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山内

会長
さて、当会 の 目的は、会員間の親睦、
母校 へ の協力、そ して地 域貢献 であ
ります。
会員間の親睦 については、大 きな
事業 として 総会 "、

本年 6月 の総会 において会長を拝
命 いたしましてから早 くも6ケ 月が経
過 しました。本年 は武 蔵野稲門会創
立 30周 年 という節 目にあた り、その
記念事業 として「早稲 田大学 グリー
クラブ演奏 会 」 が 10月 28日 (日 )
に武蔵野市民文化会館 で行 なわれ、
多 くの皆様 にご来場 いただき、盛況
の うちに終えることができました。さ

納涼会 ヽ

l̀新

年会"が あります。総会は6月 2日 に、
納涼会 は 8月 24日 にそれぞれ盛会 の

巖

(昭 430理 工)

るなど、つ なが りを深めてまい りまし
た。
地域 へ の貢献 としては、毎年 「武
蔵野 ラグ ビー まつ り」 を明 治大学・
駿台会 と共催 してお りますが、さらに
地域貢献を深めるべ く模索 中で ござ
います。

うちに行なわれました。また、各種同

なにはともあれ、「武蔵野稲門会 に

好会 も多数の参加をいただいて熱心
に活動 し、親睦を深めています。

入会 してよかった」と皆様 に思ってい

母校 との関係 では、総会時 の講演
に母校 の教授 をお招 き し、ア トラク
シ ョンにも早稲 田の学生サ ー クルに

たい と、微力 ではござい ますが努力

出演 してもらい、稲 門際へ も協力す

りお願い申し上げます。

ただけるような魅力ある会にしていき
してまい りますので、引き続き皆様 の
ご支援・ ご協力を賜 りますよう、心よ

らに嬉 しいことに、 これを契機に新規
会員 の増加 にもつなが りました。前
会長 の谷内相談役を実行委員長 とし

平成 24年 12膚 鵞轟(土 )武 蔵野陸上競技場

て 1年 がか りで計画 した事業 で した

10:50 親子 タグ ラグ ビー
12:30 早稲 田大学 対 明治大学 (OB戦 )

が、 この成功 は何 よ りも会員 の皆様
の暖 かい ご協力 のおかげ と深 く感謝
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実行委員長代理

星 田

正 (昭 360政 経)

1年 有余 の準備を経て、演奏会が成功裡 に実施 できま
したことは、心をずつにした役員 0幹 事一同の成果 の賜
物 といえます。皆様 のご協力 ご支援 に衷心より御礼申し
上げます。
役員会及び幹事会は、10数 回にわたり行われ、基本方
針の策定 に始まる実施計画が周到 に検討され、実行され
ました。今後の参考のために、当日の役割分担 と進行表
を言
己録しておきます。
1.役 割分担 (氏 名・敬称略・ 順不同)
「本部」統括
会場責任者 (山 内会長)、 実行委員長 (谷 内)、
実行委員長代理 (星 田)、 事務局長 (杉 原)、
役員 (諸 江、寺田 0角 田「会計」
)
①会場手配・ 附属設備使用契約、グリー クラブとの打
ち合わせ
②チラシ・ポスター 0プ ログラムの作成
③武蔵野市・武蔵野市教育委員会の後援要請
④チケット作成・販売統括
⑤広告協賛社への営業
「受付」 (責 任者谷内)、 轟、町田、東出、山下 (良 )、 太
田、佐川、中村、徳田、菅、小島、秋本 (澄 )、 古賀、
小坂
①入場者 のチケット受け取 り、プログラムの配布、招
待者の案内 (含 車椅子の方)
② 当日売 り
③招待者・親子席の案内
④開演前若干名を残 し会場の整理
「会場」 (責 任者諸江、沖島)り ￨1崎 、彦坂、中根、勝沼、石井、
千田、池田、上条、佐藤、松本
①招待者 (74)。 関係者 (34+遅 刻者用 48)席 の貼
り紙
②来場者の整理 0入 場案内
③会場内の整理
④非常時避難の案内 0不 審者等の警備
「楽屋」 (責 任者小此木、池田 (宏 ))
①楽屋表示 (第 3 武蔵野稲門会本部、第 4 ピアニ
ス ト、第 5 グリークラブ)
② グリー クラブ関係者の案内 (終 了後会場内整理)

