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早稲田の社、エックステンションセンターに参加して

会長

創立から26年を迎えるエックス

テンションセンターは 5万人ともい

われる受講者 0修了者を抱え 1500
講座が存在し、学生 0社会人・主婦

等のあらゆる年:齢層の人々が早稲田

校と八丁堀校とのどちらかを選択し

て学習に励んでいる。1998年 より

受講を始め 9年に及ぶ小生だが、受
講内容は英語分野でありここ 1年ロ

シヤ語も併せ学んでいる。語学部門
の講師は陽気で親しみ易いネイティ
ヴが大半。何んといっても目立った

〈懇親会〉

会場 :吉祥寺東急イン

轟 常 禰 (昭 30・法)

現象は中高年の女性が極めて多く華
やぎを感じさせる。この点は巷のカ

ルチャー教室と似ているであろう。
クラスメイ トとしての親睦と交友の

場が生じ学習内容と相乗効果で新し
い世界が沸き起ってくるようだ。時
には最終回の懇親パーティーも楽し

みの一つであろう。年齢を忘れて“学
び"を通した無限の可能性が拡がっ

ている。単調な慣れきつた人生から
一つの分野に打込んで進歩してゆく

自分に気付くのは、この学びの道に

大いなる喜びを感 じ、又生甲斐を

も感じる。エックステンションセン

ターの未来は明るく、文字通り拡充
しているだろう事を望む今日此頃で

ある。

創立 125周年

6月 9日 (土)〈総 会〉 午後 4時～

講師:梅津光夫先生 (理工学術院教授・工学博士・医学博士)

『 医学部のない早稲 田が医療 に挑戦する

……河 田町新キャンパス発展 に向けて』

出演=ジ ョージじょんがら(津軽三味線)

1万 円 (会費=2000円  懇親会費=8000円 )

|「新年会の‖催」

1開盾灘 3亀
1月 26日

“

け に新年会を

‐
総会では、大先輩の方々は顔見知りも多

く、それなりに会話も出来ますが、新人の方

ぐらいの収容能力で、新人、総会出席者を
中心に 120名 ぐらいの方々に案内を流した
しだいです。幹事サイドとして 30名程度
かとも考えたのですが 40名強の方にお集
まりいただき、さながらミニ総会の感があ
りました。
飲み物はワインを中心に和やかな雰囲気

で行なわれました。

総会と違って各人の方にそれぞれ 2分
程度の自己紹介をしていただき、気楽に
行なわせていただきました。市長さん、
議員さんも参加していただきましたが、
それぞれあくまでも稲門会の一員として
参カロいただきました。

母校早稲田のスポーツの話題や今現状
のお話、更には昔の自慢話などの紹介な
どで盛り上がり “あっと"いう間に 2時間
が過ぎました。

最後に全員で「都の西北」を歌い、散
開しました。

少しは皆様の親睦が図られたのではと
感じるしだいです。次回も総会、納涼会、
新年会そして各部会に積極的に参加して
いただければありがたいことと思います。
皆様 ありがとうございました。
武蔵野稲門会 代表幹事

山 内 巌 (昭430理工)

学祖大限重信公にちなみ早稲田大学創立 125周年記念行事の一環として行われます。

すでに、大限公ゆかりの地、長崎を 2月 18日 (日 )に出発しており長崎街道→山陽道→中山道を経由し、5月 12日 (土)

に大隈講堂にゴールインする予定です。        連絡 中山 翠 (昭 590文)0422-23-5657

皆様の入会歓迎。

(1)ゴルフ同好会
,中 島祥介  0422(52)0680

(2)囲碁
寺田昌弘 03(3928)8710

(3)早稲田を応援する会
庄司駿- 0422(54)3858

(4)旅行部会
rlヽ :走濃隆  0422(43)4019
轟  常弥  0422(54)3122

(5)病院、結婚情報
谷内隆衛 0422(79)2858

(6)ク ラシック音楽同好会
山本富士雄0422(21)3950

(7)俳旬の会
中村幸子 0422(21)7537

(8)カ ラオケ同好会
山内 巌 0422(54)1475
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「りF句王国」に参加
中 ホ寸幸 子 (昭39・教育)

