平成27 (2015) 年6月1日

武蔵野稲門会報

第32号 （1）

早 稲 田 大 学
発行 武蔵野稲門会

平成27(2015)年６月1日

第32号
WASEDA BEAR

武蔵野市吉祥寺北町3-8-8
山 内
巖
TEL 0422(54)1475

©2000 WASEDA UNIVERSITY

会長からみなさまへ

武蔵野稲門会会長

やまのうち いわお

山内

巖（昭43・理工）

昨 年 度（26 年 度 ） 私ど もは 東 京 三多 摩 支 部 の
幹事稲門会を三鷹 稲門会とともに 12 年ぶりに務め
ました。お蔭 様で、会 長 会、支 部大 会を成 功 裏に
終えることが出来、大学、校 友 会 から高い評 価を
受けております。
会員の皆様には大変感謝申し上げます。
また、武蔵野稲門会のホームページがこの１月から

リニューアルされ、たくさんの情報が発信されるよ
うになりました。同好会やイベント開催などの情報、
大学や近隣稲門会とのリンクは勿論、会員の情報も
取り込み、タイムリーに掲載しています。
是非、会員の皆様にご活用いただき、広くＰＲにも利
用し、会員増強活動の一助となることを願っております。

「平成 27 年度

総会」のお知らせ

期日
会場

武蔵野稲門会

2015 年 6 月 6 日（土）11:00 － 16:00
武蔵野スイングホール（ＪＲ武蔵境駅 駅前） 11 階 レインボーサロン
総会 ①平成 26 年度活動報告・決算報告 ②平成 27 年度 活動計画・予算提案 審議
③会長選出
講演「日本人の心を揺さぶった早稲田の杜の詩人たち」－何故早稲田の中退者は成功するのか？－
講師 西原春夫（早稲田大学第12代総長）
会費 5,000 円

12 年ぶりに担当の三多摩支部大会は大成功
校友会東京三多摩支部の大会が 2014 年 11 月９日に吉祥
寺東急インで開催された。三鷹稲門会とともに武蔵野稲門
会が 12 年ぶりに担当。200 名超の校友にご出席いただいた。
記念式典では、鎌田薫 総長 ･ 校友会会長から博士号授
与問題について詳細な説明があった。記念講演は高井正
俊 臨済宗建長寺派宗務総長による「日本人の心を育てる
ために」
。高井師の飾らない話しぶりと、我々が忘れがち
な「お互いさまで」の心を呼び起こされる内容に感銘を
受けた、との感想が多く寄せられた。
休憩時間には麦居展子会員がピアノ演奏を披露。鎌田

総長との記念撮影は行列が
できるほどの人気だった。
福田晴美常任幹事・諸江昭
雄会長代行コンビの懇親会
司会は「ソフトで良かった」
と好評をいただいた。
高井正俊師の記念講演
この大会の開催にご尽力
いただいた三鷹稲門会の亀谷会長・河瀬代表幹事をはじ
めとする幹事各位、そして武蔵野稲門会の皆さまに心か
ら感謝申し上げます。
（杉原 鉄夫 昭41・理工）

続いて、新会員の詫摩太郎さん、西村 翠さん、山口光
朗さん、ゲストの小島明夫さんの紹介。乾杯の音頭は東
２月８日（日）
、武蔵野スイングホール 11 階のレインボーサ 出重幸さん。土屋正忠さん（衆議院議員）が「約 30 年前
ロンにて、
恒例の新年会が開催され、
雨のなか 68 名が出席。 の武蔵野稲門会発足の時に比べ、今は倍の会員数に発展。
今回は出身学部毎にテーブルを囲みました。まず、山内 巖 更なる発展を願います」と激励の言葉。角田正三事業委
会長が「昨年 6 月に始まった委員会制度が機能してきてお 員長が「新年会、総会、納涼会の三大行事は当委員会が
り、この会も事業委員会が準備をしました」と新年の挨拶。 担当」と説明。司会から、リニューアルしたＨＰ（広報委
員会が運営）活用のお願い。そして、
13 ある同好会のＰＲ。
鈴木康之さん（岩波書店）から新刊「早稲田大学」の紹介。
諸江昭雄さんのリードで「都の西北」大合唱。駆けつけ
て下さった邑上守正さん（武蔵野市長）のスピーチ。最後
は「紺碧の空」を謳い上げ、散会となりました。
雨も上がり、今年の武蔵野稲門会は大いなる飛躍をす
べくスタートしました。
（彦坂 眞一 昭48・理工）

平成 27 年 武蔵野稲門会 新年会
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武蔵野稲門会の未来に向けて
出席者

