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早稲田大学校友会

武蔵野稲門会報第10号発行に

当り早稲田大学新総長の白井克

彦先生よリメッセージを頂き、

武蔵野稲門会を代表 して厚 く御

礼申し上げます。これからの校

友会活動を益々活性化 してゆく

上で大いに活力となりました。

心から重ねて御礼申し上げます。

去る平成14年 10月 5日 付で、東

京都内の稲門会組織が整備 され

たため道府県支部に準じ、東京

都内各稲門会 と大学、校友会本

部との連携をよリー層密接にし

てゆくために23区 と三多摩にそ

えれぞれ支部を置く事になりま

した。

三多摩支部発足に当たって

(旧 三多摩稲 門連合会 )

会 長 杉 崎 完 夫
(昭 27・ 商 )

これにより平成 15年度から各

支部には支部長 1名 、副支部長

1名 以上と幹事長 1名 をおき組

織内の各稲門会を統一 して諸活

動の強化を計ることになりまし

た。詳細については 7月 20日 吉

祥寺地区、21日 境地区、27日 三

鷹地区のミニ稲門会及び 9月 7

日東急イン総会の席で説明しま

す。

この規約改正作 りを平成14年

度旧三多摩稲門連合会当番幹事

であつた当会が中心になり起案

し、本年 1月 19日 の会長会で承

認され実施する事になりました。

この規約作成には立川鴛海会長、

東村山大西会長及び三鷹吉野会

長にご支援を頂き完成する事が

でき深 く感謝致 します。

末筆で失礼 とは存 じますが昨

年の旧三多摩稲門連合大会には

奥島前総長、中嶋前校友会代表

幹事、三多摩22稲門会の皆様や

武蔵野市内職域稲門会から武蔵

野市役所稲門会 (土屋正忠市長 )

NTTサ ー ビスイ ンテグレー

ション基盤研究所稲門会 (花澤

隆所長)(横河電機稲門会 (三奈

木輝良常務、福永雄二本部長 )

のご出席を頂きました事を紙面

を借 りて深 く御ネL申 し上げます。

「武蔵野稲門会」に前進座代表

俳優の中村梅之助さんが

フリートーク ノ

平成15年 9月 6日 (土 )

午後 5時より開会

吉祥寺東急イン3階

総会後は懇親会があります:

10,000円 (年会費を含む)

お誘い合わせの上

ぜひお越し下さい。

■中村 梅之助 プロフイール

1930年 東京下谷池之端に生まれる 前進座創立者の三世中村翫右衛門の長男 9歳 で

四世中村梅之助を継ぎ「勧進帳」で初舞台 1945年前進座へ入座 し全国巡演 1950年創

立20周 年記念公演 「勧進帳」に出演 以後舞台TV映画など出演多数 主演の 「遠山の金

さん捕物帳 |でTV部門主演男優賞ほか受賞多数 1999年 より前進座代表・社長を務める。
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早稲田大学野球部と6人の荒川姓

私は、我が母校早稲田大学野球

部に昭和33年 より37年迄在籍 し

た荒り|1悌二です。幸いにして在学

中東京六大学 リーグ戦の三度の

優勝 と全国大学選手権の優勝を

体験しました。特にいまや伝説化
しつつある早慶六連戦での優勝
という貴重な体験を味わい、大切
な青春の思い出となっています。

早稲田大学野球部も平成13年

創部百周年を祝い、更に本年早

慶戦開始以来百周年を迎えます。

栄えある伝統のもと、多くの名
選手や人材を輩出し、プロ・ア
マの球界に多大な貢献をして来
たことは衆知の通 りです。

早稲田大学野球部のOBは、
野球部の健全なる発展に寄与す
ると共に会員相互の親睦融和を
はかることを目的として “稲門

倶楽部"を結成 し、現在会員数
は約1:500名 となっています。

さて前置きが長 くなりました
が、そろそろ本題に入ります。早

稲田大学野球部を熱心に応援 し

て下さつている方を初め、一般の

方からよく質問されるのは、どう
して早稲田大学野球部は荒川姓
が多いのですか…… 。確かに世間

的にも荒り|1姓 は数多くないので

すが、他大学野球部では僅少です。
ところが早稲田では 6人在籍 し

ており目立つ存在なのです。
荒川姓の トップは荒川宗一氏

(掛川中 。昭和21年入学・現稲

門倶楽部会長 )、 次に荒川博氏

(早実高・昭和24年入学・王貞

治氏の指導者で有名 )、 荒川弘氏

(早大学院・昭和27年入学)、 荒

川悌二 (水戸一高 。昭和33年入

学)、 荒川富男氏 (早実高 0昭和
33年入学 )、 荒川尭氏 (早実高 0

昭和41年入学・元ヤクル ト)の
6名 です。
各氏にはそれぞれ華やかな球

歴がありますが割愛させて頂き、

荒り|1姓について述べます。出身の

旧制中学 ,高校を記載しましたが、

既にご聡明な皆さんはお気付き
のことでしょうが、早実高卒が 3

川 悌 二 (昭 370政 )

