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ご挨拶とマイドキュメント

会 長  小 濃

皆様こんにちは。昨年の総会に

は87名 の会員がご出席下さり、楽

しく会員相互や副総長をは じめ

とす る大学関係者並びに近隣稲

門会や市長、職員その他来賓の

方々と交流が行なわれ盛会裡に

終えることが出来ましたこと、そ

して会の円滑な運営のため年会

費の値上げをお願い申上げま し

た ところ多 くの会員の方々か ら

賛同と励ま しのお言葉をいただ

きましたことを御礼申上げます。

校友の皆様の大学に対す る想
い、当会に対するご支援を胸に今

後 とも皆様 とともに同好会活動

等会員相互の親睦・早稲大学の発

展に寄与・地域社会への貢献をは

からて参 りたいと存 じます。

さてマイ ドキュメン トですが

私はこの ところ世界 三大滝見学

同好会への御案内
皆様の入会歓迎。

(1)ゴルフ同好会―渡辺吉章一

〇422(20)0204
初対面の人 と親 しくな り、健

康 と若 さを保つ ゴルフに参加

しませんか。

(2)囲 碁一寺田昌弘丁

03(3928)8710
碁の本 を読み始めたばか りの

人か ら日本棋院六段の実力者

まで月 2回のペースで

校友の皆さま !!

早稲田を応援する会
一庄司駿一―

0422(54)3858
野球早慶戦や ラグビー早明戦

を神宮球場や国立競技場で観

戦応援 しま しょう。

旅行部会
一小美濃 隆―

0422(21)9961
-轟 常弥―

0422(22)3025
H16.10.17第 12回 ゴルフコンペ
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を目途 してきました。ナイアガラ、

イグアスと終 り今年はビク トリ

ア滝を、 と云 うことで 2月 5日

(土 )に 出発 しました。成田から

香港経由で南アフリカ、ヨハネス

ブル グまで と云 うフライ トで し

たが香港― ヨハネスブルグ間 (13

時間)は南アフリカ航空でしたが

ラテ ン系 のエ キゾチ ックでス

ポーツマンタイプの色黒美人 と

隣席になり、スチュワーデスさん

と英語でベラベ ラとやつていた

ので外人だ と思つていた ら日本
の週刊誌を読み始めたので 日本

人だと判 り、美人とみるとす ぐに

声をかけた くなるのが悪い癖で

あつかま しくも南アでゴルフと

かテニスでもや るんですか と尋

ねた ところ 2月 11日 ～ 13日 に南

アで開催 され る第 1回女子 ゴル

フW杯 に宮里藍選手 とペアで出

場す る北 田瑠衣選 手 のマネー

ジャーかキャディらしい と云 う
ことが判ったので、そこでまた私
の ミーハーたる所以ですがまた

またあつかま しくも北田瑠衣選

手とツーショットの写真を撮 り、

サインをもらいました。1週間も

前に現地に入 るとはさすがプロ

だな と思つて旅行中も気にかけ

ていたのですが帰途香港空港で

優勝 したのを知 りました。北田選

手は終盤プ レッシャーか ら崩れ

かかったようですが最後にはふ

んばり優勝。現地の新聞にも両選

手の記事がデカデカと出ていて、
これもうれ しいことでした。

今年から総会は、6月 に変更されました。

●演題

講師

●演題

講師

「ホリエモンと越
え
るか株価?」

l‖ 崎 大ノヽ 氏 (昭和42年理工学部卒、証券アドバイザー、

「稲門女性ネッ トワーク (丁WN)あ れこれ」

山内 杏子 氏 (昭不□45年法学部卒、本会会員)

平成17年 6月 11日 (土 )

午後 4時 より開会

吉祥寺東急イン 3階
総会後懇親会

10,000円

(4)
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一士戸
一

菱一〈
〓
一

俳句のおもしろさは一何でも

同 じで しようが一その段階段階

に応 じて作句 も鑑賞 も楽 しめま

す。季語のもつ歴史、伝統、文

化、一語一字の働 き、言葉の リ

ズム、調べ、小 さな草花にまで

名があ り咲 く季節のあること等、

一期一会の尊 さが身に泌み、心

優 しくな ります。

多 くの方々か ら作品の感想 を

寄せて頂きま した。い くつかを

鑑賞文また説明を交え紹介 させ

て頂 きます。 (季語 に傍線 を引

きま した。)

本の雪こころの大に欅 立ち

ライオンに貰ひし本の久仲かな

あめんぼの大きな水輪空海 `已

空海忌は陰暦二月二十一日、真言

宗の寺では御影供が営まれる。あ

めんぼが広げる大きな水輪と空

海忌の広げる大きな空間との響

き合いがおもしろい。(評 )