「お茶 0弁 当」 (責 任者佐川、中村、小島)
① 昼食・ 飲み物・ 紙 コ ップの手配、楽屋 へ の配布 (終
了後受付)、 回収 (業 者)
② ごみの持ち帰 り、最終チェック
「記録」 (責 任者カメラ 今市、山下 (倫 )、 ビデオ 秋本)
「進行」 (責 任者星田、杉原)り ￨1村 (影 アナウンサー)
① グリー クラブステージマネージャー・ 文化会館担 当
者 との打ち合わせ
② 進行 (舞 台、照明)、 放送内容打ち合わせ
③ 進行、演出の統括
「準備」立 て看板 (玄 関、入 り口 2)、 各表示物、花束 (カ ー
ネーシ ョン 200本 )、 腕章 (30)、 エ ンブレム、
歌詞 (故
郷、花 は咲 く)、 アンケー ト (用 紙、箱)、 校旗・グリー
セロテープ、
クラブ団旗 (舞 台 セット)、 ごみ袋、
鉛筆、
机 0椅 子、CD、 マジ ック
注.グ リー クラブ CD販 売 (グ リー クラブの管理)

2.進 行表

9:00

役員集合、文化会館使用書提出 「ピアノ調律」

9:30

幹事集合後 ミー ティング、役割分担確認、グリー
クラブの受け入れ
プログラムヘ 「アンケー ト」「歌詞」「グリー ク
ラブチラシ」の挟み込み
会場設営

10:00

(9:00‑11:00)

11:00‑12三 30

13:15

グリー クラブリハーサル
開場 (雨 天考慮早め入場)
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13:30

開演
「校歌 都 の西北、 グリー クラブソング 輝 く
太陽」
「第 1ス テージ」〜 グリー クラブ愛唱曲集
「昴」
「紺碧 の空」
「早
「見上げてごらん夜の星を」
稲田の栄光」
「宇宙戦艦ヤマ ト」「乾杯」
「第 2ス テージ」〜男声合唱組曲 「木が風 に」

14:50
20分 )

(休 憩

15:10「 第 3ス テージ」〜寺山修司 の詩 による 6つ の

16:00
16130

うた「思 い出すために」
アンコール〜「斎太郎節」「遥かな友へ、
」
「故郷」「花 は咲 く」〜会場 と合唱〜 メンバーが
カーネーシ ョンを持 って会場へ
終演後カーネー ションをお客様ヘ プレゼン ト
その後 メンバーが入口へ 出て、 3曲 の歌でお客
様を見送 り
会場整理
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入会 につい て
徳 田 直 子 鯛 440法 )

「早慶戦 に魅かれて」
退職 して、両親亡き後、空き家 になっていた吉祥寺 の実
家 に戻 ってきました。 1歳 の時 から 30歳 過ぎまで吉祥寺
に住み、地元 の小学校 に通っていましたが戻 ってみると小
学校 の友達は 2名 しか吉祥寺 に住んでお りませんでした。
数年前か ら武蔵野稲門会 のお誘 いの印刷物をいただい
てお りま したが、 日常 の雑事 にかまけ入会をいた しませ
んで した。
地域 とのつなが りの何 らかの手がか りになれば、 と考
えてこの度入会 いた しました。
私 と早稲田のつなが りは野球好きであった両親 の影響が
大きかったと思 います。父母 ともに早稲田の卒業生ではあ
りませんが、早慶戦が大好きで子供の頃何回も家族で早慶
戦を見 に行きました。学生席 の応援 に憧れ、大学は早稲田
か慶應に入 りたい、とい うのが小さい時からの夢 でした。
夢がかなって早稲 田に入学 してか らはよく神宮に通い
ました。在学中 (昭 和 40年 ‑44年 )何 回か優勝 もあ り、
ちょうちん行列 も経験 したような言
己意があ ります。
今年 の初め、会社 に同期で入社 した早稲田大学応援部
OBの 男性が亡 くな り、葬儀が行われた浅草 のお寺 の境
内で、お別れに応援部 OBが 「青春 はみ どりの風 に …」
と歌 ったので、私 も飛び入 りで一緒 に歌わせてもらいま
した。夢 いっぱいに神宮で応援 していたであろう彼の姿、
そ して同 じ場 にいた若か りし日の 自分を重ね合わせ、感
慨を深 くいた しました。

