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期 日 2008年 6月 7日 (土)16:00～ 18:00

会 場 東急イン

中央線 吉祥寺駅 南口 徒歩2分

第 1部 総会 (事業報告、決算報告)

講演「流線形シンドローム ー 身体と速度の表象分析」

原 克 (早稲田大学教育学部教授 )

1954年 長野県生まれ

現在、早稲田大学教育学部教授
神戸大学国際文化学部、立教大学
文学部を経て現職
2001～ 2002年 ベル リン 0フ ン

ボル ト大学客員教授

専門は表象文化論、 ドイツ文学

新 年 度 を 迎 え て (2008年 )武蔵野稲門会銀 轟 常禰蜘 30年欄

去年 (2007年 )10月 21日 、早大創

立 125周 年を迎えて非常に盛大な式典

と、諸々のイベントが催され、絶大な

興奮と支援のもとに挙行されたことは、

皆様の記憶に新しいものと思われます。

わが武蔵野稲門会を顧みますと、昭和 58年 (1983年 )

6月 設立以来四半世紀を経過し、組織の拡大を続けて参り

ました。この間会員数は徐々に殖えてきましたが、まだま

だ会員増強・組織の拡充を図っていかねばならないと考え

ております。一方早大校友会の歴史も、矢張り2010年に、

125周年を迎えます。当会もこれに協力し校友会組織の

拡大と大学への支援の強化を図つて参 りたいと思います。

一方、東京都 23区支部と共に東京都三多摩支部の強化充

実に当会も努めており、三多摩支部の中部ブロック (注 :

文末参考)の中核として確たる存在を示しており、引続き

第二の心の故郷を目指して今後の発展に期したいところ

です。なお本年 10月 26日 の稲門祭の主幹が三多摩支部

となっており、立川支部より実行委員長が選出され、実行

委員数人と共にこれを担う責任が生じ、全面的に参画し始

めております。引続き当会も更なる会員の拡大と組織強化

を目的に、充実した運営に励んで参りたいと思っておりま

す。この流れに沿って、皆様の絶大な御支援と御協力をた

まわりたく、お願い申し上げる次第です。

(注)早大校友会東京三多摩支部は組織の拡大により、2005年

より3ブロックに分かれ各々の運営活動を続けております。即ち

北部、中部、南部ブロックの3ブロックであり、因みに当会は中

部ブロックに属し、三鷹、小金井、国分寺、国立、立りlk昭島、

青梅と共に、これら

8稲門会で構成され

ております。

1月 25日午後 6時 30分より市内イタ

リアンレストラン 0リ ゴレットで総会を

除いては過去最多の 52名の参加を得て

開催した。

轟会長挨拶、井上元会長の乾杯に続き、

昨秋米寿を迎えられた秋山陽氏 (昭和 18

年商卒)にお祝いの花束を贈呈した。

秋山氏の 9月 卒業 0就職と同時に入営

という当時の厳しい世相を交えた挨拶に

会員一同耳を傾けた。

続いて中島末明氏の唐代の王維の詩で

知られるシルクロー ドの陽関探訪記を始

めとして、会員諸氏からの興味あるス

ピーチや各同好会からの活動状況報告に

続き、邑上市長の “市政に関係のないお

話"や、土屋代議士の校友福田総理にま

つわる裏話、松下玲子氏の落語、女性会

員の指名による山本富士夫氏の “千の風

になって"独唱など、昨年を上回

る盛り上がりぶりであった。

最後は中村誠氏のリー ドで高ら

かに校歌を斉唱、あっという間の

3時間で幕を開じた。(谷内隆衛記)

(参加者)秋 山 陽、秋本光雄 0澄子、

有藤正道、池田宏治、池田正行、池田俊雄、

井上俊雄、市川 毅、井上良一、牛込秀三、

小美濃隆、小川敏男、菅 伸子、勝沼修二、

上條節夫、神林 昇、勝倉啓二、栗原 裕、

小坂 強、小林和子、佐川素子、佐藤孝一、

庄司駿一、須田晃也、千田景三、高橋 清、

谷内隆衛、立川 勲、滝本尚男、土屋正忠、

寺田昌弘、轟 常爾、東出重幸、中島末明、

中山 翠、中野哲夫、中村 誠、根岸俊吉、

日野 克、深沢敬明、古屋正宏、星田 正、

前田信昭、町田 顕、松本 誠、松下玲子、

邑上守正、山下良二、山本富士夫、山下

倫一、山内 巌

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:00150-8-190961

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  常禰  0422(54)3122

(5)病院情報
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会費納入のお願い



第18号  (2) 武蔵野稲 門会報 平成20(2008)年 6月 1日

新会員自己紹介

武 蔵 野稲 門会 に入 会 して

山下  良二 (昭 350政経)

