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、
美漂隆鰯3哺
ひ と こ と 銭だ

納入下さいますようお願 い 申上げます。
去る 7月 8日 に開催 された商議員会で自丼総長が大学 の
若手管理職 を 「地域 コーディネー ター」 として各都道府県

本年 6月 11日 に開催 した総 会 では会員78名 、早稲 田大
学高木理事を は じめ近 隣稲 門会 の皆様 その他22名 の来賓

の進学校を中心 に PR活 動する ことを始めた ところ、かな
りの成果 があがつた、 とおっしゃってお りま したが、少子

の方 々を迎え盛会の うちに無事終 りましたことを御礼 申上
げます。
当会 も大学の応援活動は当然 のことですが校友の皆様 と

化を迎 え母校 もいろいろ手を打 っているらしい と云 うのが
印象的であ りました。
優秀な学生を確保する為には教育内容の充実・就職活動への

の交流 の環をますます拡げて参 りたい と存 じますので総会
へ のご出席、同好会 (囲 碁・ ゴルフ・ スポー ツ観戦・ 飲み

フォロー・教授陣の充実等と魅力ある施設が必要で、ここ数年
来、学生会館 08号館 0小 野梓記念会館 (ロ ースクールが使用)、
さらに商学部棟の改築 。大限講堂のリニューアル計画等が進め

会等)へ の ご参加をお待ち申上げてお ります。
また当会活動を尚一層活性化 してい くためにはその基盤
となる年会費が必要不可欠でございますので、 もしまだ今
年度分会費 (2,000円 )が おすみでないようで したら、 ご

平成 17年 12月 3日 (土 )場 所

られております ことは大変心強いことではあり、皆様とともに
大学の PR等 出来るだけのことをしていきた
さ
」鉗 漱:L
いと考えている昨今でございます。

武蔵野陸上競技場

親子 ラグ ビー 講 師 石塚武生 (早 大 OB)
早稲 田大学 対 明治大学 OB戦 往年の名選手多数参 加
懇親会

11時 30分

13:00
15:00

変貌す る母校早稲田‑2004倉 J立 12鋼 年一
◆ 2005年 4月
○新時代の会計スペ シャリス トを養成 (ア カウンティング 0ス クー
ル)。 監査業務 0コ ンサルタント業務 における人材ニーズが高まっ
ている今、会計・監査のプロフェッショナル として実践的かつ高
度な専門知識・ 能力と高潔な倫理観を備え、国際的な対応力を備
えた人材育成を目指す。
02006年 スター トの新公認会計士試験制度 に対応 したカリキュラ
ムで、応用 0実 務科 目群や会計分野以外 の科 目を豊富 に設置 し、
修了生は「会計・ 財務の分野に強いMBA」 として活躍可能。
◆ 2006年 4月 早稲 田大学に大学院 スポーツ科学研 究科 開設
○スポーツや体育 に関する深い専門的知識を備えた専門職者養成を
行 う。2003年 度に発足 したスポーツ科学部を基盤 とし、本学 とし
会言
十専 Fヨ 職 大 学 院 [定 員 :100名 ]

倉J立 125周 年
記念事業
進捗状況
峻工・着工予定
2001年 7月 竣工 新学生会館建設(地 下2階・地上H階 )
2005年 2月 竣工 B棟 (仮 称)建 設(地 下2階 0地 上12階 )
2006年 着工予定

・研究拠点棟建設
2006年 着工予定大久保キャンパス新教育
2007年 着工予定 C棟 (仮 称)建 設

ューマ ンアクテイビティ」を支援かつ「 グローバル環境」に調和す
る、空間・ 装置・ コ ミュニ ティ創 出技術及び循環 システム技術に関
す る実践 的教育 と先導的研究の「創造理 工 学部 0研 究科」 (ヒ ュー
マ ン・ 生活・ 環境)の 3つ に再編。
○学科を現在 の 13学 科か ら 16学 科 に再編 し、 2学 科「生命 医科学
科」、「表現 工学科」を新設 (計 18学 科 )
◆ 2007年 4月 第 一 文 学 部・ 第 二 文 学 部 の 再 編
○第 一文学部 (昼 間 :19専 修 )と 第 二文学部 (夜 間 :5専 修 )を 、「文
「文学部」 の 2つ に再編。
化構想学部」 と
○従来の学問の枠組み には とらわれない「文化構想学部」 は、文化構想
学科 (6論 系)で 新構想 の人文学を学ぶ昼夜開講制学部 [定 員 :860名 ]
○ 日本の人文研究・文化研究を リニ ドしてきた「文学部」は文学科 (17
コース)で 伝統 の人文学を学ぶ昼間学部 [定 員 :660名 ]

