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武蔵野稲門会会長に選出されて

この度、前田信昭会長が相談

役になられた後を受けて会長を

お引受けする事になりました。

不束な私 としては責任の重大

さを感 じてお ります。

前田前会長は在任 6年の間に

津田記念公園記念碑の募金活動

や同窓会報の発行や三多摩稲門

連合会 を主催、早明OBラ グ

ビーの開催、大学125周年募金の

推進 と大きな活動を立派に成功

を収められてこられました。

私も会員の皆様から選ばれた

以上、市内同窓生2400余名の為に

全力を尽くす所存であります。

先ず稲門会の活性化を図る施

策として、会員相互の交流の促進

が必要と考えます。具体的には今

まで年一回の総会時にのみ交流

会を行つてきましたが、これを地

域別に小グループの懇談会を週

末の夕方に近くのコミセン等を

会 長 杉 崎 完 夫

利用して、会員の皆さんと幹事が

同じ目線で大学の情報や稲門会

の企画、運営、情報などを意見交

換してゆきたいと思つています。

更に各同好会を通 しての親睦グ

ループの拡大も実現 したいもの

です。その為には補助金の支出も

考えられるでしょう。

既に今年度は地域別稲門会を

吉祥寺地区は 5月 19日 南町コミ

セン、境地区は6月 9日 市民会

館、三鷹地区は6月 30日 西久保

コミセンで実施 して参加者から

活発なご意見ご提案があり今回

の地域別稲門会は好評であつた

ように見られました。この貴重

なご意見ご提案については幹事

会に報告 して会の運営に生かし

てゆく所存であります。

会員から頂いたご意見の中か

ら早速、本年度の総会に実行 し

てゆくプランが出来上 りました

(昭 27・ 商 )

ので、ご報告 したいと思います。

それは10月 20日 土曜 日午後から

わが国エジプ ト研究の第一人者

である吉村作治教授を講師とし

てお迎えし、東急インで特別講

演会をする事が可能 となつたこ

とであります。

丁度本年度は二十一世紀を迎

えた初年度に当ります。当会も

この際、何 とか出来るものから

実行 してゆこうと思つてお りま

す。当会も会員のパソコンによ

る整理やインターネットを利用

した大学、会員との情報交換や

伝達も現在検討中であります。

会員の皆様、どうぞ今後共母

校の125周 年記念事業募金 も含

めて宜しくお願い致 します。そ

して伝統あるこの稲門会がもつ

と良い会になるように重ねてお

願い致 します。以上で就任のご

挨拶 とさせて頂きます。

日時 平成 13年 10月 20日 (土 )

受付 午後3時 講演.午後3時30分

場所 吉祥寺東急イン 3階

会費 10,000円 (年会費を含む)

講師 早稲田大学教授

吉 村 作 治 氏

演題 ファラオの食卓～

エ ジプ ト食 物 語 ～

総会及懇親会 午後 5時20分

吉村作治氏プロフィール

早稲田大学教授 (工学博士)

同大エジプ ト学研究所 所長

略歴 1943年東京都生まれ

早稲田大学第一文学部卒業

カイロ大学考古学研究所留学

早稲田大学人間科学部教授

1999年 3月 同大学より工学博

士号を授与される。

子どもの頃からエジプ ト考古学

にあこがれ、同大学入学後1966

年に日本で初のエジプ ト調査隊

を組織 し、以来30年以上にわ

たつて,調査・発掘活動を行う。

これまでの数々の発見により国

際的に高い評価を得る。

著書  「エジプ ト発掘30年」

平凡社刊など多数ある。
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代表幹事・副会長・そして会長の任期を終えて

