
平成21(2009)年 6月 1日 第20号  (1)

■

期 日 2009年 6月 6日 (土)16:00～ 18:00

会 場 東急イン

中央線 吉祥寺駅 南回 徒歩2分

総会 (事業報告、決算報告)

○講演「イスラムから見たジャバン」

講師 桜井 啓子 (早稲田大学 国際教養学部教授 )

○イベン ト:オ ルケスタ・デ・タンゴ0ワ セダ

『現代イラン :神 の国の

変貌』 (岩波新書 )、 『日

本のムスリム社会』 (ち

くま新書)、 『シーア派 :

台頭するイスラーム少数

派』 (中
/AN新 書)他著書

多数。

その春、やっと関門を通過して登校した学園は予想以

上にマンモス化した「ワセダ大学」であった。大限講堂

での入学式は午前・午後の 2回に分けて行われたにも

拘らず、何れも定員オーヴアーで入場すら出来ず正門前

大通り辺りを街径いて帰ったものである。

入学できたのは「一文社会学」という50人足らずの

専修クラスで小 じんまりとした学科であったが、学園

キャンパスは都会の雑踏のような光景で想像 していた

“学園"と は大凡かけ離れていた。何とか授業を受ける

ための手続きを終え登校した初日に出喰わしたのが後に

「第二次早大事件」と云われた学園紛争であったのだか

ら、生涯忘れられない「ワセダ」の始まりであった。

斯くして私たちが入学した 1952年 という年は、良く

も悪くも大学史の中に記録される年となった。

その朝、登校すると正門 (?)か ら大限候像にかけて

の構内は学生が韓めき合い、図書館屋上からは椅子など

が拠り投げられ、総長らしき教授達が釈明に努めている

最中であったが、学生運動のガの字も知らない私にとっ

ては、“これが大学 ?"と しか理解出来なかったが、そ

の後の学生々活の中で事の経緯を識ることになった。

朝鮮戦争終結からサンフランシスコ条約締結へと時が

流れる中で、学生運動は下火になっている頃の事で、学

園内に入り込んだ警官の争奪を巡って学生側の無抵抗の

抵抗作戦は座り込みであったが、官憲側はこれに警棒を

以って対応した事が発端で、これに対する大学側の対応

会費納入のお願い

広告のお願い

に抗議する集会が、一般学生をも巻き込んでの大抗議集

会となったのであった。以後、夏休みに入るまで大限候

像周辺は連日シュプレヒコールが鳴り響き、デモ行進が

止むことはなかった。

学生運動自体は益々ポリシーを巡って尖鋭化して行く

ことになると共に、政府側は取締りを強化する方向へと

向かうのであり「警察官職務執行法」の施行に抗して「警

職法反対」の運動などが起きてくるが、行動としてのデ

モ行進は一般学生の参加が多く整然とした行進であった

ことは明確に一枚の写真として残されていて懐かしく想

い出している。

そして 1955年、中央政界は所謂「保守大合同」が成

、立、これに対する革新側は「左右社会党の統一」が実現

することで、保守 0革新の安定的 (?)政治体制への時

代へと移行していくのであるが、経済の復兆期を迎える

には未だ数年を要するのであった。私たちの卒業年次を

象徴する言葉は「長期

鍋底景気時代」と呼ば

れたが、今日のような

鬱々とした気配を感じ

た記憶がないことを考

えると、何かしら曙光

の見える音『分もあった

のであろうか、思い出

は尽きない。

平成21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。

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
り!1崎大八  〇422(43)9074

(4)旅行部会
rlヽ :走濃隆  0422(43)4019
轟  常;爾  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
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荒川 悌二
(昭370政経)

前列左3人目が筆者

今年は例年より桜の開花が早いようです。
さあ、待ちに待った春の到来です。WBCは 日本が期待

通り二連覇を果し、日本中が大いに沸き立ち、続いて選
抜高校野球大会も、華やかに行なわれています。

東京六大学野球も、いよいよ春季リーグ戦が 4月 11日

より開催されます。今季は早稲田も二連覇が、かかつて
おり各校とも打倒ワセダに懸命であり、苦戦することが予
想されます。しかし投手陣が経験豊富な松下・斉藤 (佑)0

