小宴会も取りやめ、それぞれの町の歴史、文化を訪ね歩く会を企
画しょうと考えています。
具体的には①多摩川の羽村堰と草花丘陵、②小金井散策と小金井
文化財センター等、③野川公園、多摩墓地、浅間山公園、府中の森等の
近場を回ってみたいと考え
ています。食事は会で特別誂
えの弁当を手配し、
ソ－シャ
ルデイスタンスを確保できる
公園でしたいと思います。
決まりましたら、是非、参
加をお願い致します。
2018年11月実施の文京、
豊島、新宿社寺巡り
（中村俊雄）
大隈侯墓所正門

墓所前で

国分寺サロン
国分寺サロンもコロナ下で休演中なので、代わりに明治の寄席の風
景を御案内致します。三遊亭圓朝口演「世辞屋」の一幕（明治23年の
速記本から）。
『エー 是は至極く風流の御咄しで、世辞を商ひますと云ふので。
ど
んな御商売人様でも、官員様でも、御出家でも、芸人は素よりの事、世
辞愛嬌と云ふ者は、無ければならないが、生まれつき世辞に疎い人が
御座います。是に世辞の言葉を教えるには、蓄音機と云ふ舶来の器械
を参考に御主人が、何か箱を開けたら自然に様々の世辞が出るような
器械を新発明致しまして・・』 最初のお客様は、浜町の待合茶屋の若
女将、次いで新富町の芝居茶屋の若衆が、それぞれの商売に合うお客
様への世辞の数々を教えてもらい、帰りには自分から御礼の世辞を言
える程に上達しました。内容
をお伝えできないのは残念
ですが、
この咄、寄席に来る
庶民には、待合や芝居茶屋
は高嶺の花、普段行けない
処に行った気分にさせてく
れる臨場感がありました。
サロン看板
クリスマスコンサート

䠥䠰ᢏ⾡䝁䞁䝃䝹䝔䞊䝅䝵䞁 䛾
䠄ᰴ䠅䝆䝱䜹䝷䞁䝍䞉䜰䝋䝅䜶䞊䝅䝵䞁
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ䠖 ᶫᛅᘯ䠄1972ᖺ䠗⌮ᕤ༞䠅
ᢏ⾡ኈ䠄ሗᕤᏛ䠅䚸
䢈䡣䡮䢁䢙䡸䡨䢕䢈䢛䢓䢙䢂䢙䡴䢚ᢏ⬟ኈ

http://jacaranda.jpn.com/
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蓄音機は当時の先端器械、
日本での初公開は、多分明治23年6月浅
草の花屋敷、当時の新聞広告には「フォノグラフ蓄音機（ヒトリデニモ
ノヲイウキカイ）」。三遊亭圓朝は、最新のニュースを取上げ、顧客満足
度の高い内容の新作を次々に口演しました。国分寺サロンも皆様の趣
味や教養に寄り添い満足度の高い企画をしていきたいと思っておりま
す。
えつ！ 落語の落ちはどうなった? 最後のお客は、店に入るなり建
物や調度品を褒めちぎり、
お終いに
『男
「御主人は大黒様、番頭さん、小
僧さんは愛嬌のこぼれる様ナ、
お店に買いに来た手前も仕合せで・・世
辞の良い箱を二ツ三ツみせておくれナ」 主人「サアサア箱は片付け
ナ・・手前では仲間売りは致しません」』
（野部明敬）

国分寺句会
国分寺句会が国分寺稲門会の俳
句同好会として産声を上げたのは、
今から丁度6年前の平成26年11
月のことでした。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迎えして、8月
を除き毎月第三土曜日に本多公民
館の一室で句会を開いてまいりま
した。