＝若手会員による座談会＝

志村 一篤（平 21・人間科学）
アレテー 代表取締役
髙橋 明希（平 21・商 ビジネス専攻） （株）武蔵境自動車教習所
野本 好朗（平 23・文）
のもと祭典 代表
司会

德田直子（広報委員会）

司会 当会は 60 代以上の男性が 70％を占め、若い人と女
性がとても少ないという課題を抱えています。組織
拡大と活性化の方策を聞こうと、３人の若手にお集
まり頂きました。入会の動機や、
「若手の会」に顔

平成 27 年４月６日

志あわせ

「子育て支援に稲門会の力を」
志村

会員になって良かったな、と思うことがあるかど
うかですよね。お子さんを呼び込むような子ども
向けイベントなどをやるとよいかなと思います。

野本 『早稲田学報』に各稲門会の活動が載っていて、

僕は両親が近くにいないので、そういう会があっ

僕はどこか稲門会に入りたかったので、始め三鷹

て、年長者と子ども達が触れ合えるのは大切だと

市民なので三鷹稲門会のホームページを見て、そ

思います。妻と共働きですが、どうしても休日も

のあとお隣の武蔵野稲門会を見たところ、大勢で

子ども中心の生活になってしまうのです。例え

楽しそうだったので、会長に電話して入会させて

ば、私の親世代の方が１時間か２時間、子どもを

頂きました。

預かって昔のコマ遊びでも教えてくれるところが

去年の納涼会に初参加して、
「若手の会」世話役

あればお願いしたいですね。

の堀さんにお声がけ頂き、
「若手の会」にも入り

野本

例えばコミセンで日を決めてこういうことをや
る、というのも良いかもしれませんね。

ました。

結構、地方から出てきている人が多いですからね。

私は丸３年ですね。グリークラブ演奏会の後、谷
内前会長の奥様が当店に来られ、グリークラブの
パンフレットを持っていらしたので、
「今日何か
あったのですか、私も稲門なんですよ」というこ
とで入会させて頂きました。
「若手の会」は一昨
年の新年会で、堀先輩、中根先輩にお誘い頂き入
会しました。今、若手の会を「カヤシマ」さんと
うちとで交互に開催して頂いています。

髙橋

於

代表取締役社長

■会員を増やすには会員になるメリットが大切

を出すようになったきっかけからお話しください。

志村
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稲門会があるのは大学院のときから知っていまし
た。会員になったのは３年前で、卒業して３年ほ
どでした。早稲田がすごく好きで２年間通ってい
たのですが、とても楽しくて、基礎を作って頂い
たということもあり、そこで縁が切れるのが寂し
くて、何かないかと探していたら稲門会が武蔵野
市にもあると知りました。調べてみたら、衆議院

私もそうですけど。
志村

稲門会で受け皿作りをしてもらえるとありがたい
ですね。

髙橋

託児所でなくても 塾はいいですよね。早稲田っ
ぽいですよね。

志村

そうしたら、会員にとってもメリットになると思
います。稲門会の皆さん知識が豊富ですし。

司会

世代間交流になるし、みなさんの個人で培った能
力も生かせるしかもしれませんね。

野本

それこそ、地域貢献ですよ。

髙橋

子どもさんが熱を出したとか、具合が悪い時に病
院に行きたいけども、歩いていくのは大変とか、
混んでいたら嫌だなとかいうことはよくあるので
武蔵野市や近隣の病院の予約状況などが判り、電
話すると稲門会のこの事業に協力して登録してい

議員の土屋さんや市長の邑上さんをはじめ、よく

る方々が送迎してくれる、というようなシステム

会社にみえる方達も会員だと知りました。

があるとよいですね。

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 6F・7F
TEL（ 代表）03-6206-1022 FAX 03-3500-1013

Email:hori@hori-laws.jp

http://hori-laws.jp.

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

アコー

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 -1 1 -2 2

（中央線
「武蔵境駅」
北口本町通りアコービル1F）

TEL 0422-51-3050 FAX 0422-51-3057
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髙橋

そうすると、うちの車、貸しますから。民間救急

志村

車みたいな感じで。ちょうど、私の会社で送迎バ

髙橋
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勿論。勿論。
やる気のある学生さんを集めて行うビジネスマッチ