NHK BS番 組「俳句王国」に過日 (二月十日)初
めて参加した。愛媛県松山市は子規、虚子の出身地で

あり、漱石にも縁ある地、俳句に力を入れている。こ

の番組も松山放送局より毎週土曜日午前十一時から約
一時間の放映である。

出演予定日の一ケ月程前打診の電話を頂く。兼題「蜆」
と自由句一句、計二句の出句であった。
「蜆」は昔から馴染みの食物なのに、近頃はすっか

り疎くなっている。早速魚屋に行き、蜆を買いながら、

改めておいしい食べ方、名産地等を尋ねる。関東近辺
では涸沼川及び涸沼湖と言う。これを機会に ドライブ

がてら涸沼に出かけてみる。
一月半ば寒風の中一人または二人乗 りの小舟で長い

柄のついた金属製の網で川底を掘 り掻いている。近年

不漁続きで、組合員に限り午前中三時間だけの漁が許

可されているそうだ。こうした専門の漁師にさえ一掬

稲門会員の交流への呼びかけ一同好会―

新人 お待 ち して ます
い な ご会  三枝  武 (昭290政)

むかし、幼時より叡山で修行を積んだ高僧がおりました。
八十歳すぎ命旦夕に迫ったとき、甥に「碁盤を持て来」と

命じ弟子たちに助け起こされて坐り直すや驚く甥に「一番
打つか」と。

ところがものの十数手で「もうよかろ」と止めにしたそ
うで、「なぜ今頃、碁を?」 といぶかる甥に、大僧正は「小
坊主のころ人が碁を楽しんでいるのをみてて、ひまになっ
たらぜひやってみたかったのじゃ。これで心置きなく往生
できる」と宣ったとのこと。
今昔物語にある話だそうですが、勝負の核心にも触れぬ

うちに碁の醍醐味に達するなぞ高僧たるゆえんなのか、あ
るいは囲碁の魅力の一端を示したお話なのでしようか。

ところで今年、いわゆる団塊世代の先陣の退役が始まる
とか、時間のゆとりができましたところでぜひ当会へご参
カロください。

いままで職場の昼休みの一分勝負をこなして来られた

方々はもちろん、未経験者も大歓迎です。還暦すぎから
でも決して遅くはありません。大僧正の歳まで充分ですも
の。当会は初心者懇切指導をモットオにしておりますので、
どうぞお気軽に交友を広め言い慣わされたことですが脳の

活性化を図りましょう。
例会は毎月原則 2回火曜日午後、中央コミセン中町集

会所 (三鷹駅北口徒歩 6分)です。
お申し込みは随時、下記まで。
《電話》03(3928)8710 寺田 昌弘 〈当会々 長〉

平野杯争奪 ゴル フコンペ  坂 井 正 美 (昭600商 )

武蔵野稲門会では、春と秋の年 2回ゴルフコンペを開

催しております。春は、小金井稲門会を 1組招待し、平日に。

秋は、休日に開催。昨年 10月 15日 (日 )には、小美濃
さんのご好意により津久丼湖ゴルフクラブにて第 17回の
ゴルフコンペをおこないました。総勢 19名が参加。秋の

好日のもと、老壮男女、ご夫婦の参加あり、和気あいあい

のムードのまま、吉祥寺のカヤシマで表彰式。(カヤシマは、

稲門会の佐藤さんのお店です。第一ホテル前にあります。)

表彰式では、ハンディキャップの改定もアフターゴルフの

楽しみ。入賞者は、ハンディ減となりますが、“もう少し
ハンディがほしい"“このハンディでは、入賞もできない"

――といったオフィシャルではありえないやりとりを経て、
ハンディを決定。メンバーシップとフェアプレーの醸成も
はかっております。

して五粒採れればよいほうと言う。街道沿いの店も「蜆

不漁のため本日ありません」の札が目立つ。この時期

は「寒蜆」なので余計尊い。

不漁言ひ合うて過ぎゆく蜆舟

蜆取舟より長き竿を掻き

砂吐き尽くす漆黒の寒蜆

締め切りぎりぎりに次の二句を投句。

「さざなみの湖心へ吹かる蜆汁」(兼題)

「鳶晴いて薄氷にある風のあと」 (自 由句)