昨平成12年 9月 武蔵野稲門会会

長の任期2期6年を終え、杉崎完夫
氏にバトンタッチ致しました。

昭和61年代表幹事をお受けして
から、平成元年副会長、平成6年会

長と歴任 し諸先輩を始め幹事の

方々、会員諸兄姉にお世話になり

大過なく任期を終えることが出来ま
したことを感謝申し上げます。
その間記憶に残る出来事として

は、津田記念公園の記念碑の募金

運動名簿の発行、会報の創刊、三

多摩稲門連合会の開催、ゴルフ・カ

ラオケ等同好会の発足、早明OBラ
グビー戦の実施 125周 年募金協力

等々があり、いずれも全員協力の

成果が会員はもとより他の稲門会

や校友会本部ひいては地域社会
の方々にも喜んで頂けたことと思つ

て居ります。

校友会の地域会は如何にあるベ

きか、関係者が常に悩む命題であ

り他稲門会のみならず他校同窓会

も抱えている共通のテーマで、単な

る親睦会として一年に一度集まつて

前会長

総会・懇親パーティを開くだけの会
から、なんらかのイベントを企画して

母校や地域の為に活動する会まで

種々の手法があるようです。

卒業生のなかには、愛校心が厚
い人、無関心の人と色々の方がい

てこれは各校共通の傾向であり、卒

業生の数に比較して住所不明の人

数が多く会費の納入率が低いこと

に表れています。
武蔵野稲門会も3～ 4年に一度、

校友会本部から送つて頂く在住者

名簿全員に連絡して居りますが、返

事のある方が約27～ 35%、 (宛先不

明で返送が約 7～ 10%)年 会費納

入者・総会出席者は更に少なく、他
の稲門会も同様の傾向を示して居
ることが校友会本部の資料にも表
れており、各会役員の方々も会員

確保に苦慮しておられます。
また、当市の地理的条件として東

京都区部に隣接し三多摩地区で都
心に一番近い位置にあることから、

中央区・千代田区。新宿区等に勤務
の会員が多く、地元で仕事をしてお

前 田 信 昭 (昭 25・ 理土)

られる会員とに三分され、また市内
に多数の企業の社宅。独身寮等が

あり転出入が多いことが会員数掌握
のネックになっておりますが今後とも

本部との連係を密にして会員増強
を目指して頂きたいと思います。

母校早稲田大学も少子化の影響、

教育改革、の荒波に対応し、125周

年事業、新大学院の開設、日本国
内のみならず海外も含む他大学と
の連係・単位の互換、生涯教育、
人丁堀分校の開設、北九州キャン
パスの開校、本庄キャンパスの推進、

等々活発に多角的な活動を展開し

ております。
また伝統ある早稲 田祭の開催を

阻害した学外勢力を含む組織も大

学側の非常な決意の下で序々に排

除されつつあると聞いており、明る
い学園の復活の一 日も早いことを

期待しており、会長を退任しても校

友の一人として母校早稲 田大学と

武蔵野市の地域社会における武蔵

野稲門会の発展を祈ること切なるも
のがあります。

ソロプチミスト会員になって 秋 本 澄 子 (昭 31・ 文)

個人では奉仕活
動は難かしいと考え
ている時に先輩のお

勧めで、国際ソロプ
チミスト武蔵野に入会し10年になり
ます。簡単に会の紹介をさせて戴き
ます。名前の語源はソロとオプテイ
マと云うラテン語で、女性にとつて最
良のものと言う意味です。管理職、
専門職に就いている女性の世界的
組織で、国際親善と理解、友情を通
じて人権を守り、女性地位向上を目
ざしつつ奉仕活動を続ける事を目
的とします。国際ソロプチミスト(SI)

は120ヶ 国、3500クラブ、10万人の会
員を擁する世界最大の女性奉仕団
体です。日本は15,655人 、523ク ラ
ブの大世帯です。1921年 に創立さ

れてから基本 国標は変ることなく世

界各国の会員は6つの奉仕プログラ
ム分野「経済的社会的開発」「教育J

「環境」「保健」「人権・女性の地位」
「国際親善と理解」で活動し特に女
性と子供達の為に生活の向上を目

指しています。ソロプチミストはいか

なる宗教団体や政治団体とも結び
つきを持つていません。「国連児童
基金」「国連婦人開発基金」「世界
保健機構」にも協力しています。国
内では総理府男女共同参画推進連

携会議のメンバーです。
SIの組織はケンブリッジに本部を

置き、世界は4つの連盟に分れ、日
本には北、中央、東、南、西、の5リ

ジョンが在ります。日本東リジョンは

会員2,635人 、96クラブの構成です。
SI武蔵野は会員38名 でここに所属
しています。毎月第二月曜 日第一

ホテルで定例会を持ち、合議の上、
クラブ運営をしています。
連盟今期の活動テーマを検討、

討議し、各リジョンの指針が出され
ています。今期は「思いやりと支え

合い=新しい女性の時代創出へ」
です。女性児童の人権、いのち、く
らしに目を当てて地域にあつた奉仕
活動を具体化して行きます。又、SI

には二つの財団があり奉仕活動を
しています。「ソロプチ財団」は1956

年にソロプチミストアメリカによつて

設立され貧しい人々に対する援助、
あらゆる分野に即応できるプログラ
ムの着手と支援する事です。「日本
ソロプチミスト財 団」は初代ガバ

ナー千嘉代子氏が1979年 に設立

奉仕プログラムに一致する活動を

顕彰事業とし、その救援、寄付活動
をしています。

SI武蔵野は1984年創立、以来国
外奉仕プログラムヘの参加は元より
地域に密着活動を展開してきました。
武蔵野市社会福祉協議会、北町高
齢者センタニtサンメール尚和、花
びら、朝陽拳園、のぞみの家、ガー