裕靡

弁護 士
(昭 55年 法学部

第
︒
堀 卒

堀法律 事務所
二東

士会所属 )

〒 105‑0001
東京都港 区虎 ノ門 1‑1‑23 虎 ノ門東宝 ビル 受付 6F7F事 務所
丁EL(代 表 )03‑6206‑1022 FAX 03… 3500‑1013

Email:hori@hori‑lawsjp http://hori‑lawsjp.

17:00
17:30

完全撤収〜文化会館へ報告・ 会場点検
交流会 「添彩」
グリー クラブの幹部を迎え、稲門会 の先輩を交
え交流会を開催、盛会裏に終了 した。

実行委員長 谷 内 隆 衛 (昭 31・ 法)
(日 )に 武蔵野市民文化会館大ホール で開
催 された、武蔵野稲 門会 30周 年記念事業 「早稲 田大学
10月 28日

グリー クラブ in武 蔵野」演奏会は会員皆さまの絶大なる
ご支援、 ご協力 のおか げで見事成功をおさめることがで
きました。あらためてお礼を申し上げます。
また このプロジェク トの開始か ら演奏会 当日に至 るま
での実行委員の皆さんの ご尽力 には、感謝 の言葉 もござ
いません。あ りが とうございました。
ア ンケ ー トに記入 されたほ とん どの方 か ら この演奏
会 は大変良かった"と い う回答を頂 いてお ります。

今回の入会を機 に、地域に住む先輩、同輩、後輩 の方 々
との交流を楽 しみにいた してお ります。
よろしくお願いいた します。

***********
秋 山 紀 子 昭 440文 )
大学を卒業 して四十余年、ひたす ら前を向いて進んで
まい りましたが、還暦を過ぎ、やっと来 し方を思 いや り、
母校を懐 か しむ心境 になってまい りました。
武蔵野稲門会 の催 しに初めて参加 したのは 2008年 の
納涼会で したが、今年 の新年会で遅 まきなが ら入会の ご
挨拶を申 し上げました。谷 内会長をは じめ会員 の皆様 に
は暖か くお迎 えいただきまして、あ りが とうございまし
た。当日ご紹介のあった同好会 のなかで「江戸散策 の会」
がたいへ ん興味深 く、早速入会 いた しました。
今年 10月 にはグリー クラブが武蔵 野市で公演す る と
のこと、私 も稲門会の一員 として学生の皆さんを応援 し、
公演 の成功 に協力 したい と思 ってお ります。 よろしくお
願 いいた します。

立川不動産鑑定事務所
不動産鑑定士 立 り
II
(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
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 /7J̲
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
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川崎大八

(昭 420理 工)