ては 18番 目の大学院となる。
○学校・社会教育指導者 の養成ほか、スポーツ科学の専門知識を 5
研究領域で習得 しながら、スポーツ・体育に関わる幅広い事業分野・
:
ビジネス界で有能な専門職者 として活躍する人材 の育成、また新
たなスポーツ環境づ くりを通 じ、生活の質の向上や望ま しいスポ 「ワセダギャラリー」
「インフオメーシ ョンスクエア」開設
ーツライフの形成に貢献できる人材の育成を目指す。
コース
と同様に、
大限講堂周辺正門前整備計画の一環 として、 2月 10日 にシンボル
○社会人の受け入れを主眼 とした修士課程 1年 制
。小野梓記念館を竣工 しました。大隈講堂 と小野梓記念館、
生のための
的な建物
留学生 についても、一般枠、社会人枠双方で外国人学
を歴史的景観ゾー ンと位置づけ、周辺商店街をも含 めて、
にならな
しく
旧図書館
の不足によって著
不利
入学試験を設け、日本語能力
この広場で様々な交流が行われる計画を進めています。
いよう￨こ 西
己
慮。
また、小野梓記念館 1階 に学内外 に早稲田大学の歴史 と未来を発
◆ 2007年 4月 理 工 学 部・ 研 究 科 の 再 編 (3分 割 )
信する新たな拠点 として「ワセダギャラリー」および「インフオメー
○ 自然科学を基礎 とし、先端科学技術の向上および学際的新領域の
ションスクエア」を開設。
創世を目指 した「先進理工学部・研究科」 (物 質・生命・システム)、
う
《開館時間》 ○授業期間 :月 〜± 10:00か ら 1630
科学技術 の基礎的な素養、創造的な新 しい科学技術の創出を担
。
・
「
0授 業休止期間 :月 〜金 10:00か ら 16:00
理
工学
報,数
機
(情
の育
を目的とする
研究科」
基幹理
部
人材
成
0電
*大
一
「ヒ
および年末年始・祝祭 日は休館。
る、
・
学の
斉休業期間
の価値に基づ
く
豊かさを創造す
多様な人間
材料
)ヽ
子
械

小野梓記念館 竣 工
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会員 の声

私 の 国際交流 ボラ ンテイア
寺田

昌弘 (昭 360理 工)

国際交流ボラ ンティアとは
私 は国際交流協会でボラ ンテイアを始めて 8年 になる。
東京都 には区 0市 各 々に、協会又は部署を有 し、ネッ トワ
ー クが完成 している。活動の始 ま りは、定年 を控えた前年
に、武蔵野市民文化会館で開催された、桐山洋子氏 (作 家)
の講演会 「暮 しの中のボランティア」や、スイ ングホール
で開催された「外国人による日本語 スピーチ大会」を聴いて、
世話好 きの私が感動 したからである。区報 0市 報 によると、
外国人 の在籍数 は人口の約 2%で ある。私 の団地 にも数世
帯居住されているし、理事会でご一緒 したこともあ った。
私は外国人の生活相談 と通訳の三分野 に登録 している。前
者はグルー プ活動で、後者は外国人 と研修は共にするが、現
場 では個人活動である。協会には他に、ホームスティの提供、