ディアン・エンジェルス、ルーマニヤ

幼児エイズ救済基金への寄付等々、
亜大留学生生花救助ボランテイア、
藤村女子中高ボランティアグループ
ヘの助成金、これらの資金も生み出
すため会員はチャリティーバザー、
桜祭りのフリーマーケットと本当に良
く働きます。40代から80代まで、より
よい奉仕の為、同じ目的で活動出来
るのが若さの秘密と任じています。

ご支援を心よりお願いいたします。
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第 6回 ゴ ル フ 会 報 告 鈴 木 常 敏 (昭45。 政経)

当 日はあいに く朝か ら冷た

い雨、ゴルフが出来るとい う楽

しみより、つ らい 1日 になりそ

うだな とい う暗い気分を引き

ずつて、わざわざ迎えに来てい

ただいた渡辺 さんの車に乗せて

いただき、途中小美濃さん宅に

より3名 で一路浦和ゴルフクラ

ブに向かいました。

その日の寒さは特別でした。

手はかじかんでくるし、身体は

芯から冷えてくるし、冷たい雨

は一向に止む気配を見せず、こ

れでもかこれでもかとい う感 じ、

よくゴルフをする私にも、ここ

しばらく経験 したことがないよ

うなつらい経験でしたが、つら

さなど微塵も感 じさせない井上

大先輩の姿に感動 し、なえる気

持ちを奮い立たせて 「これは修

行だ」と自分に言い聞かせなが

ら午前中をなんとか終えました。

余 りの寒 さと冷雨のため、当

日コンペを行つていたグループ

のなかではハーフで競技を終了

し、お昼時に表彰式をしていた

グループがありました。内心、

我がコンペもハーフ競技になら

ないものかと期待をしたのです

が、残念ながらハーフで上がる

気配など全然なし、がつくり !

初参加ですので我侭は言えませ

ん。 とにかく気力を振 り絞つて

残 リハーフを回 りました。結局、

優勝は寒さと冷雨に打ち勝った

轟先輩でした。

表彰パーティは滝本 さんのと

ころでとい うことなので、確か

6:00頃 に伺ったと思います。既

にほとんどの先輩方はおそろい

で、又、ゴルフにはお見えになら

なかつたのですが、杉崎さん、沖

島さん、マダムフォーンのママが

お見えでした。後刻、カラオケが

大好きな根本洋子さんがお見え

になり、大変な盛 り上がりになり

ました。朝早くからつらいゴルフ

をされたはずなのに、意に介せず

大変なパワーで楽 しんでおられ

ました。杉崎先輩がニッカの何と

早稲田大学ネーム入 りの100周 年

記念ボ トルをわざわざお持ちい

ただいて気前よく振舞われてお

られました。それぞれに個性のあ

る方達で私みたいな没個性者は

一人もいません。皆さん歌が本当

に上手、私はバカの一つ覚えでゴ

ルフしか出来ませんが、多芸多才

な方達ばかりで驚きです。本当に

早稲 田出身なので しょうか ?

無芸大食の早稲田野人はいずこ

優勝の轟氏

第 4回早明ラグビーOB戦
平成12年 12月 2日 (土 )。 第 4

回早明ラグビーOB戦が、快晴

に恵れた武蔵野市陸上競技場に

て行なわれました。早明の両校

の武蔵野市のOB会、両校ラグ

ビー部OB会、武蔵野ラグビー

スクールの 5者からなる実行委

員会によつて運営されています。

本年度は、武蔵野市の小中学生

と早明ラグビー部OB選手との

交流ができる企画を数年後に行

う事を視野に入れ、出場選手のサ

佐 藤 孝 (昭560商 )

イン入 り色紙やジャージ等が当

る抽選会も行なわれました。回を

重ねるごとにこのOB戦を心待

ちにするOB選手や市民のラグ

ビーファンの方が増えている様

です。一層の早明両校のラグビー

OB選手と小中学生を含む市民

の方々が一体とならて楽しめる

企画となればと願つております。

(Po S)我 が武蔵野稲門会会員

でもある土屋正忠市長が、スタ

ン ドオフとして何と10分間周囲

の心配をあざ笑 うかの様に元気

にプレーされました。 拍手 |
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昨年 9月 20日 、吉祥寺東急イ