この度は、歴史と伝統のある武蔵野稲門会に入会をご

承認いただき誠にありがとうございました。
新入会員として簡単に自己紹介をさせていただきます。

出身地 : 愛知県大洲市
生年月日 :昭和 12年 9月 28日 (70歳 )

卒業年度 :昭和 35年 第一政治経済学部経済学科

職 歴 : 早川電機工業lal現 シャープla1 18年間勤

務後、家業の鋼材販売加工業に従事、昨

年古希 70歳を契機に引退
趣 味 : ゴルフ、ウォーキング、旅行、スポーツ観戦、

カラオケ等
昨年古希を迎えひとつの節目として、現役を引退した

のも永年の計画設計であった。そして「セカンドライフ」
を遠い東京の娘夫婦の家族と一緒に暮らすことも娘が結

婚したときからすでに決まっていました。
歳をとっても子供の世話にはなりたくない、親の面倒

はみたくないというのが現代社会の一般的な風潮のよう
ですが、私の場合も周りの人からは、いまどき親子二世

帯同居は珍しいと言う人もおれば羨ましいという人もお

り、さらに現役引退後都会から田舎へ移住するのが一般

的な考え方であるのに、今更何を好んであの喧騒の都会
へ行くのかと批判めいた言葉までいただいた。

何はともあれ、夫婦とも元気なうちにと思い、自分
の人生のセカンドステージを幸先良くスター トができ

るようにと年の初めからの出発と決め新年からこちら

での生活を始めた次第です。
田舎と違って近所付き合いの難しい都会での生活で

知己を得るには、私にとってもうとも身近な稲門会の

皆さんとお知 り合いになることが一番と考え入会させ

ていただきました。趣味の会同好会にも積極的に参加
させていただきたいと思います。
私が所属しておりました八幡浜稲門会や愛媛支部の

稲門会活動につきましては、紙面の関係で割愛させて
いただきます。

今後ともみなさまの末永いご厚誼とご指導を賜 りま

すようお願い致します。

よ ろ し くおね が い しま～ す

牛込  秀三 (昭 41・政経)

学園紛争の真っ只中、卒業試験も卒業式もないままに

昭和 41年に早稲田大学を卒業、65歳になった昨年、42

年間のサラリーマン生活をも無事に卒業いたしました。
そして生活基盤をこれまでの埃っぽい渋谷の街から、小・

中学生時代を過ごしたさわやかな空気の武蔵野市に移し、
のんびり生活をスタートさせることにしました。

その第一歩としまして先日武蔵野稲門会の集いに何

年かぶりに出席させていただきました。びっくりしま
したのは参加者の平均年齢の高さ、にもかかわらずそ
の飲みっぶり・食べっぶりの良さに示されるパワフル

さとエネルギッシュさに脱帽でした !

テニスをする体力も、かるた (百人一首)を とる気力
もなくなり、趣味があるようで何もないことに気づき、正

直なところ戸惑っております。その上、飲むことも歌うこ

とも打つことも振ることも苦手な私ですが、皆様のお仲

間に加えさせていただければ幸せです。

在勤会 員 とい うことで

中野  哲夫 (昭420法 )

住まいは八王子ですが、平成 15年 6月 に武蔵野市

役所を退職し、その後は市庁合の東側にある総合体育

館で仕事をしています。武蔵野稲門会にも「在勤」と
いうことで入会させていただきました。実は新入会員
ではなく、数年前の総会に出席したことがありますが、

以来ご無沙汰していました。今年の新年会に諸先輩に

声を掛けていただき、初めて出席しました。20～ 30
人位かなと思いましたが、行ってみてびっくり、その

倍以上の方々が集まり、会場は貸切 り状態でした6皆
さんの若さと明るさに圧倒されました。文字どおり歓
迎を受け、改めて会員となった気分でした。

さて、普段私は市民がスポーツを実践されるお手伝
いをしています。会員の皆さんも市の体育施設をご利

用下さい。
ラグビーのシーズンは終わりましたが、野球はこれ

からです。母校チームの活躍を願いつつ、私も何かし

てみたいと思います。ご指導よろしくお願いします。

稲 F]会が よ りどころになれ ば …

池 田 宏治 (昭 42・商)