本年3月～9月

例会報告

年に11回、欠かさずに開かれた句会でしたが、新型コロナウイルス
感染の流行という不測の事態により、3月以降開催を自粛せざるを得
ない状況となったのは残念なことでした。
そこで考えついたのは、インターネットやファックスを利用した在宅
句会でした。名付けて
「テレワーク句会」。以後、回を重ねて11月で9回
を数えます。
当句会の場合は通常2時間から3時間ほどかけて行われますが、テ
レワーク句会ではそれを約20日間かけて行うのです。最初はのんびり
としたそのペースに戸惑いを感じることもありましたが、回を重ねるに
つれて、
「ゆっくり選句ができる」
「 先生の講評が活字となって発表され
るので解りやすい」など回を重ねるごとに新しい発見もあって、皆さん
の好評をいただいているようです。
残念なことに細見先生は都合で3月のテレワーク句会を最後に講師
を退かれましたが、後任講師として俳句結社「海原（かいげん）」会長・
安西 篤先生（国分寺稲門会会員、本名 安齋篤史）
をお迎えできた
のは望外の幸せでした。安西先生には5月からテレワーク句会に参加し
ていただいておりますが、句会で直接ご指導をいただける時が一日も
早く来ることを会員一同待ち望んでいるところです。
（吉松峰夫）
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国分寺句会 近詠一人一句
杖つきて大きく一歩涼新た
敬老の二文字を消して背を伸ばす
友逝きて一輪のみの曼珠沙華
蟻の列兵站の黙不戦の日
からだごと歌ふ園児や草いきれ
剥きたての白桃食みて悪書読む
麦秋や予期せぬ余生過ごす日々
感染症の歴史ひも解く夏断（げだち）かな
路地裏にチョークの線路ソーダ水
峰雲や父の猫背の志
辞書積みて句稿整理や秋灯
老夫婦昼餉つるつる衣被
延々と ZOOM 会議の秋灯下
カナカナの鳴いて煮魚匂ふ家
エナメルの色に目の行く素足かな
◆講師
額の花母音おもたき楸邨忌

夏・秋
の部

同好会幹事のご紹介
同好会名

氏名

黒川 清虚（国分寺）
秀夫（国分寺）
博司（国分寺）
星人（国分寺）
泉舟（国分寺）
爽風（国分寺）
延居（国分寺）

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

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）

カラオケ

赤池
内田
清水
眞宅
舘
千原

安西

篤（国分寺）

グルメ
町歩きの会

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

042-576-9630

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
この度10月13日付けで、早稲田大学校友会会長、同代表幹事の連名にて新型コロナウイルス感染
防止に伴う年内及び1月～3月の校友会・稲門会活動について、以下の要請を受けた。その概要は、
大隈講堂を臨む
①2020年早稲田大学では卒業式・入学式、式典・イベントを中止した。校友会についても年内は集
まっての対面活動を中止・延期とし、
「ホームカミングデー」、
「稲門祭」は中止にした。
＊校友会・稲門会活動は懇談や飲食を共にする機
会が多く、感染すると重篤化するリスクが高い高齢の方も多いので、一層の注意が必要である。
＊大学
は9月下旬の秋学期から対面授業や開門時間の延長、博物館関係等の各種施設の再開など緩和した。

②年明けの1月からの校友会活動は、中止・延期要請を段階的に解除（感染対策を充分に講じた上での活
動再開）
していくことにした。
＊ウイルス感染が大きく収束する見込は不明であり、また、冬季は季節性インフルエンザが同時流行す
る予測も出ていること等を踏まえ、対面活動を行う場合には、国や各自治体からの指針をきちんと遵守
し、充分にご注意すること。特に飲食の際は注意し、日常生活においてもくれぐれも慎重に感染防止策
をとること。
③感染リスクを回避した活動としては、インターネット機能（オンライン）やメール・郵送・電話などの手段
を推奨したい。

稲門祭とホームカミングデイ

④来年4月以降（2021年度）は、対面による各種活動が本格的に可能となり、大学関係者も校友の皆様と
一緒に楽しく交流できるようになることを大いに期待して待ち望んいる。
＊今後の感染状況の変化等に
よっては、方針を変更させていただく可能性もあることをあらかじめご承知おき頂きたい。

早稲田アリーナ建設と寄付金応募のこと
戸山キャンパス記念会堂は、大学創立75周年を記念して建設され、スポーツ
施設としてのみならず、入学式や卒業式、ホームカミングデーなどで活用され
てきましたが、老朽化に伴い 2015年に解体され、2019年3月、新名称「早稲田
アリーナ」として落成、併せて屋上の広場は「戸山の丘」として活用されます。
早稲田アリーナは、創立150周年（2032年）
を見据えた中長期計画「 Waseda
Vision 150」において掲げられている、「世界に貢献する高い志を持った学生」の
育成の拠点として大いに活用されます。
従来通り入学式、卒業式、ホームカミングデイ、スポーツ施設として運用され
ます。建設に際し校友からの寄付を募り、国分寺稲門会よりは多数の有志から
の寄付金を纏めて納めました。寄付者の銘板に名前を記載されています。

