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武蔵野稲‐F電会 1創立301周1年1言己倉1事‐業

目時 平成24‐年1101月‐

'3日
|.(目|)1141～ 11●時

早稲田大学校歌「都の西北」と共に永年の歴史を歩んで来た伝統ある

名門大学合唱団のダイナミックな男声コーラスをお楽 しみ下さい !

全鷹自由席 2′ 000円

実行委員長  谷 内 隆 衛

わが武蔵野稲門会の活性化と市

民の皆さんに “都の西北"を聞い

ていただきたいとの思いから進め

て参りました早稲田大学グリーク

ラブの演奏会を頭記により開催す

ることになりました。

時はよし、4月 に新入生を迎  を迎えてやらなければなりません。

えた伝統ある合唱団が 4～ 6月 、   その為には会員お一人お一人の

そして夏合宿、地方巡演を経て、  絶大なるご協力 (具体的には御家族、

10月 28日 とい う練度最高文字  友人、知人、御近所の方とお誘いあ

通リギアが トップに入った状態で  わせての御来場)が前提となります。

会費納入のお願もヽ

この武蔵野にやってまいります。 どうか私共の熱き思いに御理解

会場の定員 1350を 満席に し  を賜 り皆様方の御支援を心よりお

て、後輩達 70名 のフルメンバー  願い申上げる次第です。

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 口座番号 :00150-8-190961

2012年 6月 2日 (土) 16100～ 19:30

東急イン  中央線 吉祥寺駅 公園回 徒歩2分

総会 (事業報告、決算報告)

○講演「色彩心理のいろいろ研究」

講師 早稲田大学理事甲人FED科学学術院教授 齋 藤 美

○懇親会 早稲田大学 ニューオルリンズジャズクラブ
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江戸散策の会は、23年 11月 30日 穏やかな小春