今はどうなっているか知りませんが、昭和 42年当時

商学部は第二外国語による専門科目が必修で (私の場

合「ドイツ語経済学」)、 この期末試験の答案が出来ない、

時間が迫る、単位を落とせば卒業できず就職も吹っ飛
ぶ、田舎 (島根)の親に何と言おう。この悪夢に卒業

後しばらくの間はよくうなされました。夢から覚めて、

夢で本当に良かったという安堵…二 。早稲田へのほろ

苦い思い出です。
その後、金融 29年、商社 10年、保険代理店 2年

と勤め、このほどサラリーマン生活にピリオ ドを打ち

ました。大阪、札幌、盛岡、高知などを転勤して歩き、

武蔵野市 (吉祥寺本町 3丁 目)に住み着いたのは昭和
58年です6今まで地域とのお付き合いはほとんどなく、
これから稲門会がそのよりどころになればと思ってい

るところです。ゴルフ暦 38年、俳句 1年、赤提灯が

好きです。どうぞよろしくお願い致します。

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 http:〃 wwwookishima.⊂ ojp

霧鷺豪吉祥寺南病院 院長榊原常緑
救急指定病院 0422-45-2161

診療科目 脳神経外科 外科 胃腸科 内科
整形外科 リハビリテーション科
泌尿器科 (土のみ)人工透析

救急患者さんは 24時間受付けて居ります。

武蔵野稲門会報 14号に紹介記事あり

木 島・堀法律事務所

弁護士 堀  裕 一
(昭 55年法学部卒。第二東京弁護士会所属)

〒105-0003
東京都港区西新橋 1丁目6番 15号 西新橋愛光ビル 10階
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■平野杯ゴルフコンペに参加して
山内 巌 (昭 43・理工)

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。

今回、私は秋のコンペに参加しました。3度目で、場所

は「藤岡ゴルフ倶楽部」で、昨年の 11月 3日 (土)でし

た。いつもなら20名ぐらいですが、今回は11名と少なかっ

たようです。これが幸いしたのか優勝してしまった。ハン

デに恵まれたわけですが、皆様と和気あいあいで楽しいゴ

ルフ、その後は場所を「カヤシマ」に変えて表彰式と宴

会を行いました。(カヤシマは稲門会の佐藤さんのお店で、

第一ホテルの前にあります。)今回はすばらしい賞品をい

ただきましたが、ハンデが改定になり最初で最後の優勝で

しょう。

健康にそれ

に親睦にも良
いと思います。
「ゴルフ同好

会」の沖島幹

事長の方に参

加を申し込ん

でください。

■カラオケ部会

山内 巌 (昭430理工)

カラオケ部会は2ケ月に1回のペースで活動中です。
部員は 30名 ぐらいですが、常時 10名前後の方が参加

され、アットホーム的な雰囲気で歌いそして飲んでいます。

新しく参加される方も居られます。

場所は武蔵境駅前のアコーの地下で、機材一式をお借

りして行なっています。カラオケ設備は曲が豊富で音質も

優れているのでお得な気分になれます。歌の上手な方は

勿論ですが、勉強中の方も居られます6

飲み、食いも一人約 2千円程度その都度徴収し、ビール、

ワイン、酒、焼酎等とつまみを準備して行ないます。

活動は奇数月の後半に行ない午後 6時頃から行なって

ます。参加を希望される方は私の方に連絡下さい。

丁/F  0422(54)1475

■早稲田大学を応援する会

庄司 駿一(昭360政経)

早稲田を卒業された校友諸氏は誰しも、現役時代仕事

に、子育てにと、忙しく母校に思いをはせる時間はあまり

ない。現役を卒業しふと己に帰える瞬間母校に思いをい

たす。母校愛というほど大げさなものではないが、懐かし

さを感じる。何者にも拘束されない自由な時間を持てる様

不動産の売買 0賃貸・管理・リフォーム

都知事免許(11)23754

株式会社 ノ
アJ~

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
(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