名お ります。この 3名 は実は兄

弟・親子の関係で、次の通りです。

荒り|1博 → 荒り|1尭 (子 )

↓
荒川富男 (弟 ) (敬称略 )

次に、残る 3名 の うち 2名 が

やはり兄弟です。出身校も異な

リー見判 りにくいのですが、
荒り|1宗一 (兄 )→荒川 弘 (弟 )

(敬称略)と なります。弟の弘
氏は早大学院卒になっています
が出身地は静岡県掛川市で兄宗
一氏の掛り|1中 卒で納得いくこと

と思います。
残る一名私だけが、何もあり

ません。この様に実は荒川姓の

殆 どが、兄弟 0親子で入部され
てお り、他の姓の方々でも同様
なケースがあります。やはり長
い歴史と伝統の中で、親から子
へ、兄か ら弟へ と野球への情

愛 0情熱 といったものが伝えら

れています。現在は残念乍ら荒

川姓の後輩が現われていません

が、将来さらに増加することを

願つて止みません。
今春、52年振 りに我が野球部

は三連覇を果たすことが出来ま

した。今秋四連覇の夢を賭けて

頑張 りますので、武蔵野稲門会
の先輩諸氏の暖かい応援をよろ
しくお願い致します。

昭和36年秋季リーグ早慶戦、安藤投手 (背番号11)と 打合せ

記念事業募金
早稲田大学創立125周 年
記念事業募金にご協力
をお願いいたします。

一口 10,000円

(10,000円 未満でも可)

今年度募集期間

平成15年 12月 末日まで

お振込先

郵便局振替口座

加入者名 早稲田大学創立

125周年記念事業

募集ロ

ロ座番号 00140-0-177276

もしくは

加入番号 武蔵野稲門会

口座番号 00110-7-173626

同好会へのお誘い
入会 ご希望の方、ご意見の

あ る方 は左 記 へお問 い合 わ

せ下 さい。皆 さまのご参加 を

お待ちします。
1.ゴルフ同好会 沖島祥介

奮 0422(52)0680
2.カ ラ オ ケ 部 会  堀  裕 一

雷 0422(22)0631

3.旅行・ハイキング 0写真
部会 杉崎完夫
雷 0422(42)3878

4.囲碁 寺田昌弘
奮 03(3928)8710

5.同好会スペシャル (何で

も来い会)  小坂 強
奮 0422(47)8438
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電気 のふ るさ と見学会

平成14年 7月 26、 27日 と東京

電力閉武蔵野支社のキャンペT
ン活動の一つである上記ツアー

に参加 しました。武蔵野稲門会

から12名 、応募で当選した人々

を加 え、計43名 参加。見学は

3ヶ 所用意されていました。

① BWR(沸 騰水型原子炉 )

運転訓練センター

② 柏崎刈羽原子力発電所

③ 電源 PR館奥利根・玉原水

力発電所

①は原子力発電の安全 と信頼

を担 う運転員の養成を実際と同

じ制御室、制御盤で訓練 してい

る様子を見学。

②は総敷地420万平米、その 3

分の 1は松林また花の緑地帯。

ここに 7機の原子炉を設置。原

子炉、放射線について、また徹

底 した品質管理、点検、検査等

の説明と見学。

中 村 幸 子 (昭 390教 )

③は沼田市と水上町との間の

高落差を利用 して建設。深夜電

力を利用の純揚水式発電所。奥

利根観光地帯に当る為、これを

配慮 した地下発電所。最大出力

120フアkW。

この旅のもう一つの楽 しみは
「柏崎海上大花火大会」でした。

この時期にして宿から花火見物

出来るとい う恵まれたものでし

た6私は車と人で渋滞の道を海

岸へ。風が強く時々煙で花火が

掻き消されることもありました

が 2ヶ 所から大玉の打上花火は

実に豪快。

帰途、月夜野び二どろパーク

で昼食、見学と買物。全員無事

で夕方、三鷹駅前着。

原子力発電など、難 しく厳 し

く遠い存在のものでしたが、多

くの人々に広く常時開放 してい

る明るい環境にあり、安全 と信

頼への東電の並々ならぬ努力と

配慮を思いました。この見学会

を計画 して下さつた東電及び関

係者の皆様に厚く御礼申し上げ

ます。

第 10回 ゴル フ会 レポー ト 高 本 英 治 郎 (昭 32・ 理)