当日はリハーサルの後、放映十分前に鍵和田禾由子主

宰、ゲス ト、司会者等九名全員着席。司会者を除く八

名の句が始めて手元に配られ選句。メンバーは全国的
で句柄もそれぞれである。心配していた通 り選句が難
しい。「あと三十秒です」の声にはっと我に返る。司会

者とアシスタントとのお力で皆寛ぎ和やかな約一時間
の句会であった。またとない良い機会を与えて頂いた
ことに心より感謝している。

俳句を語りたい方、御連絡をおまちします。

ク ラシ ック音楽 を楽 しむ会

山本 富士雄 (昭340理工)

一昨年 3月 東京有楽町の国際ホール Aで、世界自由

職業人アマチュアクラシック音楽コンクールが開かれ

た。私は建築家仲間の推薦により、簡単な予備コンクー

ルで日本代表となり、世界 21カ 国 21組の本選に出場
した。最後から2番 目の出演だった。持ち時間は一人
10分、私はオペラアリア 3曲 (ドニゼッティの愛の妙

薬から「人知れぬ涙」、モーツアル トの魔笛から「何と
いう美しい絵姿」、ベルディのリゴレットから「星は光

りぬ」を歌った。私も演奏は破綻なく出来たのでそれ

なりの自信はあったが、入賞など考えていなかったの

で普段着に着替えて審査の発表を待った。

発表直前になんと私が第一位グランプリと聞き耳を

疑った。何を話そうかと考えるまもなく、あわててま

たモーニング姿に着替え舞台の袖へ駆けつけた。出る

直前に英語で挨拶をしろといわれてまたあわてた。何
を話したか良く覚えていないが、とにかく3分 ぐらい

挨拶をした。自分は幸運であった、4ケ 月もの間選曲
から歌唱テクニックを熱心に指導して下さった声楽の

先生の弓田真理子さん (二期会のオペラ歌手、本年 2

月皇居 (桃華楽堂)で御前演奏)と伴奏ピアニスト (建

築家の友人)に深く感謝する、会場の日本人の大きな

声援に厚 く感謝すると言うことをとにかく英語で話し

たように思う。
70歳を過ぎてとにかくワール ドチャンピオンになれ

たのはただひたすら続けてきたからであると思う。聯迷

続こそが才能である」と深 く思っている。この次は建

築家として国際競技設計で一位 (国 内のコンペティショ

ンでは 2位になった事がある)になりたいとひたすら

精進を続けている。

東京カレッジ法律事務所

弁護士 福  原 弘
(昭和44年法学部卒。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
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ラグビーとの出会い

池 田 俊 雄 鯛 54・理工)

“早稲田大学ラグビーフアン"は数多くいる。上井草
のグランドに行くとそれがよくわかる。実は私も今、“早
稲田ラグビー"に注目している一人である。

大学入学当初、野球を楽 しんでいた私にとって、早
稲田のスポーツといえば、『六大学野球』 (特に早慶戦)

であった。そんな私が早稲田ラグビーに初めて触れた
のは、大学 2年 (昭和 52年 )の 1月 、晴天の国立競
技場で行われた日本選手権 (対新日鉄釜石戦)の試合
であった。このシーズン (豊山組)は対抗戦で全勝優
勝 (7連覇)。 その後の大学選手権でも宿敵明治大学を

破 り、2年ぶりに大学日本一に返り咲いた年であった。
まさに早稲田ラグビー黄金時代の絶頂期といえる時代
である。初めてラグビーを見た私は当然、ルールも解
らず、ただ得点だけを気にしながら観戦していた一人
の学生でしかなかった。
翌年、ラグビー好きの悪友に誘われ、シーズン当初

から秩父宮に試合を見に行き、それもバックスタンド
の最前列で観戦することが多かった。選手たちのプレー

を目の前で見られるのは、国立競技場では味わえない

秩父宮ならではの特徴である。ぜひ一度、秩父宮のバッ
クスタンドでの観戦をお勧めする。選手を近 くで見て
いると、生身の体と体がぶつかり合う “音"は圧巻で

ある。いろいろなスポーツはあるが、“こんな音"はな
かなか聞けるものではない。この “ガツ～ン"と いう
音に身の毛が弥立つ思いを感じたのであった。これが
ラグビーに踏み入る一つのきっかけになったのである。
社会人になっても、時間が許す限り試合はよく見に