空腹も身軽のひとつ夏雲雀

鯉に鯉′∫ミつかり夏の来たりけり

この句を作つた大分後、鯉は桃の

花の頃跳びはねるようになり、あ

やめの咲く頃産卵期を迎えるこ

とを知 りました。金子兜太氏に無

季の句ですが、「谷に鯉もみ合 う

夜の歓喜な奪」があります。
ぷちぷちと茄子を太らす狐雨

甲斐が嶺は石器の夫り秋1又め

秋収め=収穫の終つた後の祝い

の飲食

ショールかけてもらひ大きな夕日かな

映画のシー ンのよ うなこの夕

日の暖かさ、人のあたたかさが

見事。 (評 )

白鳥に近づき我も翼持つ

考ふる前 をすい―と寒の鯉

寒鯉の本意は餌もとらず水底

に半冬眠状態にいる鯉。肉は脂

がのって美味。そんな重々 しい

寒鯉 が私の前をすい― と過 ぎ

るのを見て、身も心も軽 くなり

ました。暖かな日差 しがありま

した。

最後に詩人 とし俳人として高

名な清水哲男氏が、インター

ネ ッ ト歳時記で採 り上げて下

さった一句と鑑賞文を紹介させ

て頂きます。

金 目鯛手に黒潮の迅さ言ふ

見事な金 目鯛を両手に抱える

ようにして、嬉 しさを隠しきれ

ないのだ。周 りの人も感嘆して

いる。でも漁師は腕前をス ト

レー トに自慢するのは照れ臭く、

「黒潮の迅さ」を言つている。

つま り如何に困難な条件下に

あったかを言 うことで腕 自慢を

している。私には日焼けした漁

師の表情までも日に浮かぶ。職

人肌の人は概ね照れ屋で自慢も

婉曲である」 (以下略)

一冊を仕上げ今迄の俳句に一

区切 りつきました。句集のお蔭

で素晴 らしい 「出会い」に沢山

恵まれ、そ うした中でいろいろ

教えて頂きました。俳句の究極

は 「平明にして深い一句」にあ

るようです。 自然との人との出

会いを自分の言葉で詠 うのが俳

句 と信 じ、長いであろう人生を

豊かにしてゆきたいと思います。

会員の中村幸子さん (昭 39・ 教 )

の句集 「笹子」が角川書店から

出版 されました。

句集 「笹子」 上梓 して

中村幸子

今年一月十五 日、初めての句

集 「笹子」を角川書店より上梓

しました。俳句を始めて十九年

程になります。友人の強い勧め

で入つた道ですが、今 日迄続い

ているのは、私が好奇心が強く

夫との二人暮 しで時間的に余裕

もあつたからでしょうが、何よ

り師、先輩、句友に恵まれ、同

好の者同士の切磋琢磨の場に恵

まれ、励ましを頂いてきたから

と思います。

十九年間の作品凡そ千四百余

句、その中から三百二十三句を

もつて一冊としました。選をし

ながら一句一句に自然との、人

との出会いが思い出され、作品

本位を心がけながらも出会いに

重きを置いた句集 となりました。

「笹子」は冬の鶯のことです。

春 の 朗 々 た る声 とは違 い 、

「チャッチャッ」と舌打ちに似

た力強い地鳴きです。これは鶯

の幼鳥が鳴き習っている声では

ないかとも言われ、十二月生れ

の寒がりの私は、春遠からじと

力づけられてきました。また郷

里甲府への途中の笹子峠の地名

にも通 じると思い句集名 としま

した。

富 永 澄 男

(昭和28年政経学部卒)

東京都武蔵野市吉祥寺南町 1-17-3
0422-48-4651

弁護士 原
牲学部卒。東京弁護士会所属 )

弘
(日召不口44

丁 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

東京カレッジ法律事務所
TEL 03(3597)5755
FAX 03(3597)5770

福
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〈音「 蒲彗 重力〉
(ゴルフ+碁 +ス ポーツ)

○一スポーツを観戦・応援する会一

では、パ 0リ ーグプレーオフ、伝

統の早慶戦、早明ラグビーOB戦、

そして新年の箱根駅伝当日の懇親

会に参加しました。

スポーツ三味
-3つの観戦雑記

中山 翠 (昭590文 )