2003年 5月 7日 、都留カン ト

リークラブ、現役組には気の毒

だが、 リタイア組には安価な平

日でマアマアの爽やか皐月。小

金井稲門会から増田会長、同夫

人&伊藤女史のお三方の参加を

仰ぎ、総勢 14名 。初参加 4名 と

なり、幹事苦心の新ペ リア、し

かもダブルパー打切 り十HC上
限45の 下位者への大盤振舞いの

つもりだつたが(概ね実力通 り

の 1・ 2位だったのは、誤算か、

妥当か。優勝は、飛びすぎてOB
4発の荒川氏、準優勝は、増田

会長でB G95も ゲット:増 田夫

人 4位賞、伊藤女史何とDC賞
それもあわや 2つ も。馬券も含

め、初参加の小金井組に花をも

たせ、武蔵野の面々大いにもて

な しを発揮。そ して増 田・伊藤

のお二方は、遠路カヤシマに参

画の気配 り。杉崎会長・小美濃

副会長ほか、古賀、中村の同期

生も駆けつけ、かつての 3人娘

の再会交歓のおまけ付きで盛 り

上が り、21時散会。

◎ トピックス

ホールイ ンワン達成 だ !プ
レーヤーは小美濃隆、所は、浦

和 ゴルフクラブ、アウ ト8番、

148yrds、 5番 I。 やや ドローで

オン、ツ ゥーバ ウン ド後、スラ

イス して右奥 ピン方向へ球が消

えた。時は、5月 17日 無風晴れ。

43年 間500ラ ウン ド以上での漸

くの快挙。 当会のゴルフ会長で

あ りながら、上記の会には下の切

開で出られず、その10日 後に増田

会長の代理参加で、力まずにやれ

たのが勝因 ?植樹も頼んだ。行 く

たびに名札を見せ られますぞ。

荒川 (右 )・ 増田 (左 )両氏
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武蔵野 Fヨ子≧ 成14年

第 2回 多摩 門会連
平成 14年度 の会長会、総会 、  野市長 のあい さつに続 き、奥 島  長 が司会。来賓の 口元周策校友

講演会、懇親会 を 10月 19日 午後  総長 の記念講演 ― 「私立大学 一  会事務局長、 NTT研 究所花澤

2時よ り吉祥 寺東急イ ンで奥 島  志立大学 ―梓 立大学 一早稲 田の  隆所長 、横河電機海外事業部常

孝康総長 をは じめ多数 の来賓 を  実現」。一同感銘 した ところで杉  務 (取 )三奈木輝 良部長 のあい さ

お迎 え し、239名 参加 にて開催。  崎会長 よ り総長へ募金 目録 を贈  つ後、武蔵野市古 田土一雄収入

会長会 では校友会近況 、母校   呈。 その後 しば しロビー ホール   役 の音頭 で乾杯。歓談 に移 り、

創 立 125周 年記念事業募 金 状況   で ドリンクを手 に ミニ コンサー  現役 のニ ューオル リンズジャズ

な ど意見交換 の後、午後 3時か   卜を楽 しんだ (ピア ノ丹生谷佳   クラブのア トラクシ ョンが会場

ら杉崎完夫武蔵野稲 門会長 の司  恵氏、サ ックス浦上典彦氏、曲  を盛 り上 げた。土屋市長 が場 を

会 で三多摩連合大会総会 に入 つ  目 「子犬の ワル ツ」、「シネマパ  湧 か し、来期三多摩稲 門会幹事

た。大学側 出席者紹介、 中嶋宏   ラダイス」な ど)。         予定の狛江、府 中のあい さう、校

校友会代表幹事、土屋正忠武蔵    懇親会 は吉野良助三鷹稲 門会  歌斉唱の後散会 した。 (り |1崎記 )

〈出席者〉
〔来賓〕(大学)奥 島孝康総長、中嶋宏校友会代表幹事、国元周策校友会事務局長、花尾能成総長室秘書課長、山本浩校友

会事務局、(NTTサ ービスインテグレーション基盤研究所)花澤隆所長、(横河電機)三奈木輝良常務、福永雄二本部長、

(武蔵野市役所)土屋正忠市長、古田土一雄収入役、木村日出夫市スポーツセンター理事長、(昭島)内 田順也会長、梅田
正宏副会長、福田武代表幹事、西野文昭幹事t(あ きる野)赤見市郎会長、小野三馬副会長、芳野新顧間、坂井伸夫幹事、

