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昨年 6月、
‐
はが も夫が総

理となりました。任命から 12日

後の公邸への引っ越しは異例の速

さだったと後に知りましたが、激

務を抱えた夫にとって官邸に隣接

する公邸への引っ越しは急務でし

た。なにせ、徒歩 HO歩の距離。「住

み込みで働 くようなものだな」と

二男が気の毒がったほどの職住接

近です。

私も生活の場を公邸へ移したこ

とで、たくさんの “初めて"を経

験しました。顔写真入りIDカー ド

を持 ち (自宅の出入りにこんなも

のが必要だなんて !)(都心の広く

会費納入のお願い

て快適な居住空間 (で も外界と遮

断され、ご近所さんにも犬猫にも

出会わずにミイラになりそう)、 外

交の場へ首相夫人として参加 (母

や親戚のお下がりの着物が役立っ

たこと)、 等々。

よくあった勘違いは、私にもSP

がつき、公邸にはお手伝いさんや

料理人がいるという思い込み。友

人に個人秘書を頼みはしました

が、90歳の義母の世話 と基本的

な家事は自分でこなしていまし

た。食材を生活クラブ生協に配達

してもらうなど “前例にない"こ

とも数多く実践しましたが、この

先数多く誕生するであろう庶民出

身の総理家庭ではあたり前のこと

になるでしょう。

前例にないという意味では、こ

の間に東日本、大震災と津波、原発

事故が起きました。夫は震災後 1

週間、110歩の距離を一度も帰宅

せず、私にできたのは寝食を忘れ

て未曽有の危機対応にあたる官邸

スタッフに差入れを続けることだ

けでした。お店から食料品が消え

て差入れに困ったときに、深夜に

3tト ラックを自ら飛ばしてカッ

プ麺を届けて くださった京都の

スーパーの社長さんを始め、たく

さんの方の力や思いに支えられた

日々でした。やはり最後は “人 "

がキーとなりますね。

「たいへんでしたね、ご苦労様」

と声をかけていただきますが、玄

侑宗久さんの『成り行きを決然と

生きる』という言葉に出会って以

来、これが我が家の家訂IL与えら

れた道を、決然と精一杯、楽しん

で歩もうと思います。

年 FE5スケジユール

平成23年度武蔵野稲門会費未納の方は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 回座番号 :00150-8-190961

平成23年 12月 3日 (土)武 蔵野陸上競技場
10:50 親子タグラグビー

12:30 早稲田大学 対 明治大学  (OB戦 )

第 1試合 :50歳以上 第2試合 :38歳以上
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10月 11日 (火 )。 12日