大石・福井等スタッフが残つており、その点では断然有
利な展開になると思われます。いずれにしろ各校共新戦
力を加え、面白いゲームが数多く観られることでしょう。
二連覇を期待しています。

さて、東京六大学と云えばやはり“華"は早慶戦となる
でしよう。早慶あっての東京六大学です。その昔はそもそも

各校との対抗戦でありました。その中でも早慶戦は最も歴史
が古く、1903年 (明治 36年)11月に先輩格に当る慶応に

挑戦状を送り記念すべき第 1回が挙行されましたが、試合
は9対 11で慶応に敗れました。今年は 106年目を迎えます。
1906年秋季 1勝 1敗で迎えた第 3回戦を前に応援の過熱
を心配した慶応側から中止の申し出があり、早稲田も同意し

中止となりました。結局はこのことから約 20年間早慶戦は

中断されることになります。そして 1925年秋に復活される
と共に、現在の東京六大学野球連盟が結成されました。
1931年 (昭和 6年)は、伊達の 3連投と三原のホー

ムスチールがあり話題が豊富な年でした。1933年は有名
な「水原のリンゴ事件」が起りました。
1943年 (昭和 18年)は六大学野球リーグに解散令が

出され、リーグ戦は中止となりました。文科系学生の軍
への入隊も始まり、慶応からの申し出があって、出陣学
徒へのはなむけとして戦前最後の早慶戦が、早稲田戸塚
球場で行なわれました。結果は 10対 1と早稲田の勝利と
なりましたが、両軍のエールの交換、そして「海行かば」
の大合唱となりました。この試合迄の経過は、昨年「最
後の早慶戦」と云う映画で改めて紹介され、多くの人々
の共感と感動の涙を誘いましたのは記憶に新しい処です。
この試合に出場された選手に我が武蔵野稲門会々員であ
る穎川三隆氏がおられます。機会があれば是非当時の話
を拝聴したいと思っています。
1946年 (昭和 21年)六大学連盟復活と共に戦後初め

て春季リーグ戦が行なわれました。
そして昭和年代を代表する早慶戦と云えば 1960年 (昭

和 35年)秋季リーグの早慶六連戦でしょう。この年は「60
年安保」の年と云われ世の中は騒然とした年でもありまし
た。早稲田は明治に破れ、慶応との決戦に望みを残し、一

方慶応は早慶戦に完全優勝をかけて激突しました。慶応が
連勝もしくは 2勝 1敗でも勝点を取れば優勝、早稲田は連
勝して優勝、2勝 1敗なら同率となり優勝決定戦にもつれ
込むと云った状況であり、慶応の優位は明白でありました。

第 1回戦 (11月 6日 )早稲田は安藤の好投と末次の巧
打で 2対 1で勝ち、第 2回戦は金沢投手が登板しました
が残念乍ら4対 1で敗れ、第 3回戦は安藤、慶応は清沢
両投手の投げ合いでスタート、安藤投手の力投で 3対 0
で勝ち、2勝 1敗として両校同率となって優勝決定戦が

行なわれることとなりました。早慶両校での優勝決定戦は、
昭和 14年秋以来 21年振りです。

第 4回戦、安藤・角谷投手の自熱した投げ合い、早稲
田は 9回 1死より代打鈴木 (恵)の三塁打で何とか同点
に持込み、延長 11回 1対 1で引分け。
第 5回戦は、1日休みを取った 11月 11日行なわれまし

た。早稲田は又も安藤、慶応は角谷・清沢が好投じ、延長
11回 0対 0の引分けとなりましたが、この試合で、延長
11回裏慶応の攻撃は無死満塁となって 4番渡海の右飛で
三塁走者安藤 (統)が、早稲田右翼手伊田の好返球で本
塁上でタッチアウトになったのも大きな話題となりました。