スを始めたのですよ。運転する人はいくらでもい

ングにも関心があります。私は４代目ですけど、野

ますから。その人達に指示を出すオフイスがあっ

本さんも志村さんも起業されているので、そちらの

て、そこからの要請でうちの社員が行く、という

社員さんと合同で研修をするのも面白いと思います。
司会

方法もあります。

就職前にインターン

司会 それは確かに会員

制度みたいなものをやって

メリットにも地域

もいいかもしれませんね。

貢献にもなります

髙橋

ね。皆さんのよう

シップの受け入れをして
いまして、近隣の大学か

な 世 代 の 方 々 が、

ら。この７月に、台湾か

まだまだ子育ての

ら の 留 学 生、 日 本 語 を

環境でご苦労され

話せる留学生のインター

ていることがよく

シ ッ プ を 受 け 入 れ ま す。

わかりました。

野本

髙橋

「学生の就職先と採用側のマッチングを」
髙橋

私、結構インター

司会

らうれしいな。
司会

私が望むのはビジネスマッチング、採用です。私
達みたいに中小企業が早稲田の学生さんを採用す

早稲田の学生さんが来た

志村

今、髙橋さんがおっしゃったことは、学生さんに
とっても経営者にとってもメリットがありますね。

髙橋

大手に勤める、チェーン店に勤める、それも良いの

るのはなかなか出来ないし、早稲田の学生さんに

ですが早稲田のカラーとしては自分達で何かをする

認知してもらう方法がないのです。中小も、やる

という『進取の精神』が校風としてあるはずだから、

気のある人材が欲しいのです。

そういう人材を育てたら素敵でしょう。今、採用す

司会

地域の会社説明会が出来ると良いですね

るのが本当に大変です。良い人材がいない。

髙橋

欲しいですよね、早稲田の卒業生を。たくさんい

志村

基本的に大学卒ですか。

らっしゃいますか？

髙橋

大卒です。

僕のところは一人とか二人で、まだこれからです。

司会

早稲田にも求人票を出すのですか。

去年始めたばかりですから。

髙橋 『マイナビ』に。早稲田とかには出せないです。

野本
志村

私が役員をやっている「料飲稲門会」は、そうい

あそこは大手だけですから。資本金がいくら以上

うこともやっています。人材不足なので、早稲田

髙橋

とか、上場しているとか

祭でプロモートしたり、学生サークルにアプロー

志村

中小企業は面白いのですけどもね。絶対ね。

チしたりしてそのまま採用に結びつけるような活

司会

やりたい人はいると思いますけど。

動をやっています。

髙橋

でも、行かない理由もわかります。親は早稲田ま

それがしたい。今後、自動車教習所業だって変わら

で出してなんであんな中小企業なのと。もし、私

なければいけないし。本社を変えたいので、教習

が親の立場だったらそのように言ってしまうかも

所業から脱皮してどのように事業を再構築していく

知れないです。

かということが私の研究テーマなのです。この秋か

司会

稲門会でも、地域で活躍されている企業の皆さん

ら留学する米スタンフォード大学の。そういうふう

と学生との橋渡しのような活動が少しでも出来た

にやれば、社内ベンチャーだったり、早稲田の卒業

ら良いと思います。

生に「社長やりたい人」というように呼びかけてやっ

今日はお忙しい中お集まりいただき 貴重なご意

てもらってもいいですよね。
「店長やりたい人」とか。

見をありがとうございました。

家族葬専門葬儀社
のもと祭典
代表

野本

好朗

（平成 23 年文学部卒業）

〒181-0002 東京都三鷹市牟礼2-9-8-201
ＴＥＬ 0422-57-7876（24 時間 365 日受付）
ＨＰ http://www.nomotosaiten.com/

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

この座談会出席者は 当稲門会「若手の会」のメンバー
です。
「若手の会」は、現役で仕事をしている若手会員
を主体に偶数月の第３木曜日に行なっている飲み会兼情
報交換会です。
企業にお勤めの方々も多数参加しておりますが、今回
はスケジュールの都合で経営者の方々にお集まりいただ
きました。
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当稲門会
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常任幹事の太田資暁さんが４月 18 日、

狛江稲門会総会で「江戸城天守を再建する！」を講演。
室町時代の武将である太田道灌（18 代目が資暁さん）
によって江戸城が築かれた歴史的経緯に皆さんが
感銘を受けました。
（杉原

参考

鉄夫

昭41・理工）

http://npo-edojo.org/

■ 武蔵野稲門会

クラシック音楽同好会

第 2 回コンサート

3 月 1 日「吉祥寺南町コミュニテイセンター 地下

プログラムはオペラアリア、カンツォーネ、シャ

ホール」にて同好会々員によるコンサートを開催し

ンソン、歌曲、日本歌謡、フルート独奏。聴衆約 100

ました。

名で盛況でした。
〈出演者〉
福田晴美（司会・フルート演奏）
麦居展子（ピアノ伴奏）
東出重幸（ハイバリトン）
小坂強（テノール）
山本富士雄（テノール）
稲田正康（テノール ― 賛助出演・早混稲門会）