`水

)は私達 15名 に対

し、ご加護があるのではないかと思われるほどの好

天に恵まれた。

朝 9時に三鷹駅北口を出発 して、まず母校早稲

田大学所沢キャンパスを訪れた。大学のご厚意によ

り案内をしていただいたが、広大な敷地と恵まれた

施設を目の当たりに見ながら、母校の充実ぶりに自

尊心をくすぐられた後、学生食堂で昼食をとり学生

時代に戻った気分となった。

大学に別れを告げて、中央高速道路経由甲州に入

り、武田信玄公の菩提寺である恵林寺を訪れて参拝

した。

午後 4時前に石和温泉かんぽの宿に到着。

一風呂浴びて、午後 6時から応援部 OB氏の指

揮の下、ハーモニカの前奏によって「紺碧の空」と

「校歌」を斉唱した後、飲み放題の懇親会に入った。

皆さん飲むほどに酔うほどに饒舌となり、全員の短

いスピーチでは笑いに包まれた楽 しい懇親会となっ

た。

その後、旅行の幹事の部屋に集まり懇親会の継続

となったが、喧々ごうごう、蜂の巣をつついた様で

あった。

翌朝 9時に宿を出発 して、昇仙峡を訪れた。千

蛾滝までバスで上 り遊歩道を散策 しながら下った

が、5人の方々は途中で馬車に乗って遊歩道を上 り、

中間点で合流した。奇岩奇石の多い日本一の渓谷を

堪能することが出来た。

昇仙峡を後にして、予定には無かった夫婦木神社

に立ち寄 り参拝した後、勝沼の尾張屋ぶどう園でぶ

どう狩 りを楽しんだ。

午後 6時少し前に三鷹駅北口に到着し楽しかった

旅行は終わりを告げた。

今回の旅行は、企画した者の一人として手前味噌

になるが、早稲田大学のOBら しい大らかな、そし

て笑顔に満ちた大変楽しい旅行であったと思う。

しかし反省すべき点も沢山あるので、それは来年

以降の糧にしたいと考えている。

今回の旅行に参加して下さった皆様に心より感謝

申し上げます。 以 上

食事とお酒
ヤシマ

1佐 藤孝■:(昭禾口06年商学善
`肇

)

〒.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ブ/wwwoe―kayashimaecom

総合建設業

新築・リフォ‐ム・耐震補強

沖 島工 業株 式会社

〒18070006 東京都武蔵野市中町3-1-2

丁EL 0422-52-0909 http:〃 wwwookishimaocojp
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第 27回 ゴル フ部会 秋季 コンペ

鮮やかな錦秋がノかを染める季節恒例の第 27会 ゴ

ルフ部会秋季コンペが、H月 3日 文化の日に山梨

県は上野原カントリークラブで開催されました。

当日は晴天という天気予報に反して一日中薄曇 り

でしたが、例年よりもずっと暖か く半そで姿でプ

レーする参カロ者もいました。

総勢 16名 のうち今回初参加が 2名加わり、会の

充実発展ぶりをうかがい知ることが出来ました。

スター トホールのイン 10番前で全員の記念写真

を撮ってから各組がスター ト。この日のためにと特

訓した者もおれば、悠然と構える者、優勝は我にあ

りと自認する者等々早くもお互いの駆け引きが始ま

る。

多少のアップダウンのある山岳コ,スではあった

が、足腰に自信があると思えるシエアー達は弱音を

吐かず奮闘する一方で、現役諸氏は日頃の仕事から

の解放感からかのびのびと打ちまくるという展開に

なってきた。

難なく前半終了したときには(好スコアーか不調

か予測の難しい顔付きで、後半を占いながらの昼食

となった。

腹ごしらえが出来た後は、前半以上に力が入 りす

ぎて崩れていく者がでる一方で手堅 くスコアーをま

とめていく者もあり少しずつ勝負が見え始めた。

最終結果は懇親会会場での表彰式を待つことにな

り、夕刻からの会場に集結した。

今回は断 トツの「ベスグロ 78」 ネット69、 3ア

ンダーで、池田宏治氏が輝 く2度 目の優勝を果た

し万雷の拍手を浴びた。

優勝賞品はいつものとおり誰も欲しがる武蔵野稲

門会と優勝日を刻んだ高級ワインとグラスに池田氏

の満面の笑みがこばれた。

優勝者の優勝の弁からはじまリブービーメイカー

まで全員のスピーチのなかで、次回こそはと希望を

託す者もおれば異議ありきとハンディキャップ修正

を迫 り全員承認のうえで和気あいあいの内に二時間

半にわたる飲み食い杯を交わす懇親を惜しみながら

次回の健闘を祈念してお開きとなった。

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 ノ
ア
コレ~

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 0422-51-3050 FAX 0422-51-3057

立川不動産鑑定事務所

不動産鑑定士 立  川   勲

(昭 39年法学部卒。東京地方裁判所鑑定委員)

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町3-7-16

丁EL 0422… 22-3935  FAX 0422-22-3945
Email:isaootachikawa@nilyoCOm http://treojp

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)

〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-1-231虎 ノ門東宝ビル7F
丁EL 03-6206-1022  FAX 03-3500-1013

Email:horКphorillawsjp http://hori―lawsjp.
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勝 沼 修 二 (昭400法 )