松岡郁夫幹事、市川光夫事務局長、(稲城)河合一郎会長、放地一爾副会長、(青梅)田 辺時夫会長、福田任男副会長、

(清瀬)中 根正雄会長、荻谷雄彦副会長、木村倫延副会長、山本力也副会長、大畠薫事務局長、 (国 立)山崎邦彦副会長、

桜山隆一前会長、 (ノ Jヽ金井)齋藤英一会長、渡辺昭吉副会長、小杉山趙子副会長、林茂夫副会長、深澤好友副会長、臼井

得二会計幹事、大久保勝則幹事、細貝達洋、(国 分寺)若月啓功副会長t藤田豊副会長、黒川清知副会長、山賀理幹事長、

(小平)西村弘会長、石井道爾幹事、近藤幸夫幹事、増田峰夫幹事、 (狛 江)市原進名誉会長、宮澤晃平会長、丸田明彦副

会長、町田民夫副会長、関根勝爾幹事長、山田和貝J幹事、 (立川)大岩泰世顧間、鴛海量良会長、高橋芳樹副会長、志村

順子副会長、佐竹茂市郎業務幹事、亀井裕子業務幹事、錦織文良広報委員、 (多摩)新 田副会長、按田弘幹事長、前田光

治幹事、湯浅芳衛幹事、福田宏会計担当幹事、(調布)笠原昌夫会長、元本勇副会長、河野瑠美副会長、香山弘之副会長、

大谷暁幹事、 (西東京)中井弘会長、平野豊副会長、小池助男副会長、金児利行会長((八王子)右 田たすく会長、松井透

副会長、山田司郎理事、酒井隆紀理事、松坂嘉男理事、(東久留米)高橋勤会長、菱山房子副会長、比護喜一郎副会長、

松崎博幹事、市川英雄副会長、(東村山)大西幸夫会長、小亀輝雄副会長、山下邦康副会長、井垣和太事務局長、塩見之
一幹事、野田数、堀田秀夫、 (日 野)森 田治夫会長、嶋田富次副会長、木村二郎副会長、窪井勝典事務局、 (福生)石井好

男会長、森田雅幸副会長、笹原英樹幹事、町田朝夫幹事、鹿島明雄会員、 (府 中)福永寿巳夫会長、小室修一副会長、新

谷義克副会長、小沢俊夫副会長、福井衛事務局長、加藤俊一常任理事、鈴木正明

常任理事、中村圭吾幹事、西村弘美、花岡ちとせ、小林茂樹、 (町 田)土方周利会

長、武藤伸夫幹事長、原鳴正三幹事、渋谷重和幹事、後藤浩士幹事

〔会員〕
(武蔵野稲門会)
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秋本 澄子  秋本 光雄

沖島 祥介  小美濃 隆

上条 節夫  小此木俊男

坂井 正美  酒井 富雄

千田 景三  高木英治郎

千葉 昌信  辻本 謙市

中島 未明  中村 幸子

福原  弘  星田  正

水野  学  三野  寛

渡辺 吉章  渡辺 礼子

平井 正孝  山下 倫下

井上 俊雄  田中 久雄

(三鷹稲門会 )

森本とおる

伊藤  昌

大関 友司

飯塚 友子

兼重

永塚

岡田

佐藤

早

弘毅

行雄

能丸

秋山  陽

角田 正三

古賀 惇子

佐川 素子

立川  勲

寺尾 昌美

中山  翼

堀  裕一

山内  巌

川崎 大八

中野 哲夫

柳沢 幸夫

布施 雅男

青柳 靖元

早崎 勝弘

松井  実

我孫子二郎

梶塚  謙

小坂 智信

佐藤 孝一

田中 康弘

寺田 昌弘

西宮  勲

前田 信昭

山中 健嗣

小坂  強

川村 篤史

重松 和雄

小林 正行

河瀬 謙一

横溝  彰

吉野 良助

市川  毅

勝倉 啓仁

五所 愛子

杉崎 完夫

谷 あつし

轟  常弥

根岸 俊吉

町田  顕

山本富士雄

滝本 尚男

根本 洋子

高橋  清

近藤 道―

柏木 淳男

小室 健吉

江口 恵賀

勝沼 修二

三枝  武

瀬尾 雅之

千田浩一郎

富永 澄男

北橋 捷之

松前  仰

米沢 卓志

谷内 隆衛

中村  誠

市川 一宏

平   久

吉野 和之

0000
去年の総会は三多摩連合会 も兼ねて奥島総長σ)講演で盛会で

した。今年は、地元の前進座座長中村梅之助 さ入ノをお招きして

9月 6日 (土 )に なります。例年よりlヵ 月早い総会に合わせて
瞬織工
ＦＡＸ

第
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ご意見募集

会 長 会

会報 を発行 しました。 (川 崎記 ) 0422(21)9976