（山本



★

ホームページをリニューアルしました

武蔵野稲門会のホームページ（ＨＰ）をリニュー
アルし、2015 年１月から運用を始めました。
年２回発行の会報では充分にお伝えできなかった
各種活動状況について、リアルタイムで発信してい
きます。ＨＰは、パソコンだけでなく、スマホ、タ
ブレット、携帯電話でも、ご覧になれます。
［ ht t p : // mu s a s hino -to u mo n.inf o ］
です。「お気に入り」に登録しておくと、次からは直
ぐに呼び出すことができます。
ＨＰは、次の点を配慮して制作、運用しています。
１）一般のＨＰより、文字のサイズを大きくし、読
み易くしました。

食事とお酒
佐藤孝

昭39・理工）

★

２）会則から日頃の同好会活動まで、幅広い項目に
対応しました。
３）リンク機能を活用し、ワンクリックで目的画面
が開きます。
また、演奏会、展覧会など会員個人の活動情報も
ご紹介しますので、メールで
［ in f o @m usash in o - t o um o n .in f o ］

ＨＰアドレスは、

〒180-0004

富士雄

カヤシマ

一（昭和56年商学部卒）

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-9
吉祥寺第一ホテル前

Tel 0422-21-6461
http://www.e-kayashima.com

までお寄せください。
このＨＰを通じて稲門会活動の輪がより広がりま
すよう、皆さまのご支援ご協力をよろしくお願い申
し上げます。

〈広報委員会

委員長〉
（彦坂

眞一

昭48・理工）
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新会員自己紹介
武蔵野への想い再び

趣味は舞台鑑賞と F1
にしむら

西村

みどり

日本史学科卒業です。卒論は
後藤淑先生のご指導で「外来文
化の流入」
。よく理解できないま
ま内侍所御神楽について調べま
した。今読み返しても、何が書
いてあるのかさっぱりわかりま
せん。ただ、神楽歌などは好き
で、退職後は宮内庁式部職楽部
のおっかけ状態です。仕事はおもに教材の製作をして
きました。今もたまに仕事をしますが、ふだんは勝手
なテーマを見つけて研究しています。趣味は舞台鑑賞
と F1。空気の動きを眺めているのが性にあっているよ
うです。自分で作業をするのは表装ぐらいです。稲門
会を知ったのは、徳田直子様の妹さんが中学の同級と
いうご縁からです。不出来な卒業生で恐縮ですが、よ
ろしくご指導、おつきあいをお願い致します。
旧姓は田村（たむら）です。

元気一杯の諸江先輩との再会に感激！
たくま

詫摩

こじま

翠 （昭48・文）

吉祥寺で育ち、終点は西久保
ふるかわ

太郎 （昭41・理工）

むさしのFJ司法書士法人
代表 山本 好（昭45年法学部卒）
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

明夫 （昭46・理工）

吉祥寺で生まれ育ちました。卒業後、勤務の関係で
神奈川県秦野市に住み現在に至ります。入会のきっか
けは、井上良一氏（義兄、文学部卒、吉祥寺在住）か
ら本会の話を聞き懐かしくなり、何かと武蔵野地区や
早稲田とのつながりを持ちたいと思ったからです。仕
事では長年『ものつくり』事業に携わっておりました。
その間、自転車やアウトドア、日曜大工などの郊外形
趣味や、クラシック音楽の鑑賞など細々と続けて参り
ました。リタイアした現在、武蔵野の面影や文化の香
りを求めて中央線沿線を
度々自転車で散策し青春
時代を懐かしんでおりま
す。本会を通じ武蔵野の
地とのご縁がますます深
まることを楽しみにして
おります。遠方ですが宜
しくお願いします。

たろう

昭和 41 年卒業後三菱商事に入社、発電プラントを担
当し、コーラス、バレーボール、テニス部等に入部し
ました。東京都麻布生れですが、Ｓ 42 年に千葉県流山
市に移り住み約半世紀近くを過した後、昨年夏、井の
頭５丁目に引越して参りました。平成５年に千葉稲門
会に入会し諸江先輩と出会いましたが、私が現在も司
会を勤めている稲毛の歌声喫茶にはご夫婦でよくお見
えになりました。平成 12 年の流山稲門会設立に協力し
たことから、同会会長を約
７年間務め、現在も顧問と
してカラオケ並びに株式同
好会の会長を務めておりま
す。この度諸江先輩と再会、
当会の素晴らしい活動ぶり
をご紹介戴き、大変感動し
入会を決意しましたので何
卒宜しくお願い致します。