奇数月 の第 二木 曜 日にあ り若手 中心 の会。9月 は 20
日 (木 )午 後 6時 か ら吉祥寺のカヤシマに集合。出席者
の都合 のよい ときに集 る会 だか ら定刻では私 と平野 さん
の 2名 だった。彦坂さんが勤務地 の筑波 か ら駆けつ けて
きて上谷君 も久 しぶ りに参加 された。 グリー クラブ公演
実行委員長 の谷 内さんが見 えて大 きな声で話 してた。 時
間が経つに連れて会は盛んになった。その頃、公園通 り
に事務所 を開いてい る女性弁護士酒井 さんが初参加 し
た。商学部で 4年 の時 に会社法 のゼ ミで研鑽 し一ツ橋大
学 のロースクールで司法試験勉強 して弁護士になった と
い う。佐藤 さんが電話で会が始 まった旨連絡 した らお母
さん も弁護士で早稲田の法学部出身 とい うことで初参加
された。名刺交換や挨拶 してると虎 ノ門で弁護士事務所
を構 えている堀 さんがきた。私 の前 にはラグビー好 きな
池田さんが座 っていて今年夏 の早稲 田ラグ ビーの菅平で
の体 た らくぶ りを話 して くれた。相手 の帝京 はマ ナー、
実力 とも名門チー ムになるとの こと。同 じ早稲田の学生
であ りなが ら神宮の野球は一球入魂のプレー を してるの
に どうした ことか。久 しぶ りの上谷君は忙 しそ うで仕事
の連絡が何回も入 り、 グリー クラブ公演実行委員長の谷
内さん とともには途中、用事で退出 した。築地の鈴木 さ
んやアニバーサ リー代表取締役 の平野 さん も酒井 さんた
ち としゃべ っている。盛 り上が っていた ときに都会議員
の松下さんが武蔵野稲門会員 の菅伸子 さんのご主人の直
人 さん と秘書 の方を連れてきた。直人 さんが総理の時の
伸子 さん とのや りとりの話には一 同笑 った。引けたのは
11時 過ぎだった。
参加者 池田俊雄 上谷修二郎 川崎大八 彦坂真一
佐藤孝一 谷内隆衛 松下玲子 鈴木昭仁
平野秀樹 酒井 幸 酒井 圭 ほか 2名

毎月第 3水 曜 日 18時

角田正三

0422(79)2858

奇数月第 3木 曜 日
カヤシマ 0422(21)6461

寺田昌弘

0ゴ ル フ

美濃隆

0422(43)4019
0422 (54)3122

0カ ラオケ部会

(稲 碁 )会
2、

第 4火 曜 日)

03(3928)8710

山内 巖 0422(54)1475
0マ ー ジヤン部会
種ンヽ 誠
牛込秀 三

0422(52)0680

福

原

〒 105‑0001

7Jtt θ
θβσθηJπ J

4号

虎 ノ門宝 寿 会 館

χ θθβJθ ηJ7Zθ

090‑3204‑4355
〇422 (54)8503

代表

弘
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○も うと早稲田を応援する会
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月 2回 (第

グリー クラブは成功 しま した。原稿あ りが とうご
ざいま した。
川崎大八 (昭 420理 工)

0お 花見 の会

0若 手の会

0口 碁

応援 した。当日はやや風があったもののよい天気で隅田
川を両国橋 〜桜橋 3000mコ ースの早慶対抗 レースを観
戦 した。吉祥寺井の頭線改札 に 13時 20分 集合 して浅
草 に到着 したのがスター トの 60分 前。すでに隅田川沿
いは吾妻橋、言問橋、桜橋 とも見物人 と早稲 田応援の稲
門会 の旗が林立 していたので我 々は吾妻橋か ら応援する
こととした。一 昨年掲げた武蔵野稲門会の旗を再びなび
かせスカイツ リー を背景に記念撮影 してスター トを待 っ
た。一昨年は慶応が事故でスター ト時間に遅れ、昨年は
大震災 とアクシデン トがあったが今年はスケジュール通
りに進行 した。勝負 は例年通 り早稲 田の完勝 と期待 して
いた。両国橋あた りに見える様子が どうもおか しい。早
稲田は焦 っているらしく進行があっちに行 った りこっち
に行 った りしている。慶応は ゴールに まっす ぐ。 とい う
具合 で 3挺 身位離 されて吾妻橋を過 ぎて行 った。橋 の上
か らワセダワセダと応援 した。のち、
早稲田の逆転 と我々
の健康を祈念す るため恒例 の どぜ うを駒形で食 した。
(川 崎大八記)
参加者 梶塚 謙 上条節夫 川崎大八 谷内隆衛
東出重幸 諸江昭雄 山下良二 吉井 滋

○旅行部会

○月例談飲会のお知 らせ
谷 内隆衛

早慶 レガ ッタを応援
大 川 の花 に映 りし應 検歌 昭ユ
4月 15日 (日 )に 行 われ た第 81回 早慶 レガ ッタを
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