私は昔から、プレイするのも見

るのも、スポーツ大好き少女だっ

た。 (今 はおばさん、残念 !)体
が大きいとか、足が速いとか、ず

抜けて運動神経が発達 している

わけではないので、いろいろな種

目にチャレンジしては、自分の資

質の限界を知って、そのスポーツ

から撤退 してきた。その典型がゴ

ルフである。それでも、今年のな

るべ く早い機会にナマ藍 ちゃん

や さくらのプ レイを見に行きた

いとは思つている。

唯一晴れがましくもあり、実は

はずかしい思い出がある。都立西

高在学中、神宮プールでの高校選

手権で、8位 になつたことだ。内

幕をばらせば、当時は水泳人口も

少なく、ま してや背泳な どマイ

ナーな種 目で人気がなかつたか

ら出場選手が 8人 しかいなかつ

たのだ。試合 とか大会ではないが、

中野サンプラザの会員になつて、

マイボウルを預かつてもらい、大

いにボウリングにこつたことが

ある。200ア ップしたことも10回

前後あったと思 うので、スコア表

を証拠品として調べてみよう。そ

して最近は、もつぱらウォーキン

グに励んでいる私である。

見るほうでは、東京オリンピッ

クには 2度行つたし、2002年 の日

韓サッカーW杯は、横浜スタジア

ムで 日本対 ソ連の勝利の喜びを

ライブで味った。野球は六大学野

球も、プロ野球の公式戦もオール

スター戦、日本シリーズもずい分

見たと思 う。

〔I〕 早慶戦第 1戦 (`04年 10月

31日 (日 )神宮球場 )

在学中はよく神宮球場に通つ

た。「早稲田大学新聞」を発行 し

ている新聞部に属 し、スポーツ記

事を書かせてもらつていたか ら

だ。おかげで当時大人気の早慶戦

の入場券の入手に苦労 しなかつ

た。おまけに学生席の最前列で、

試合開始直前にカゴの扉を開け、

ハ トを放つ係のお手伝いなどさ

せていただいた思い出もある。

さて、この年の秋、早慶戦の前

に優勝戦線に残つているのは、早

稲田、法政、慶応の 3校だつた。

早稲田 (7勝 2敗、勝ち′点3)法
政 (8勝 3敗勝ち″点4、 勝率0.727)

慶応 (7勝 3敗 1分、勝ち′点3)。

早稲田は連勝すると (9勝 2敗、

勝ち点 4、 勝率0。 818)2勝 1敗の

場合は (9勝 3敗、勝ち″点4、 勝

率0。 750)、 慶応は連勝のときは (9

勝 3敗 1分、勝ちノ点4、 勝率0。 750)。

つまり、早稲田は連勝あるいは

2勝 1敗でも優勝、慶応は連勝の

ときのみ優勝、法政は慶応が 2勝

1敗で、早稲田が 1勝 2敗のとき

のみ優勝 となる。計算上は、 1敗

しても2勝すればよい早稲田が 1

番有利で、次は全 日程を終えて、

高見の見物 している法政で、慶応

は何が何でも連勝 しなければなら

ないので不利に思える。

さて、初戦は雨で順延 したため、

日曜 日。早慶戦で神宮球場が超満

員にふ くれ 上がつた時代を知つ

ているOB、 OGに とつては、ス

タン ドは淋 しかった。しかし試合

としては伝統の一戦にふ さわ し

い熱戦となつた。早稲田は 3回 に

宮本、本田の連打と山岡のタイム

リーに、秋山の犠打で 2点 リー ド。

しか し先発の宮本は 4回裏に 1

点、6回には満塁から岡崎に 2本

目のタイムリーを打たれ(4-2
と逆転される。早稲田も8回 に秋

山の 2本 目の犠牲フライで 1点

を奪ったが逆転はできなかつた。

どっちが勝つかわからない、な

かなかおもしろい試合だつたが、

先輩はやは り勝つ試合をみせて

もらいたいのである。

翌H月 1日 (月 )は、8対 2で

慶応が連勝 し、1番率が悪いと思

われていた トンビに油揚げをさ

らわれたようだ。

〔Ⅱ〕早明OBラ グビー戦

(`04年12月 4日 (土)午後 1時

武蔵野競技場 )

野球の早慶戦に匹敵す る人気

スポーツとい う、ラグビーの早明

戦。学生の早明戦の前に早明OB
戦をするから、見にこないかと声

がかかった。

私は野球、サ ッカー、バ レー

ボール、ゴルフ、ボウリング、水

泳…etce記憶をたどつてもラグ

ビーの試合をみた覚えはない (と

思 う)。 女性でも「野球より、ラ

グビーのほうが好き。毎年早慶ラ

グビーを見にいく」とい う人さえ

いるのに。

建築設計・監理 株式会社山本富士雄設計事務所
代表取締役 一級建築士 インテリアプランナー

山 本 富士雄
(昭和34年第一理工学部建築学科卒業 )

〒180- 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-33-5平井ビル207

0004      TEL 0422-21-3950 FAX 0422-21-3883
E‐ MAIL archncct@■ yamattiocom URL http〃■yalnattioCOm

夏涼しく、冬暖かく、安全で、健康で、

住み易く、美しい建築を作ります

不動産の売買・賃貸・管理・リフオーム

都知事免許 (10)23754

株式会社 ア コ
~

代表取締役 滝 本 尚 男
(昭和38年一法卒)

〒180-0022 武蔵野市境 2-11-22
(中央線「武蔵境駅」北1日 本町通リアコービルlF)