活動内容
外国人 の生活相談 では、住居・ 病 院 0仕 事探 し 0日 本語
学習・ 友達づ くりに関するものが多 く、来訪・ 電話 :FA
Xに よる問合せに情報提供 している。後 日、被相談者 と不
動産会社やハロー ワー クヘ 同行する場合 もある。
住居契約 に伴 う、保証人 0権 利金・敷金等の 日本の習慣を
説明 し、理解を得るのは難 しい。グループでは普段から、バ
ス路線図・ 災害時避難所地図 。病院 リス トを英訳 した り、 ご
み分別処理の数か国語訳を区・市から取寄せて広報 している。
通訳 では、国際交歓会か らの要請で、仲間数名 と一緒 に
出掛けた り、小学校 か らの要請で PTAク ラス会で 1人 で
出掛けた りしている。現在は医療関係や法律関係 の用語 も
勉強中です。
私のポランティア 5か 条
1。
自分 で出来ること、出来ないことを明確 に し、YES、
NOを はっき りする。
2。 仲間の 自己流を相互に尊重 し合い、その中で何 らかの

日本語指導、翻訳、機関紙発行、日本文化紹介、むさしの F

3。

Mラ ジオで多言語 ニ ュースの提供活動がある。協会の教室や

4。

ラウンジは、国際色豊かで大変賑やかである。また、稲門会
の先輩方 も多数活動されておられるので、大変心強 く感 じる。

5。

支援をす る。
被相談者 の秘密を守る。
自分 が楽 しむ ことを忘れない。
被相談者 か ら学ばせて頂 くとい う気持で、 自分 の成長
を図る。

新会員の皆様
深沢

敬明

(昭 300政 経)

武蔵野稲門会 の諸兄姉 の皆様 こんにちは。 このたび谷内
隆衛氏 よ り熱心 なお誘いをいただき入会 しました。

もの (我 々の若 き日々の品々)が 撮影 され てお ります。最
終の感動 の夕日の美 しさ一 ごらんいただければ幸です。
(現 在、日本イベ ントプロデュース協会

大学時代 は大隈庭園内の学食 の三 階 にあ りました放送研
究会 と広告研究会の間の映画研究会 に入部、本業の政経 の

0理 事 0教 育人材委員長)

馬渕

悠二

(昭 39・

商)

政治 の方は常 に下よ り何番 目の成績 で した。卒業後、 日本
テ レビ放送網 に入社、40年 間 のアナ ロ グ映像 で育 つたテ
レビ屋です。定年後 日本テ レビの福祉事業全般 の事務局長

武蔵野市 に転居 してきてか らもう20数 年 にな りますが、
今 回初 めて友人 に誘われて稲 門会 に出席 させ ていただき

として、南太平洋眼科診療や手話教室・ 盲人図書館関係 そ
して「24時 間チャリティー委員」 を勤めさせていただき

「清 く、
貧 しく、
退職 してそろそろ 4年 ほどにな りますが、
美 しく」をモ ッ トー に毎 日をエンジ ョイ してお ります。中

昨年終了。武蔵野市民 として 50年 近 く住 んでいるので市
のために何 かお返 しを と現在先 の谷内氏 と共に環境美化推
進委員や家庭子 ども課の臨時職員 (四 小)、 商工 会議所 の

野球 の早慶戦、
でも早稲田時代 の友達 との ゴル フや飲み会、
ラグビーの早明戦観戦等 は、私 にとって生き甲斐 とも言 え

市物価調査連絡員な どお手伝 してお ります。今後共 い ろい
ろとご指導下さい。
(PRを 一言)こ の原稿をのせ ていただける頃に日本映画「オ

建築設計・監理 株 式会社 山本富士雄設計事務所
代表取締役 一級建築士 インテ リアプランナー

山

本

富 士雄

(昭 和 34年 第 一 理工学部建築学科卒業 )
〒180‑ 東京都武蔵野市吉祥寺本町 2‑33‑5 平丼 ビル 207

0004

TEL 0422‑21‑3950 FAX 0422‑21‑3883

MAIL archlect@■ yamatticom LIRL http:件 ymattLcom
夏涼 し く、冬 暖 か く、安
籠嘉蕩蒙訂望 しぃ 建 築 を作 ります
E―

るほどの楽 しみです。特に ここ数年負け知 らずのラグ ビー
の決勝戦 には、毎 回 20〜 30名 の級友たち と応援 に出掛
けてお ります。
私 の家系、 とい うほ ど大げさな ものではあ りませんが、
早稲田大学 との付 き合いは非常に深 く、私 の父、私、それ
父は昭和 6年 、
と私の息子の 3代 が揃って商学部の出身です。