そして 11月 12日 いよいよ運命の第 6戦となりました。
早稲田は 5連投の安藤、慶応は角谷 。清沢・三浦・丹羽
の継投となりましたが、早稲田は 2回、所の三塁打で 2

点先取 5回にも加点し、慶応に 1点返されたものの 3対
1で勝ち、7日間に亘る激戦に終止符を打ちました。3シー

ズン振り20回目の優勝を果しましたが、何と云っても安
藤投手の体力。精神力に脱帽すると共にナインニ同のチー

ムワークが、優勝出来た最大の因と思います。
私もチームの下員としてベンチ入りをしていましたが、

生涯この様な体験は未だかつてなく、本当に何にも換え難
い貴重な体験を得られたことを心から感謝しております。
私のその後の人生に大きな活力源となりました。

残念乍ら、同期であった安藤投手、石黒外野手 (4年
生時主将)は黄泉へ旅立ってしまいましたが、当時の仲

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 /7ョ _
代表取締役 滝 本 尚 男

(昭和38年法学部卒)

〒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 0422-51二 3050 FAX 0422-51-3057

堀 法 律 事 務 所

弁護士

(昭 55年法

〒105-0001

堀
辮

東京都港区虎ノ門1-1-23 虎ノ門東宝ビル7F
TEL 03-6206-1022  FAX 03-3500-1013

Email:hori@hori-lawsjp  httpプ /hori―lawsjp

裕
棘。第二 弁護士会所属)
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間は今でも強い絆で結ばれています。

それ程早慶戦は素晴らしいものです。

今後六大学野球も少しずつ変化して行くことでしょう

が、早慶戦は不滅であると確信しています。

昭和年代後半、そして平成年代にも伝えたい早慶戦が

ありますが、次回にしたいと思います。

どうぞ引継き母校早稲田大学野球部への応援を、よろ

しくお願いいたします。

=若
手の

111

追想 そ して再びのアジア 鈴木 武 (昭530理工)

会社生活 30年、この間通算 13年タイに駐在した関係
で武蔵野稲門会も 1、 2度顔を出させて戴いただけでした

が、4年前に帰国後は出来る限り出席する様に心掛け、い

ろいろな方とお知り合いになる事が出来ました。

中でも佐藤さん、沖島さん両先輩のご発案で、同世代
の者で集まろうと何故か「若手の会」と命名された会は

2ケ月に一度の頻度でカヤシマさんに集合する事となりま

した。

負担ない頻度と皆様の明るいお人柄と相倹って、新鮮

な刺激ある会として定着し、さらにパワーアップかと思っ

ていた矢先、「5月初旬にインドネシアに赴任せよ」との

会社命令を受けた次第です。

皆様と校歌を歌う時の二体感は至上の喜びであり、気

炎吐く「若手の会」の楽しみはお預けとなり「志半ば」

で休場させて戴きます。

末筆ながらt武蔵野稲門会の皆様の益々の御健康と「若

手の会」が更に盛り上がりますことをお祈り致します。是

非インドネシアにもお越し下さい。

「2009年お花見」に参加して (満開の桜に乾杯)

須田 晃也 (昭450教育)

今年の桜は温暖化からか桜の開花が早くて「武蔵野稲

門会のお花見までもつかな」と思っていましたが、満開ま

での期間が長く「丁度満開の桜」を見ることができました。
「Nl可 技術史料館」の見学では、「ガイドさんの詳しい

説明」で「電話の発達の歴史」を見ることができました。

轟会長は「これは会社で使うていたのと同じものだ」と

懐かしそうに話をしていました。
「N[r技術史料館」の見学をしている途中で「宴会の時

間」が迫り、桜の花の下を「最後まで見学したかったと

思いつつ」宴会場に向いました。

宴会も「中国出身と思われる肉感的なウエイトレスさ

ん」に大いに盛り上がり「親睦がより深まった」ことは確

実です。

(出席者)轟  常弥 小美濃隆

山内 巌 寺田昌弘 町田 顕

高橋 清 上條節夫 角田正三

根岸俊吉 中島末明 冨永澄男

飛 田穂州 とア ンコウ鍋 の旅

秋本  澄子 (昭310文 )