日和の中、20人の参加者をえて芝増上寺で行われま

した。

三解脱門から真直ぐ正面の石段を昇ると、浄土真

宗総本山の根本道場大殿があります。1枚だけ開い

た扉を入ると、日常とは全 く別の世界が展開されて

いました。朝の法要に伏鐘を叩きながら経を唱える

導師、魂を揺さぶる 50人の修道僧の唱和、中央に鎮

座する阿弥陀如来、立ち込める香の匂いに鳥肌の立

つ思いがしました。江戸の人々もこの雰囲気の中で

法悦に浸 りながら、自然

に信仰の道に入っていっ

たのでしょうか。

大殿を出て裏手の旧国

宝鋳抜門を潜って徳川霊

廟に入りました。左手前

の合祀塔の中に目当ての

六代将軍家宣の側室月光

院がひっそりと眠ってい

ました。

月光院―お喜代の方

は、天性の美貌が目にと

まり六代将軍家宣の側室に加えられますが、七代将

軍の生母になって以来その権勢は強大となり正室天

英院を凌ぐ勢いとなりました。御付の絵島は、大奥

の総元締大年寄に昇りつめました。

1714年の正月 14日、絵島は名代としてここ増上

寺に代参し、帰途同行した奥女中 130名 と共に木挽

町の山村座に芝居見物に赴きました。その時絵島は

人気座付役者生島新五郎の饗応を受けた上、江戸城

の開門時刻に遅れるという大失態を演じることとな

りました。

かねてから、月光院側と確執が険しかった正室天

英院側がこれを見逃す筈もなく、老中秋元但馬守の

極しい咎めを受けることとなりました。本件は恐ろし

い程早く、冷酷に処理されました。

生島は三宅島に遠島の上、山村座は廃絶。絵島は

信濃高遠へ流罪、絵島の兄は斬首、奥女中 50名を含

め連座するもの 1500人が処分されました。権力の

間に沈んだ才媛絵島は、この時 33歳の女盛りでした。

本件の処理は、月光院の手の届かぬところへ移さ

れ、ただ推移を見守る他はありませんでした。

月光院頼みの家継もわずか 8歳で夭逝、後継には

天栄院の推す吉宗が八代将軍に指名されました。権

力の絶頂にあった月光院は瞬時に奈落の底に落され

失意の時を送ることとなりました。まだ 20代であっ

た悲劇のヒロインはどんな思いでその後の長い余生

を過したのでしょうか。

江戸散策の会は試行錯

誤を重ねながら23年 3

月に設立いたしました。

初回の皇居東御苑、増上

寺に加えて 4月挙行予定

の寛永寺で 3回 目になり

ます。

この会は、江戸城を中

心とした四方、現在の東

京 23区 の半分程の面積

である江戸そのものの区

域を対称として、江戸の

歴史と文化を探索することを目標として発足いたし

ました。これ迄実施したプロジェクトは、この目的を

十分に達成出来たものと自負しています。

改めて江戸を俯敵いたしますと、大名屋敷や寺院の

広大な敷地に展開する森や庭園を持つ緑の街であるこ

と、隅田川を中心とした河川や堀の水路が四通発達し

た水の都であること、寺院の数が京都や奈良を上廻る

寺町であることが見てとれます。今後もこの三つの特

長を最大限に活かした展開を考えています。

次回以降の江戸散策の会の予定は、両国回向院を

中心とした両国、深川、向島の隅田川界隈、浅草寺

を起点として江戸歌舞伎発祥の地猿若町から新吉原

を予定して居ります。

これからも震災や戦災をくぐり抜けて残る貴重な

江戸の名所 。旧跡を尋ねながら、江戸の街を共に満

喫いただくことは私の望外の喜びです。

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プ /wwwookishimaocojp

食事とお酒
カヤシマ

伍1,藤 寺全一 (昭和56年商学部卒)

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-1)9
吉祥寺第一ホテル前

丁e1  0422-21-6461
http:〃 www.e― kayashima.⊂ om
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来る音楽、合唱ブームの到来です。職場や学校での

合唱グループの誕生です。NHKの コンクールも此

の頃からで、プロの「東京コラリアーズ」等も生れ、

「歌声喫茶」が出現 し、今のゴスペラーズに繋がり

ます。

早稲田グリークラブはコーラスの王道です。若 く

清潔な情感溢れる歌声は聴衆を魅了して止みませ

ん。「武蔵野でグリークラブの演奏を」 武蔵野稲門

会の夢でした。全員で成功に導き毎年の行事になる

ことを願ってます。

1952年第一文学部入学初めてのクラス会は個性

的な自己紹介に混 り歌あり謡あり、男子学生は多士

済済、女子高出身の私は唯吃驚、特にオペラのアリ

アを朗々と歌うすばらしいテナーがいて又吃驚。彼

は入部早々のグリークラブ部員でした。グリークラ

ブとの初めての出合いで以来ファンです。

当時は戦争中の様々な枷が一斉に外れ、今迄の空

白を取 り戻すべ く文化的な活動が盛んでした。音楽

も国境を越え自由に演奏 し聴ける時代になりました

が楽器も会場も不足、歌うことのみが皆なで参加出

0 かすかな記憶がある。早稲田大学高等学院に

もグリークラブがあった。どういう訳か私はその練

習に出たことがあった。数回は出たと思うが、1週

のうち 4、 5日が練習日だと言う。それは他には何も

できないという事を意味した。愕然として私は辞め

てしまった。時間と自由が欲しかったのである。

② 記憶違いでなければ、ボニージャックスはグ

リークラブ出身である。そのメンバーの一人と私は

麦 居 展 子 (平 7・ 法)

武蔵野稲門会からは数年前に、御案内のお手紙

を頂いておりましたので、今度、機会があり、入

会させて頂く事が出来ました事につきましては、

大変嬉しく思っています。

市立第三小学校時代は、リコーダニクラブで、

全国リコーダTコ ンテストに出場し、三小の音楽

室や■緒に練習したお友達の顔を、昨日の事の様

に思い出します6         .
その後、国立音楽大学附属中学、高校、大学を

経て、早稲田の法学部に入り、行政法のゼミ等で、

色々な方々にお世話になりました。

遭ったことがある。昭和 38年の秋、出張で三沢に

向かう夜行寝台車の中だった (東北 。北海道への演

奏旅行という)。

彼の悩みは仲間たちとの麻雀で負けが込むこと

だった。何とかいい方法がないものか、と真剣に聞く

ので、先ず気持ちで負けない事だと私は答えた。とて

も人懐こいいい男だった。初対面なのに打ち解けて長

い問話した。名前は忘れたが懐かしく遠い記憶である。

卒業後は、民間企業に少し勤めましたが、将来

は法律の分野でと考えており、その準備をしつつ、

現在は、麹町カトリック聖イグナチオ教会でオル

ガニストをさせて頂いております。

今度は、お仲間に加えて頂き、どのような事で

もお手伝いをさせて頂く事が出来ましたらtと思う

ております。宜しくお願い申し上げます:|

不動産の売買・賃貸・管理。リフォーム

都知事免許(11)23754

鞠超灘 く戸
P層

一
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)
TEL 0422-51-305③  FAX 0422-51-3057

編
|

立りIl不 動産鑑定事務所

不動産鑑定士 立  りII  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:isao.tachikawa@niftyocom http://treajp

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 1-1-23 虎 ノ門東宝 ビル7F
TEL 03-6206… 1022 「 AX 03-3500-1013

Emaili hori@hori-lawsjp http://hori-lawsjp.