弁護 士

福

原

弘辮

ール ウェイズ」 (東 宝)が 上映される と思 います。昭和 30
年頃の東京 の隅 々、特 に高田馬場 の風景や当時の小 もの大

ました。

(昭 和 44年 法

東京弁護士会所属)
。

〒 105‑0001

東京都 港 区虎 ノ門 1丁 目 13番 4号
虎 ノ門宝寿 会館 2階
東京 カ レッジ法律事務所

TEL 03(3597)5755
FAX 03(3597)5770
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私 は昭和 39年 、息子は平成 13年 にそれぞれ卒業 いた し
ました。 3代 続けば江戸 つ子だといいますが、早稲田 っ子

機関車が黒色 の乗降口乗客 開閉型客車を牽引 し比較的短
い線路 のつなぎ目を通る音が「タタ、タタ、 タタン」 とリ

といっても良いのではと思 ってお ります。息子 が入学 した
ときには、父はすでに他界 してお りま したが、存命な らき

ズ ミカルに心地良 く耳に入 ってきました。 トンネルに入る
たびに「キュー」 と汽笛を鳴 らし、誇 らしげに走 っていま

っと大喜び して くれた ことと思 います。そんなわけで残念
なが ら校友会名簿にも 3人 揃 って載る ことはあ りませんで

した。確か、高尾駅 (昔 は浅川 とい う駅名であった)か ら
先 は単線 で、甲府か ら先は蒸気機関車 で韮崎まで行 ったも

した。 しか し叶 うことなら早 く息子が独身生活 に見切 りを

のです。今 の吉祥寺駅、町並みは想像 もつかないほ どの変
わ りようであ り、 自分 自身 も還暦プラス 1年 になろうとし

つけて、孫 の名前 と 3人 連名で載れたらと願 ってお ります。

古屋

正宏

(昭 45・

理工)

小学校 2年 生か ら、武蔵野 4小 、武蔵野 3中 、早稲 田
大学高等学院、早大理工学部、同大学院 (機 械)修 士修了
後、石川島播磨重工業航空 エンジン設計 を皮切 りにガスタ
ー ビン発電プラ ン トの基本 0詳 細設計、チー フエンジエ ア、

ている現在 か ら振 り返 って見た時、長 いよ うな、ほんの一
瞬だ ったような、ああ人生ってこうい うものなのか、チ ョ
ッピリしんみ りとしなが ら思 うこのごろです。いままでの
振 り返 りは この程度 に しておきましょう。
本年 1月 よ り自宅に技術士事務所 (機 械部門 0総 合技術
監理部門)を 置いて、さて、いかなる事業をやるべ きか種々

プ ロジェ ク トマネージ ャー を経て、昨年 12月 を以 つて定

思 い巡 らせてお りましたが、京都議定書 の発効が近 々ある
こと、さらに地球温暖化防止を含めた環境関連事業な らば

年退職、本年初頭 よ り自宅に技術士事務所を開業、途中 8
年間のアメ リカ駐在を除いて以来ず― っと 52年 間、吉祥

少 しは人類 0自 然保護 のために役 に立つのではないか と考
え、方向性だけは決めたのですが。そ うこうしている うち

寺東町に住 んでお ります。
52年 前 の吉祥寺駅 はもちろん高架ではな く、木造 の地

に、さる会社 よりお声がかか り、即、飛びついて しまい定
年後 の事業計画策定検討期間 は 1ケ 月で一 時休止状態 と

上設置駅舎で駅前周辺道路をは じめほ とん どが未舗装、東
町 の法政下高野球 グラ ン ドの前の小道 を毎朝馬 に引かれ

なって しまい、長年のサラリーマ ン生活 に慣れきった体質
か ら脱却できずに居る状態です。い くつ まで生きるか どう

た汚わいや車が 2連 (3連 で

かわか りませんが、毎 日食べ ていかな くてはな らず、夢 と
希望 と現実 の狭間に迷 いなが ら、 どうせ生きるのな ら、少

ポチャポチャ、ダボダボ"