早稲田縁りの地を訪れ親睦を深める旅行会も第 5回 目

を迎えました。参加者 22名。
2月 20日荒模様雨の中三鷹 8時 30分発。東京ガス千

住テクノセンター着の頃は雨も上り研修へ。家庭燃料と

してのガス、未来のエコ燃料としてのガス、多岐にわたる

取組みを見学、体験。最高は水素を燃料とするエコ自動

車 (1台 1億円)ト ヨタとベンツに試乗。又とない事で一

同上機嫌。東京ガスのおいしい和昼食を頂いて一路水戸
へ。薄日もさす旅日和、関東平野を快適 ドライブで、次
の目的地弘道館へ。

弘道館は自梅、紅梅、膿梅がチラホラ開花。雨に洗わ

れた庭に自壁黒瓦が映えて力強い、端正な日本ならでは

の姿でした。水戸藩の、国学の歩みと幕末に致る徳川御
三家の歴史の重みを充分に勉強しました。

茨城の田園風景の中を飛田穂州先生の墓所へ、生誕
100年の墓参。飛田先生の墓は南向きの小高い丘の中腹
に一極高く常陸の野を見下して「すっく」と立っておら

れました。

早稲田のエァルを飾リー同献花、回向。早稲田の栄光
を祈願し、旅行目的達成、幸せな気分で、今夜の宿「シー

サイドホテル」へ。

早稲田野球の黄金時代を築かれた石井藤吉郎先輩のホ

テルです。大洗海岸沿い太平洋をさえぎるものは何もな

し、日没を波の彼方へ見おさめ、お待ちかね、アンコウ

鍋宴会へ。飲む程に、食べる程に、人生が、早稲田への

思いが語られ賑やかな楽しいひと時でした。
二次会、カラオケ大会の盛会にもかかわらず、翌朝 6時

20分の日の出も散歩も楽しみ、9時 30分那珂港へ向かっ

て出発、週末とあって魚市場は大繁盛、種類も多く、新鮮
かつ安い。台所奉行としては力が入りました。一同奥様へ

のお土産、御自分の晩酌のお供でしょうか、買物を楽しみ

満足とともに3時頃三鷹致着。無事お疲れ様でした。よい

旅でした。旅の企画から実施迄、小美濃部長、荒川、谷内

両幹事、終始お世話役の池田幹事ありがとうございました。

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.cojp

谷内隆衛 川崎大八

市川 毅 千田景三

須田晃也 深沢敬明

山下倫一 東出重幸

同窓会プラン

¥8′000    ¥9′ 000
*上記の金額には、料理、飲物、サービス

料、消費税が含まれております。

●和洋中特選料理 10名様より
ビュッフェ料理 30名様より承ります。

●日本酒、ビール、ウイスキー、焼酎、
赤・白ワイン、紹興酒、ソフトドリンク
が全て飲み放題

宿泊のご予約も承づておりま魂

●リラックスのマッサージチェアー付き
コンフォートフレーム

●ビジネスウーマンに人気のレディース
ルームなどご用意いたしております。

お問い合わせ・お申し込み

吉祥寺 東急イン
吉祥寺駅公園口 (南口)より徒歩1分

TEL(0422)47-0109

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

丁ei 0422-21-6461
httpブ/wwwee―kayashima.⊂ om
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下手の横好き 角田 正三 (昭380政経)

大学の縁  井上 良一(昭340文)

縁の一つとして武蔵野稲門会に入れて頂いて数

年が経つ。当会には楽しい行事が沢山あり、どれ

もこれも参加してみたいものばかり。今回は一泊

旅行に加えて頂き、総勢 21名、2月 20日 三鷹駅

前に集合。といっても私と川崎氏は仕事の都合で

大洗シーサイドホテルでの夜の宴会からの参加。

このホテルは早稲田野球部往年の大投手石井藤吉

郎の育ったところ。目の前は太平洋が多少放物線

を描いた様に見える壮大な景観が抜群。

宴会ではあんこう鍋等ご馳走が並び、老も若き?