今日は奇数月の第四水曜日、楽しいカラオケ部会

が開かれる日、18時頃、武蔵境の会場に入 り関所

で会費を払う。しばし喉を潤しながら歓談し、いよ

いよ “アーカシアの― はな―の下で―…"と名調

子の山内部会長の歌い出しでカラオケが始まる。

古い歌、新しい歌なんでもござれの通信カラオケ

で、映し出される画面はとても大きくて目にやさし

く音響も抜群、うれしい環境。

今日は 15人ほど集まった。先ず 1曲ずつ一巡し

たところであとはフリーに歌う。私は古い演歌しか

歌えないが、中には新しい曲をご披露する人もいる

し、シャンソンや原語で歌う人もおり感心してしま

う。私にとってワインを飲めることもうれしいこと

の一つ。お茶は勿論、ビールあり、濁 り酒あり、色々

な軽食物もありで、このように飲んで食べて歓談し

ながらのカラオケ部会はとても楽しく、あつという

間の四時間でした。さあ、これからまた二次会に行

くぞ !

中 根 康 雄 (昭480政経)

2009年 9月 に杉並区から武蔵野市に引っ越 して

きました。武蔵野稲門会への入会が遅れましたこと

お許しください。

大学時代は体育会の水泳部 (水球)に所属 し、4

年間東伏見で過ごしました。水球は高等学院時代か

ら始め 7年間没頭しました。

卒業後は、商社に就職し、エネルギー部門で中東、

ドイツに海外駐在歴通算 12年余。その後 2000年

に早期退職をしまして、転職の後、現在は自宅から

徒歩 20分のアツデンlal(音響メーカー)に勤務 し

ております。

武蔵野稲門会のお仲間に加えて頂き、微力ではあ

りますが、会運営のお手伝いが出来ればと思ってお

ります。今後とも宜しくお願い致します。

むさしのFJ司法書士法人
代表 山 本  好 鰯 4昨法学部卒)

事務所

〒 180-0022 武蔵野市境 2-14-1 スイングビル 603
廃語舌 0422-60-5600
FAX 0422-60-5610

不動産登記 相続遺言 簡易裁判所代理 債務整理 法人登記

今回は難産の会報だった。原稿・広告ありがとう
ございました。 川崎大八 (昭 42・ 理工)

○月例談飲会のお知らせ

毎月第 3木曜日 18時より「カ

ヤシマ」にて稲門会員が集まり

談飲しております。ふるって御

参加下さい。

谷内隆衛 0422(79)2858
0若手の会

奇数月第 3水曜日か第 3木曜日

「カヤシマ」にて若手が集まり

歓談しております。事前連絡し

て下さい。

カヤシマ 0422(21)6461
0口碁 (稲碁)会

月 2回 (第 2、 第 4火曜日)

中央コミセン

寺田昌弘 03(3928)8710

○ゴルフ (平野杯)部会

年 2回 (春秋)毎回多数参加

7中島祥:介  0422(52)0680
0旅行部会

10月 石和温泉、昇仙峡

角田正三 〇422(56)3162
0お花見の会

武蔵野桜まつり当日  |
/Jヽ美濃隆  0422(43)4019
轟  牛書爾  0422 (54)3122

0カラオケの会

奇数月の後半の水曜日

アコービルの地下

山内 厳 0422(54)1475

○もつと早稲田を応援する会

六大学野球早慶戦と ― |
ラグビニ早明戦

り|1崎大:八  〇422(43)9074

諸江昭雄  0422(54)0873
0クラシック音楽同好会

―会員募集中

山本富士:雄‐.04‐22(22‐).8813

0本人や家族の便利な生活情報

一病院情報        ‐

谷内隆衛 0422(79)2858
0大江戸東京散策の会

9月 に江戸城散策

約 30名参加

東出重幸  0422(53)1443

虎ノ門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

rFtt θθβJθηJ755 ″χ θθβJθη577θ