音をたてなが ら往来 していました。近辺は空き地 が沢山あ
り、ちゃんば らごっこ、缶け り、か くれんぼ、善福寺池 で
のザ リガニ とり等に興 じていました。夏 の終わる夕方 には
カナカナゼ ミの合唱でもの悲 しいにぎやかさがあ り、また
秋 になる と空 き地 にある大 きな栗 の本 に味がす こぶる良
い小栗が沢山採 れ、如でて腹いっぱい食べ たもので した。
汽車が好きだ ったので、駅 によ く見 にいきました。当時
の電車はチ ョコ レー ト色でモー ター音 がかな り大き く、力
強さを感 じていました。まだ進駐軍が居た ころで、彼 らの
移動 にはち ょっと綺麗な、お召 し列車みたいな車両 が使わ
れてお りす ぐに識別がつ きました。母 の実家が韮崎にあっ
たので、中央線の準急行列車でよ く一緒 に連れて行かれま
した。やは リチ ョコ レー ト色の、当時 としては最新鋭電気

山本富士雄 さん (昭 34・ 理工 )か らのお知 らせ

12月 3日 (土 )チ ャリティー コンサ ー ト
(武 蔵 野 公会 堂 PM2:00 入 場料 2,000円
)

(山 本富士雄さんが世界アマチュアクラシツクコンサー トで優勝)

お問合せは0422‑21‑3950(FAX 0422‑21‑3883)

不動 産 の売 買・賃 貸・管理・ リフ ォー ム
都知事免許 (10)23754

株式会社 /7J̲
代表取締役 滝 本

尚 男
(昭 和 38年 一法卒)

〒 180‑0022 東 京 都 武 蔵 野 市 境 2‑11‑22
「武蔵境駅」
北日本町通 リア コー ビル lF)
(中 央線
丁EL 0422‑51‑3050 FAX 0422‑51‑3057

しでも自分を高めたい、また、未来を見つめなが ら、楽 し
く生きてゆきたい と思 ってお ります。宜 しくお願 いいた し
ます。

同好会 への御案内
皆様 の入会歓迎。
(1)ゴ ル フ同好会 一沖島祥介 二 〇422(52)0680
初対面 の人 と親 しくな り、健康 と若 さを保 つ ゴル
フに参加 しませんか。
(2)囲 碁 一寺 田昌弘 ‑03(3928)8710
碁 の本を読 み始めたばか りの人か ら日本棋院六段
の実力者 まで月 2回 のペー スで。
(0早 稲田を応援する会 一庄司駿 一 ‑0422(54)3858
野球早慶戦 や ラグ ビー早明戦を神宮球場や国立競
技場 で観戦応援 しま しょう。
(4)旅 行部会 ―小美野 隆 ‑0422(21)9961
‑轟
常弥 ‑0422(22)3025
(5)本 人や家族 の便利な生活情報
病院、結婚、相続、財産運用 な どの情報承 ります。
谷内隆衛 0422(79)2858

富 永

澄

男
(昭 和 28年 政経学部卒 )

〒 180… 0003
東 京都 武蔵 野市 吉祥 寺 南 町 1‑17‑3

0422‑48‑4651

第 13号 (4)

平成 17(2005)年 12月 1日

武 蔵 野 稲 門会 報

交友 の皆 さま 里
広 告 の お願 い

平成 17年 度武蔵野稲 門会費2,000円 を下記郵便局振替 口座 へ お振込下 さい。
加入者名 :武 蔵野稲門会

会報で広告を扱 います。稲門会の会報 をぜひ御利用下 さい。
有志 の方は事務局

(FAX 0422(21)9976)ま でお 申し出下 さい。

一方、50歳 台 の時 に暇 にな った時 に
夫婦 で楽 しめ るスポー ツを と思 ってテ
ニ ス クラブに入 り、夢 中で した。「毎 日

おか しな入会 ご挨拶
人 は一 人 で は生 き られ な い
2005/f―

口座番号 :00151‑8‑190961

新入会員 落 合 秀 一 郎 幅 300理 工)