になって、今まであまり係わりの無かった世界に目が届く

ようになり、母校に強い関心をいだくようになる。これが

一般的な流れかなとおもう。母校愛についてその思いを

強く外に出す人と、そのあつい思いを胸に秘めあまり表に

出さない人がいると思う。但し校歌を皆で歌うときは思い

はみな同じ。私ども一般の校友は野球、ラグビT、 駅伝等

等、主にスポーツ観戦を通じて母校を応援するわけです

が、観戦しながら選手や応援団からオーラをもらい心の若

さをいつまでも保ちたいものです。そしてアフター 5で校

友諸氏と友好親善の実をあげる。武蔵野稲門会の皆さん、

皆で応援に行きましょう。

■旅行部会
小美濃  隆 (昭31琺)

旅行部会は以前から形としてはかなり前から存在してい

たのですが冬眠中であった。いろいろな部会の活性化が

会全体の活性化につながる、との想いからまず手始めに

2005年、根岸幹事に音頭をとっていただき有志数名で山

梨県石和温泉 (武蔵野市が提携している旅館で若干の補

助が出ました)に一泊し豊富な温泉と空気、そして酒、食

事を楽しみました。2006年にはお花見も計画したのです

が準備不足で実施出来ませんでした。

2006年の活動

(旅行)一大隈重信侯生誕地 (佐賀県)と武雄温泉

会員の中から早稲田大学発展の足跡を探る旅がしたい

と云う企画が提案され、ルーツをたどる第 1回旅行は大隈

重信侯の生誕地である佐賀市を選び、2006年 2月 14日

～ 15日の 1泊 2日、大限侯の墓前に花をたむけ、大隅記

念館を見学、その後有田焼の有田、いか料理が有名な呼

子を巡りその夜は武雄温泉に泊まりおいしい料理、酒など

大いに親睦を深め、有意義な旅となった。参加者 8名。

2007年 の活動一お花見

お花見を 2007年 3月 26日 に実施、この年は桜の開花

が遅れ桜もチラホラと咲く程度でしたが市役所周辺をひと

廻りして、近くの中華レストランで会食。参加者 18名。

2008年 (予定)―小野梓を偲び高知県とお花見

お花見は 3月 26日 の武蔵野さくら祭りに合わせ、市内

各団体が出店しているお店を楽しみ、その後市役所周辺

の桜を愛で近くの中華レストランで打上げる。

旅行は早稲田大学のルーツを巡る旅第 2弾として大限

侯の片腕としてワセダ発展につくし、前身の東京専門学

校の実質的な校長として基礎を築いた、小野梓先生をし

のぶ旅を企画、高知県宿毛市を訪ね、宿毛市歴史館、先

生の銅像のあるところや、小野梓公園などを巡る旅、2泊
3日で室戸岬、高知市内見学、その後四万十川、宇和島、

足摺岬、内子、松山などを巡る旅。宿泊地は高知市と宇

和島で参加者は 15名の予定。

旅行部会はこれからもいろいろな企画をたてて参りたい

と存じますので会員皆様方のご支援をお願いいたします。

(平成 20年 3月 18日記)

食事とお酒
カヤシマ

佐 藤 孝 ― (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

Te1  0422-21-6461
httpプ/www.e― kayashima.⊂ om
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俳句に親しんで、もう二十五年近くになる6よ く続  「花曇」である。「花見」の疲れは「花疲れ」と何かにつ

いていると思う。何が楽しいのか時折考える。一人で  けて季語になる。

も大勢でも出来る。他人の作品を手軽に楽しめ、自分   〈咲き満ちてこぼるる花もなかりけり〉(虚子)の「花

の作品の感想も間ける。損も得も無く俳句が好きな者  盛り」は束の間で、散りぎはは特に賞美され、「落花」「飛

同志なので、真のつき合いが出来長続きする。そして  花」「花吹雪」の時となる。井の頭の池の「花筏」(水に

才能が無くてもそれなりに楽しめ、良い作品や人に触  流れる花びらを筏に見立てたもの)は見事である。「花過

れることで向上心も持てる…そんなこんなで、多くの  ぎ」の後も「桜薬降る」また咲き残っている桜は「残花」「名

俳句友達に助けられ、元気で吟行などに出歩けること  残りの花」、春も末頃咲く花は「遅桜」と言い惜しまれる。

を感謝しながら、今日に至っている。    きぬさらぎ   山中などで、若葉の中に咲き残る桜は「余花」で夏の

今年の冬は厳しかった。殊に二月 0如月は「衣更着」 季語になる
場ばこ

から来ているという説が身に泌みるような冷え込み   一もとの姥子の宿の遅桜 (富安風生)