早稲田アリーナ

寄付者銘板
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「第48回総会」について
新型コロナウイルス感染防止のため、政府は4月7日に緊急事態宣言を発出、
早稲田大学よりは2020年9月19日まで稲門会活動の中止、自粛要請を受けま
した。依って6月7日、中国料理「龍栄」にて開催予定の「第48回総会」は中止致
しました。なお、イベントはマンドリン楽部の出演で「同部所属準ミス日本・霜

「年末年始のワセダ」
12月20日

石橋湛山は1965年

野莉沙さんの講話」、
「ミニコンサート」と「みんなで歌おう」で準備していまし

に首相に指名され、
ここに早稲田出身

たが、残念ながら創立以来初めて中止に致しました。

の最初の総理が生まれた。石橋は文学

議事案件については変則ですが、持ち回り役員会での承認と登録会員の皆様

科を首席で卒業、
「 東洋経済新報」社

にE-Mail、FAXで総会付議事項を通知し、賛否を回答頂き審議に代えました。

長、
リベラルなジャーナリストとして活

結果以下案件について承認頂きました。

躍、
戦後は政界に進出、
大蔵大臣など

①2019年度活動報告、同収支計算報告と会計監査報告②2020年度活動予定

歴任したが、
総理は脳梗塞のため2ヶ月

案と収支予算案③役員人事の一部改選。尚役員の異動については黒川清知、

で退陣する。

田中康義が監事役を退任し、野部明敬、眞宅康博が副会長を退任して、新たに
監事に就任された。又、会計幹事補佐に赤池秀夫、幹事に下山

一輝が新しく就任致しました。他に報告事項として地域担当幹事と同好会担
当幹事変更の承認でした。
（清水

2020年度 新入会員のご紹介
●井上 昂
（昭41政経） 西元町
●今西啓之
（昭55商） 戸 倉

石橋湛山

登、久保田

元）

1月10日

大隈重信侯死去

1922（大正11）年

民葬が行われ約10万人が参列したという。

五十音順

●鈴木正道
（昭55商） 西 町
●廣田修身
（昭４３政経）本 多

●小俣勝裕
（令2理工） 戸 倉

大隈重信国民葬

訃報（2019年/2020年）
小林 好覚 （18年専政）
丸山
櫻田
健 （40年教育）
謹んでご冥福をお祈り致します。

（黒川清知）

龍三 （38年法）

地域別幹事

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。

◎お問合せ
右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。

編集後記

◆コロナ禍も収束の兆しが見えませんが、

オリンピックの延 期 、
菅 内閣の誕 生などあ

界 を 迎 えます 。稲 門 会 や 大 学の活 動 も 自

り、
ウィズコロナ、
ポストコロナの新しい世

粛状態が続いていますが、
徐々に慎重に創

年に

意 工 夫で同 好 会 やイベントの開 催へ舵 を

切りたいと考えています。

国 分 寺 稲 門 会は、
再 来 年には創 立

なります。記念イベントに加え初めての記

念 誌 発 刊 を 目 指 しておりま す 。多 くの会

員の皆 様から在 学 中の思い出/社 会 人に

をテーマに投稿をお願い致す予定です。

なってからのこと/ふるさと自慢/その他

力の程宜しくお願い申し上げます。

元

その節は改めてご案内致しますので、
ご協

◆ 清水
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●発行所

国分寺市東恋ヶ窪３-２８-６（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

人生125年説

の大隈侯も病には勝てず85歳の生涯を閉じた。葬儀は日比谷公園で国

清水 元
●編 集 委 員 吉松峰夫 野部明敬 眞宅康博 舘 外博
山岸信雄

地域

入会、情報、連絡、相談何でも受け付けます
氏名

連絡先
（TEL/FAX）

北町／新町

眞宅康博

042-301-1660

西町

大橋忠弘

042-576-7346

同

増本千明

042-573-7595

並木町

久保田一輝

042-324-2935

東戸倉／戸倉

眞宅康博、黒田啓之

042-301-1660

富士本

小林

042-575-6540

高木町

中山斌雄

042-576-9630

光町

山岸信雄

042-573-8967

日吉町

丸山哲平

042-806-9813

内藤

日置憲二郎

042-575-3518

西恋ヶ窪

野部明敬

042-321-2757

東恋ヶ窪

清水

東元町 1、2 丁目

廣田 廣

042-323-2651

西元町／東元町３、4 丁目

中村俊雄

042-313-8442

南町

松村英明

042-322-7757

泉町

江連孝雄

042-325-7510

本多

赤池秀夫、中島

本町

山田 孝

042-301-8271

その他外部

大橋忠弘

042-576-7346

昭、下山

元、舘

登

外博

巌

042-321-3310

042-326-6119