行っていた。
昭和 62年、この年 (永 田組)は対抗戦当初から苦

戦を強いられ、序盤の筑波大学戦では 3対 0の僅差で
やつと勝利するなど、なかなかペースを掴められず、
苦しんで戦っていたシーズンであった。実績のある選
手が多く出場しているわけでもなく、フォワー ドが充
実してきたとはいえ、明治大の大型フォワー ドと比べ

てみても、ひとまわりも小柄なチームであった。しかし、
このチームは試合を重ねるごとに着実に力をつけ、結
果は対抗戦全勝優勝 (5年ぶり)、 大学選手権でも同大
を破 り大学日本一に輝いた。さらに、日本選手権では

東芝府中を僅差で破 り、久々に学生がラグビー日本一

まで昇りつめたのである。
この時、『一人の選手が 15人いるチーム』と『15人

の選手が一つにまとまったチーム』との差を実感した
のであった。つまり、“ラグビーは強い者だけでは勝て
ない"ス ポーツなのだ。チームが一丸となって、自分
たちの強み (戦略)を理解した上でプレー (戦術)す
ることが常に要求される。これは “企業活動 と同じ"

であると実感した。会社もビジョン形成から施策を展
開し、達成に向けた課題を解決していく。早稲田ラグ
ビーも 15人 のプレーヤーだけではなく、部員全員が
チームの方向性を意識しながら戦う姿にのめり込んで
いったのである。この時期から、試合の観戦も最前列

不動産の売買・賃貸・管理・リフォーム

都知事免許(11)23754

株式会社 /7J_
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-H-22
(中央線「武蔵境駅」北日本町通リアコービル lF)
丁EL 0422-51-3050 FAX 0422-51-3057

ではなく、全体を見渡せる場所へと変わうていった。

早稲田も強いシーズンばかりではない。八十数年の

歴史の中には苦しい年もあった。それを幾度となく部
員全員で、難局を乗 り越えてきたのである。今年もい

ろいろな課題を多く抱えているシーズンではあるが、
学生たちは必死に克服しようと努力している。武蔵野
稲門会の方々も陰ながら応援していただければ幸いで

ある。よろしくお願いします。

早稲 田を応援 す る会  庄 司 駿 一 (昭36・政経)

昨年から今年にかけてラグビー、サッカー、野球を応援
しました。ラグビーでは 6月 に関東学院大 (秩父宮)、 9

月に対 Oxford、 対抗戦で 12月 明治大、1月 大学選手権
の関東学院大、野球は秋の対慶應大、サッカーは 1月 の

大学選手権対駒沢大を応援しました。

部会参加応援者

秋本光男、秋本澄

子、小美濃隆、庄

司駿一、谷内隆衛

夫妻、上条節夫、

荒川悌二、沖島祥

介、山内巌、町田顕、

池田俊雄、中山翠、

川崎大八

平野杯ゴルフ部会の参加プレーヤー

食事とお酒
カヤシマ

佐 藤 孝 一 (昭和56年商学部卒)

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町 1… 10-9

吉祥寺第一ホテル前
丁e1 0422-21-6461

http:〃www.e― kayashimaecom
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校友の皆さま

広告のお願 い

地元 に名医がいる 谷 内 隆 衛 (昭330法 )

“15番あたりでへたりこむようになった"と いうゴルフ

好きの親友の話を聞いたのは去年の 6月頃だった。
半年前のバリューム検査でも問題なしと云われたとの

ことだったが “おかしいぞ、すぐ胃カメラをやってみろ"