ンにて平成 12年度総会ならびに

懇親会が開催 された。前田会長

によるあいさつ、来賓の紹介の

後、議事へ進み、会務報告、会

計監査報告がなされ、人事案件

において、杉崎副会長が会長に

就任。あいさつの後、中嶋校友

会代表幹事より祝辞をいただき

総会は終了。毒崚三太夫氏によ

る講演会で大いに盛 り上がり、

引き続き懇親会へと進んだ。

杉崎新会長の挨拶、土屋武蔵

平成12年度武蔵野稲門会 総会・懇親会報告

野市長の来賓挨拶の後、佐々木

名誉会長の乾杯で会が始まり、

近隣稲門会代表祝辞、同好会募

集、校歌斉唱、田中元会長の万

歳三唱で閉会 した。 (沖島記)

く出席者〉

〔来賓〕中嶋宏校友会代表幹事、

口元周策同事務局長、土屋正忠

武蔵野市長

〔近隣稲門会〕内田順也 (昭 島会

長 )、 桜山隆一 (国立会長)斎藤

英一 (小金井会長 )、 西村弘 (小

平会長 )、 榎本信行 (立川会長 )、

大岩泰世 (同幹事長)、 浜野重雄

(田 無会長 )、 笠原昌夫 (調布会

長 )、 堀竜之介 (同副会長 )、 大

西幸夫 (東村山会長 )、 中井弘 (保

谷会長 )、 小林茂 (多摩会長 )、

接田弘 (同幹事長 )

〔会員〕67名

記念事業募金
早稲田大学創立 125周年

記念事業募金にご協力 を

お願いいた Lま す。

一口 10′ 000円

(10′ 000円未満でも可)

今年度募集期間

平成 13年 12月 末日まで
お振込先

郵便局振替口座

加入者名 早稲田大学創立
125周 年記念事業

募集口

口座番号 00140-0-177276

もしくは

加入番号 武蔵野稲門会
口座番号 00 H O-7-173626

0●00
2001年 を迎え、会報を “横書"

“二色刷 り"“紙質変更"等モデ
ルチェンジをしてみました。

役 員 名 簿 (幹事会)(平成148月現在)

杉崎 完夫
小美濃 隆
轟  常爾
根岸 俊吉
福原  弘
寺田 昌弘
佐藤 孝一

秋本 澄子
古賀あつ子
江口 恵賀
大石  仁
沖島 祥介
唐沢かづ子
菅  伸子
小坂  強
佐り|1 素子
滝本 尚男
中村 幸子

(卒年 )

昭27 商
昭31 法
昭30 法
昭28理工

昭44 法
昭36理工

昭56 商
昭31 文
昭39教育
昭37 商
昭51政経
昭51教育
昭34 文
昭45 文
昭36 商
昭44教育
昭38 法
昭39教育

〈〓〈本拳舞
舞
舞
講

会
副
卍
庶
庶
庶
会
監
監
幹

長

長
長
事

事

事

事

事
査

査

事

幹

(卒年 )

事  中村  誠 昭52 商
滑川 洋一 昭34 文
堀  裕一 昭55 法
冨留宮照男 昭24 商
山下 倫一 昭46 商
渡辺 吉章 昭51理工

勝倉 啓仁 昭31 商
五所 愛子 昭37 文
‐川崎 大八 昭42理工

役 :田中 雄一 昭19政経
役  井上 俊雄 昭24政経
役  前田 信昭 昭25理工

問  重松 和雄 昭16理工

問  有田 六郎 昭17 商
問  辻本 謙市 昭32 商
問  山本富士雄 昭34理工

談
談
談

相
相
相
顧
顧
顧
顧
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す。

彫
唯
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。
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△
〓
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逝

同好会へのお誘い

入会ご希望の方、ご意見の

ある方は左記へお問い合わせ

下さい。皆さまのご参加をお

待ちします。

1。 ゴルフ同好会 沖島祥介

奮 0422(52)0680
2◆ カ ラオケ部会 堀 裕一

雷 0422(22)0631

3。 旅行・ハイキング・写真

部会 杉崎完夫

雷 0422(42)3878
囲碁・将棋・麻雀・ボー

リング部会  渡辺吉章

80422(20)0204
同好会スペシャル (何で

も来い会)  小坂 強

80422(47)8438

4.

5。

(小美濃記)

叫織工ＦＡＸ

第
皆
下

以降の編集のため
のお知恵 をお寄せ

0422(21)9976

ご意見募集