第 26号  (4) 武蔵野稲 門会報 平成24(2012)年 6月 1日

シーンは、いまだに脳裏に残っているが、時代の流

れを乗 り越え、幾度となく繰 り返される世代交代の

中で、作曲家の磯部淑、声楽家の岡村喬生、コーラ

スグループのボニージャックスなど、音楽界にその

名を残す OBを数多く輩出している。現在は約 100

名の団員が所属しており、国内外への演奏旅行やプ

ロのオーケストラとの共演、テレビ番組への出演な

ど幅広い活動を精力的に行っている。

今回の演奏会では、現在打ち合わせ中ですが、

第 1ステージ「グリークラブ愛唱曲集」、第 2ステージ

「男声合唱組曲」、第 3ステージ「寺山修司の詩による

6つのうた」を予定しており、大いに期待されます。

言 ○月例談飲会のお知らせ      ○ゴルフ (平野杯)部会      ○もつと早稲田を応援する会

置  毎月第 3水曜日 18時 より「力   年 2回 (春秋)毎回多数参加
膵                                     早慶レガッタと野球早慶戦

蚕  ヤシマ」にて稲門会員が集まり    沖島祥介 0422(52)0680
暉                                        そしてラグビー早明戦

曇  談飲しております。       ○旅行部会
_                                                             り|1崎大八  〇422(43)9074

言  ふるって御参加下さい。      2011年 10月石和温泉、昇仙峡
壺                                                             課ζツエ日召輝[ 0422(54)0873

言   谷内隆衛 0422(79)2858    角田正三 〇422(56)3162
田                  ○お花見の会           ○クラシック音楽同好会

言 ○若手の会姜                   武蔵野桜まつり当日        ~会 員募集中

三  奇数月第 3水曜日か第 3木曜日    小美濃隆 0422(43)4019   山本富士雄 0422(22)8813

三 「カヤシマ」にて若手が集まり    轟 常爾 0422(54)3122

置  歓談しております。
‐

〇カラオケの会          
°本人や家族の便利な生活情報

△新日⌒絃華⌒_R/ロヂヨロ       ~病 院情報
I  事前連絡して下さい。       奇数月の後半の水曜日        … ノロH…^

口                                     谷内隆衛 0422(79)2858
三   カヤシマ 0422(21)6461   アコ~ビルの地下

: ○国碁 (稲碁)会           
山内 厳 0422(54)1475 0大江戸東京散策の会

:  月 2回 (第 2、 第 4火曜日)   
°マージヤン部会 昨年 11月 に芝増上寺    |

:  中央コミセン           
偶数月の第 2土曜日 次回は両国、深川、向島

日                                本  誠  090-3204-4355
三   寺田昌弘 03(3928)8710                     東出重幸 0422(53)1443
_                                 牛込秀三  〇422(54)8503

武蔵野稲門会創立 30周 年の記念事業 として、

早稲田大学グリークラブ演奏会が決定しました。

この数年来検討してまいりましたが、グリークラ

ブとの事前打ち合わせを行いながら、最大の問題で

ある会場の確保が関係者のご努力によりやっと確定

しました。錦秋の 10月 28日 (日 )、 武蔵野市民文

化会館における演奏会の成功へ向かって実行委員会

も組織され、具体的な作業が始まりました。演奏会

の成功のカギは、会員の皆さんが「ノさを一つにして」

目的達成へ全力を傾注されることです。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。

われらが誇るグリークラブは、1907年、早稲田

大学の創立 25年を記念 して作 られた校歌 と共に

歴史を歩み、創立 105年を迎えた今 日では学生男

声合唱団としては日本最大の規模 となっています。

第 2次大戦中の雨の神宮球場における学生の行進の

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

「
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むさしのFJ司法書士法人
代表 威I本 好 鰯 4昨法鵜 呼 )

事務所

〒 180-0022 武蔵野市境 2-14-1 スイングビル 603
電話  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

今回はグリークラブ特集ですので、是非成功させ

ましょう。原稿ありがとうございました。

川崎大八 (昭 42・ 理工)