と忠告、7月 に胃の手術をしたものの、他にも転移してい

て手遅れで結局今年 3月 に亡くなって了った。
○村田胃腸クリニック 南町 1-11-12 0422-76-7747

親友に忠告した折、ひとつ自分もと軽い気持で市内の

主治医 (次号)の紹介で受診したのが村田先生である。
細胞検査に廻しますとのことでその結果を聞きに行き

“先生、ポリープでもありましたか"に“いいえ悪J陛なもの(ガ

ン)です"と の答、ガンには絶対ならないという妙な自信
を持っていた丈にびっくり仰天。

半信半疑でセカンド、サード他のオピニオンを高校同
期の医師たちに求めたところいずれも同じ所見。

“このだヽさいのをよく見つけてくれたね"と云われた。
早速、村田先生の紹介でこれも近くの大学病院の名医

による内視鏡的切除を行い 6日間の入院ですんだものの、
必ず転移するからと半年毎の検査励行を申し渡された。

同期の医師達の結論はバリュームでは発見出来ないも
のがあるが、症状によっては胃カメラ丈に頼るのも問題が

あるのでバリューム検査に最低 2年に 1回の胃カメラを

併用することがベターとのこと。
かつて胃カメラで難儀された方が多いと思いますが、

医学の進歩で全く苦痛なくアットいう間に終って了うの

で、皆さん是非受診をおすすめします。
(註)前号御紹介の秀島病院は吉祥寺南病院と名称が変

り院長は榊原先生 (同)が就任しました。

1      情 ガタ部会      !
カラオケ部会は 2ケ月に 1回のペースで活動してこの 3

月 28日 (水)ではや 5回目となりました。武蔵境駅前の

アコーでアルコールやつまみを持ち込んで午後 6時頃か

ら楽しみました。カラオケ設備は曲が豊富で音質も優れて

いるのでとても贅沢な気分になります。ご参加ください。

山 内 巌 (昭 43・理工)TEL o FAX 0422… 54-1475
参加者 山内巌 小此木俊雄 川崎大八 須田晃也

高橋清 勝沼修二 轟常弥 荒川悌三 中島末明

木島・堀法律事務所

弁護士 堀  裕 一

事務所 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― mail hori@kJima―hOri-laWocom

平成20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 口座番号:00151-8-190961

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(54)3122)ま でお申し出下さい。

「ラ
ン
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三     ポ 花 見     |
松 下 玲 子 (平 16・経済研)

小雨降る 3月 25日 (日 )、 旅行部会主催のお花見会・懇

親会に参加しました。武蔵野市役所前に集合し、わずかに

咲き始めたばかりの桜を、参加メンバーで歩きながら見ま

した。暖冬とはいえ、寒い日が続いたせいか、満開の桜と

はなりませんでしたが、こぶしや黄色い可愛い花も咲き、

静かな街中を市役所からクリーンセンター、NTT武蔵野研

究開発センター、緑町パークタウンを通り、懇親会の会場「来

来」まで歩きながらのお花見を皆で楽しみました。

懇親会は、「来来」でビールや紹興酒を飲み、中華料理を

食べました。特に谷内さんお薦めの餃子は具のキャベツが

しゃきしゃきとして、とても美味しかったです。自己紹介で

は、トップバッターの町田顕さんから、顕 (あ きら)という

名前にまつわるエピソード紹介、以後皆さまそれぞれ自分の

名前の由来や読み方、愛称などなど、人に歴史あり、名前に

由来あり、皆の顔が桜色に染まる頃には親睦も深まり、楽し

い懇親会でした。

参加者18名 :市川、井上(敏 )、 井上(良 )、 小美濃、上条、川崎、

菅、庄司、千田、谷内、寺田、

轟、中島、日野、前田、町田、

松下、水野

(アイウエオ順)

総合建設業

新築・リフォーム・耐震補強

沖島工業株式会社

〒180-0006 東京都武蔵野市中町3-1-2

丁EL 0422-52,0909 httl:〃 WWWooに shima.⊂ Ojp

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

会報に限らず稲門会員へ

の連絡をよリスムースにす

るため努力して行きます。

川崎大八(昭 42・ 理工)

英語、韓国語、中国語、イタリア語、パソコンの最高の先生を揃えてます !

当スクールは90パーセント女性なので、男性の生徒さん、大歓迎です !

詳しくはHomePageで  http:〃 www1/parkcity.nejp/ais/

アメリカン ランゲージスクール久我山校

丼の頭線久我山駅サミットストア斜め前
丁EL FAX 03(3333)5440

mall:alskugayama@aolocom
日0月 定休 受付時間 午後2時～9時

騎口lbl潤豊T(昭48年第一文学部卒)