もお酒をのむこと半端じゃありません。二次会も

お酒にカラオケ。この時とばかり喉自慢多数。翌

朝見事な日の出を見、近くの魚市場でお買物。2

時頃三鷹駅着で無事終了。最後になりましたがお

骨折り頂いた幹事の皆様に厚く御礼申し上げます。

参加者 (敬称略) 秋本光雄  秋本澄子

小美濃隆 角田正三 栗原 裕 上條節夫

佐藤敦之 千田景三 谷内隆衛 東出重幸

松永雅晴 山内 巌 山下良二

(宴会より参加)井上良一 川崎大八

60歳停年迄は石油会社に、その後

約 10年間は公団に勤務して 70歳直

前に退職致しました。退職すると直

ちにテニスクラブに入会し、私のささ

やかな長年の夢であった「毎日テニ

スをやること」を実現しております。

月曜日から金曜日、毎日朝 9時か

ら 12時迄、同程度の技量の人達とグ

ループを組んでなんだかんだと言い

ながら楽しく競い合っております。

今のところ、ダブルスの試合で平

行陣 (2人でネットの近く迄前に出る

攻撃的な陣形)で行うよう懸命に練

習をしているところです。

テニスをやっていて気がつきまし

たが、毎日試合の人数が揃うように

アレンジし、朝コートに来ると必ずそ

こに居るという核になる人物がいな

いと、グループの形成は難しいとい

う事です。

稲門会も同じことが言えるわけで、

いつも核となって面倒を見てくださる

幹事の方々に心から御礼申し上げます。

今後共よろしくお願い致します。

市川 毅 池田俊雄

梶塚 謙 小松原寛

轟 常弥 中山 翠

1月 23日 (金)18時 30分より市内の伊勢丹新館

の BO―TANで 50名の参加を得て開催した。

山内代表幹事の開会の辞で始まり、轟会長の挨拶、

前田元会長の乾杯で開宴した。池田・佐藤両常任幹事

の司会でいつも御元気な秋山 陽氏 (1943年卒)の
スピーチ、続いて最年少の川村直子氏 (1990年卒)

一市川 毅会員の息女一など新会員の挨拶、赤ちゃん

出産の松下玲子氏及び各会員諸氏の近況報告があって

会場が賑やかになった。 その間各部会長より活動報

告があり、去年と違って広い会場を利用しての会員相

互の交歓の輪が広がって大いに盛り上がった。

なお邑上市長、土屋代議士も例年通り参加された。

最後は沖島 0佐藤常任幹事のリードで全員が校歌を

高らかに歌い上げ予定を大幅に超過して 21時 30分

お開きとなった。

参加者 (敬称略)

秋本光雄、秋本澄子、秋山 陽、荒り|「悌二、池田俊雄、池田正行、

石丼 総、市川 毅、市川重雄、伊藤雄司、井上俊雄、井上良一、

沖島祥介、小美濃隆、勝沼修二、角田正三、川崎大八、り1膵寸直子、

管 伸子、小松原寛、小室 至、栗原 裕、佐川素子、佐藤孝一、

須田晃也、千田景三、高橋 清、立川 勲、谷内隆衛、土屋正忠、

東出重幸、轟 常弥、滝本尚男、中島末明、中山 翠、中山美代子、

彦坂真二、日野 克、深沢敬明、前田信昭、松永雅晴、松下玲子、

松本 誠、邑上守正、安井一雄、山内 巌、山ロー夫、山下良二、

山下倫一、四方田正之

原稿・広告に御協力ありがとうございました。会報は今回で

第 20号となりました。会報の編集について御意見をお寄せ下

されば幸いです。 川崎大八 (昭 420理工)
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