サラ リーマ ン生 活に別れを告げ、「毎
日が 日曜 日」になってから初めて、時の
過 ご し方 を色 々 と考 えたのは私 だけで
しょうか ? 本屋 には「定年後を どう過
すか ?」 なんてい うハ ウツー本 が色々と
並んでいます。私にとっては、む しろ今
までや りたい と思 っても、時間が無 く出
来なかった ことがた くさん有 るので、忙
しか ったサ ラ リー マ ン時代 には全 く無
関心で した。
と言 うのも、パ ソコン大好きな私 にと
って、今 まで撮 り貯めた写真の整理か ら
始めて、時には ビデオカメラ持参で旅行
し、パ ソコンでビデオ編集する。それに
は、月上 回の旅行は無理でも、撮 ってき

が 日曜 日」になっても 60歳 台末 までは
出来 る と思 ってい ま したが、思 いがけ
ず、ガ ンの胃切除手術に遭遇 してテニス
を中止せざるを得な くな りました。 しか
し、彼 らとは今でも、一緒 に旅行 した り、
パーティー した りが続 いています。
この違 いは、急には親 しい友人は作 り
難 く、時間を要すること、テニスクラブ
の場合 は共通 の話題 に事欠かな いか ら
で しょう。

たビデオ編集 には、5分 間の ビデオテー
プをバ ック音楽付 きで完成 させ るのに
ほぼ半 日も必要 とします。な どと、勝手
に考 えていたか らです。 しか し、 これ ら
はすべ て一人で楽 しむ趣味で、人 との交

も囲碁 を介 して色 々な方 と楽 しくお話
をさせて頂いています。此れか らの老後
を楽 しく過 ごす為 に、なるべ くボケに先

わ りが少ないのです。
確か、10年 くらい前、家 のそばに「け
やき コミュニティセンター」が出来た時

に行 って貰 うためにも、一 向に上達 しな
い 囲碁 ですが この趣味 は続 けてゆ きま
宜 しくお願 いいた します。
す。今後 とも、

に、隣近所 の主人達 と定年後 の時の準備
と して月 一 回で いいか ら集 まつて世 間

ご意見募集

話をする会を作 った事があ りま したが、
女性 と違い、世間話だけではこの会 も 2
〜 3回 で潰れて しまいました。

第 14号 以 降 の 編 集 の た め皆 さ まの
お知恵 をお寄せ下 さい。

FAX 0422‑21‑9976

00

稲門会今後 の予定
御参加下さい。
12月 3日 (土)早 明ラグ ビー OB戦

平成 18年
1月 新年会
春 大隈公
ゆか りの地を訪ねて
九州旅行

旅行部会 (旅 行・ハイキング・ウォーキング)を
担当 します。ご参加下さい。

広告 に協 力 して下 さった方 々のおかげで年 2回
会報 を発行 できま した。原稿 を引 き受けて下 さっ
た皆様 あ りが とうござい ま した。何 をや るに して
も仲間づ くりが基本 と思います。
川崎大八 (昭 420理 工)

木 島・堀 法 律 事 務 所

弁護

一

裕
=堀
東京都港 区西新橋 1丁 目 6番 15号
〒 105‑0003 西新橋 愛光 ビル 10階
電話 03(3500)5811

FAX 03(3502)8971
E―

早稲 田大学創立 125周 年記念事
業 募 金 に ご協 力 お願 い します。
お振込先
郵便局振替口座
加入者名 早稲田大学創立 125
周年記念事業募集口
口座番号 00140‑0‑177276
も しくは
加入者名 武蔵野稲門会
口座番号 00110‑7‑173626

幸い、私 には「万年 7級 」 と言われて
いた下手 な横好 きの囲碁 が有 る ことに
気が付 きました。なるべ く近 くで出来る
ように、 コ ミュニティセンターを活用す
ることか ら始めていました。そこに武蔵
野稲 門会 に 囲碁 の分会 が出来 る事 を知
り、お仲間に入れて頂きま した。
囲碁 のお陰で、今では月 に 4日 〜 5日

事務所

記念事業募金

mail:hori@kuima― hOri‑law,com

有 限会社

パ ー シ モ ン

休 動産管理)

小美濃
隆
TEL 0422‑43‑4019
FAX 0422‑43‑7969
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・
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ォー ム・耐震補強
新築

沖 島工業株式会社
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