であった。それでも、中頃外出する
た春

いながら明   余花の雨八十路の老のかんばせに (同上)

るく季節の花、梅が咲き始め、「梅東風」「風光る」  俳句にはいろいろな俳句があり、いろいろな楽しみ方

の季感を味わった。「東風」は冬の気圧配置が崩れて、  がある。季語季感を大切に、日本文学の伝統を大切にす

東から吹く風。 る句風から、自由に時事にも取り組んだり、連衆との和

太宰府の配所で菅原道真の詠んだ 〈東風吹かば匂ひ  を第一にする集まりも多い。各自それぞれの楽しみ方を

おこせよ梅の花あるじなしとて春を忘るな〉 が名高い。  すればよいと思う。私はずっと伝統クト句に関ってきて、

「春一番」が吹き、木の芽がほころび、「春二番」が  幸せであった。日本は四季に恵まれているし、長い間先

吹くと桜が咲き出す。本格的な春到来である。桜は  人たちの培ってきた日本文化、伝統、言葉は美しく尊い。

国花、「花」と言えば「桜」、これは詩歌一般の伝統   俳句という小さな窓からこうした深く、広く素晴しい

的な約束ごとである。 世界を垣間見ることの出来ることは、私にとって無上の

桜の咲く頃「花時」は天気が変わりやすい。桜を見  喜びである。

平 田 康啓 (昭 36・法)

囲碁は実に不思議なゲームだと思

う。麻雀とは違って相手の打つ手は

全部見えていてしかも交互に打つ。

道具も黒石と自石、それに正規には

19本の縦横の線がひかれた盤だけ、

勝敗は最後により多くの地をとった

方が勝となる。いわば戦国時代の国

取り合戦みたいなものである。戦国
の武将達が愛好したゆえんである。

実戦では相手が 10点の手を打ちこ

ちらが 5点とか 6点 とか時にはマイ

ナスの手を打っていると、最后にはそ
の平均点が結果として勝敗につなが

る。人間は神様でないから常に最善
の手を打てるとはかぎらない。神様
といえばこんな話もあった。ある時神

様 Aと Bが対局した。神様 Aは厳粛
な顔で初手を下す。これを見た神様
Bしばし沈思黙考やおら一手も打たず
|こ 「負けました」と投了をつげた。こ

れはどういうことか。同じ速さのラン

ナーに先にスタートされては勝てるわ

けがないということである。つまり先

着有利ということである。そこでハン

ディキャップ制が導入され、先番は後

手番には何目か出さなければならな
いこととした。これを業界ではコミと

いう。ゴミではない。当初は四目半だ

ったが数年前から六日半となった。つ

まり先番は盤面で七日以上の差をつ

けないと勝てないということである。

今を去る 150年程前の江戸末期本

因坊秀策という碁聖がいた。御城碁
という天覧試合で 19連勝という偉業
を達成した。秀策は勝負の結果を問

われると「先番でした。」と答えたと

いわれる。しかし 19連勝のうち 8局
は白番だったのである。いかにチョー

強かったかということである。

小生もこの道数十年うろうろして

いるが秀策の足元にも及ばない。負

け碁の後に思いおこすのは十一世井

上因頭の至言「碁は運の芸である。」
という言葉である。

最後にある日の我が家の会話を再

現して拙文を終ることとしましょう。

○棋聖戦のテレビ放映を見ていて

カミさんのたまわく「なによあの人さ
っきから頭をかきむしっちゃって、き

たな―い。あんなの早くぽんぽこ打
っちゃえばいいのよね。」

小生、藤沢秀行日調で「てやんで―、

狸じゃあるめ―し、この難しい碁がぽ

んぽこ打てるかってんだ―。あの人

はチゴ2舞クンという工
|アフイ先生な

んだ。燕雀いずくんぞ鴻鵠の志を知

らんやてんだ― 全く !。 」

カミさん「あんた、何をさっきからも

ぐもぐ云ってるのよ。」    終

原稿・広告に協力して下さった皆様

ありがとうございました。

中島末明様、申し訳ありませんでした。

東京カレッジ法律事務所

弁護士

(日召禾日44
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