あきお

小島

古川

ゆ

り

百合 （昭18・9月・文）

早大・成蹊・ピアノと３つ重なる同門のご縁で、南町
の秋山紀子様に仲介をお願いして、今春「武蔵野稲門会」
に入れていただきました。私は小学校の４年の時に「北
多摩郡吉祥寺村」の住民となり、昭和 42 年に三鷹へ引
越し、
平成 17 年に武蔵野市に戻り、
西久保の有料老人ホー
ツイ

スミカ

ム「敬老園」を終の棲家と定めました。趣味は「下手の
横好き」でピアノと歌ですが、現在 96 歳、もう何も出
来ません。職業は都立西高校で
英語の教師を定年まで勤めまし
た。亡夫古川晴風は早大文学部
などで、またひとり娘の中村里
弥子（旧姓古川）は同じく早大
の図書館で、それぞれ定年まで
勤めさせて頂きました。
「早大
一家」です。どうぞよろしくお
願い申し上げます。
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川柳「稲穂会」

・物余り敗戦当時いまいずこ

行事予定





・喧嘩する女房ありて恙無し 
・褒め言葉子に言はざるを犬に言ひ

・終活や墓地を定めて一安心



・次々と財布に溜まる診察券

・バス旅行ビール配って様変わり 

俳句「稲穂会」

・蕗の薹土のもぞもぞしてゐたり





・猫の恋犬は薄目を開きおり 
・桜餅妻の言う事すべて「うん」 

・残照や川面の風に秋惜しむ



・信濃路の地酒に添へて蕗の薹

・新しき鉄路の春や古都の街

納 涼 会


市川

強

毅

小美濃隆

小坂

星田正風

諸江昭旦

太田資暁

中村幸子

池田宏治

毅

山口一夫

市川

橋本直樹

星田正風

編
集
後
記

ＨＰと連携するようになりこの会
報の内容も少し変えてゆきます。
今号では「若手会員の座談会」を
掲載いたしました。皆様のご感想
をお聞かせください。
（德田）

平成 27 年度武蔵野稲門会費 2,000 円を下記郵便振替口座へお振込みください。

会費納入のお願い

加入者名：武蔵野稲門会

〇テニス部会
月２～３回
立川 勲 090-5497-9954
松本 誠 090-3204-4355
〇三水会
毎月第三水曜日 18 時～
諸江昭雄 080-1060-7291
片岡冬里 090-9640-7202
谷内隆衛 080-6814-1868
〇若手の会
偶数月の第３木曜日
堀 裕一 090-3212-0052
〇囲碁（イナゴ）会
毎月第二、第四週の火曜日、
中央コミセン
寺田昌弘 03-3928-8710
〇ゴルフ（平野杯）部会
年２回（春・秋）
堀 裕一 090-3212-0052

口座番号：00150-8-190961

〇旅行部会・お花見の会
旅行部会：年１～２回
お花見の会：４月
角田正三 0422-56-3162
諸江昭雄 080-1060-7291
〇カラオケ部会
奇数月の第４水曜日
18 時～ 22 時
山内 巌 0422-54-1475
〇マージャン部会
偶数月の第２土曜日
松本 誠 090-3204-4355
牛込秀三 0422-54-8503
〇もっと早稲田を応援する会
箱根駅伝、レガッタ、野球、
ラグビー、など
川崎大八 090-6305-3275
諸江昭雄 080-1060-7291

〇クラシック音楽同好会
年２回コンサートを開催
山本富士雄 0422-21-3950
〇江戸散策の会
年２回（4月、10月）
東出重幸 080-1226-6554
〇俳句・川柳の会
俳句「稲穂会」
：２ヶ月毎
星田 正 0422-53-5436
川柳「稲穂会」
：３ヶ月毎
太田資暁 0422-20-1705
〇温泉と景観を楽しむ会
年２回程度（１泊２日）
中山美代子 0422-22-8862
徳田直子
0422-43-2773

同好会入会お問合せは各世話役へ。詳細は、武蔵野稲門会ホームページをご覧ください。
http://musashino-toumon.info/information.html （注）同好会ページが直接開きます。

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1番23号 虎ノ門東宝ビル3階
TEL 03(3597)5755 FAX 03(3597)5770

公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会会員

立川不動産鑑定事務所
立

川

勲

代表・不動産鑑定士
（昭和39年法学部卒。
東京簡易裁判所司法委員）
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町3丁目7番16号
ＴＥＬ ０４２２－２２－３９３５
ＦＡＸ ０４２２－２２－３９４５

E-mail : isao.tachikawa@nifty.com
H P : http://trea.jp