丁EL 0422-51-3050 FAX 0422-51-3057
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武蔵野市近隣に住む早明ラグ

ビー部出身者が、55才以下組の試

合 と55才 以上組が20分 ハーフの

ルールで 1試合ずつするらしい。

グラウン ドの熱戦をスタンドか

ら観戦するのは、やたらと寒く、

震えながら、結構まじめにみてい

た。ラグビー音痴の私も、そのう

ち楽しいような気分になってきた。

往年の名選手も混っているのかど

うかわからないが、ラグビーはも

のすごく激 しいスポーツだし、お

腹ポッコリのおじさんがヨタヨタ

と走っているのかと思っていたら、

けつこう俊足そ うな人もいるし、

普通の同年輩の人より常日頃から

節制 しているのでは、と思つたの

である。 2試合を早明が仲よく 1

勝 1敗なのも、親善試合らしい。

そのあと懇親会のため事務棟に

移動 した。まず、早大ラグビー部

出身の外交官で、戦乱のイラクで

車の移動中敵の凶弾'で 亡らた奥大

使のために黙祷を捧げた。そして、

明大関係者も含め、芳志箱が回つ

てきたので、志半ばで砂漠の地に

倒れた、お 目にかかることもな

かつた同窓のナイスガイに、貧者

の一灯を捧げさせていただいた。

〔Ⅲ〕東京箱根間往復大学駅伝

(`05年 1月 3日 (月 )リ ーガ

ロイヤルホテル )

お正月といえば、箱根駅伝。私

はウォーキング大会の役員をし

ているため、リアルタイムでは実

木島・堀法律事務所

弁護士 堀  裕 一

事務所 東京都港区西新橋 1丁 目6番 15号

〒105-0003  西新橋愛光 ビル10階

疑主言舌 03(3500)5811
FAX 03(3502)8971
E― mail:hori@kttima_hOri―lawocom

況はみ られない。「今年は予選で

も好調で、ひょつとすればひょつ

とするよ」と誘われ、心が動いた。

駅伝が読売新聞社本社前にゴー

ル したあと早稲 田大学に隣接す

るリーガロイヤルホテルの宴会

場で、会員の激励会があり、選手

役員、総長以下大学関係者、往年

の名ランナー瀬古氏、や り投げの

三木氏などそ うそ うたるメンバー

が集まるとのこと。

やがて 4時 ごろ、駅伝でひとつ

走 りしてきた若者 とともに渡辺

康幸監督も入場 してきた。渡辺監

督は、箱根駅伝の歴史に残る名ラ

ンナー。平成 6年に記録 した第 1

区の記録 1時 間01分 13秒 はH年
間破 られていない。ほかに早大出

身者の記録保持者は、平成 5年に

7区 で武井隆次の 1時 間02分 53

秒、平成 7年第 3区の小林正幹の

1時 間02分 49秒 があ り、今年 10

区で早大 3年の高岡弘が、1時間

09分 54秒 を破 る 1時 間09分 04秒

を出している。

渡辺監督は駅伝か ら将来はマ

ラソンランナーに転 じ、日本記録、

あるいは世界最高記録 も夢では

ないといわれた逸材。故障で方向

を転換 し、後進を育てるほうに向

かった。学生時代は手足の長 く、

アポロンのように りりしい顔だ

ちだつたが、10年 の年輪をして、

めっきリカンロクがついていた。

(残念 !)

囲碁部 (イ ナゴ会)よ り

三枝 武 (昭 29。 一政)

平成 15年夏 に発足 しま した武

蔵野稲門会囲碁部 (イ ナ ゴ会)の

活動 も順調に運び、例会は月 2回

(火曜 日ときには金曜 日の午後 )、

中央 コ ミュニテ ィセ ンター 中町

集会所 (三鷹駅北口徒歩 5分)で
地区外・練馬、杉並、新宿からの

校友を含めた十数名で、烏鷺を闘

わせてお ります。

先の会報で当会高木顧問か ら

ご披露あ りましたように、「会員

の親睦 と健康 と脳の活性化を図

る」ことをモ ットーに和気藷々の

交流です。日本棋院高段格から初

心級までの幅広い集ま りとはい

え、戦績に応 じた適正なハンディ

の修正が図られ、皆、倦むことを

知 りません。

新年会・忘年会などでは、それ

ぞれに蘊蓄を傾けた囲碁論、ひい

ては 日本文化論にまで話題が及

び談論風発の場 と化 しています。

余談ですが、某テレビ局大河 ド

ラマの目玉、弁慶が幼少の頃修行

した御嶽山清水寺 (兵庫県)に は

愛用 した碁石・碁盤が現存 してい

るとか。かの有名な腰越状 (嘆願

状)を起草 したともいわれる彼は、

案外に文武両道に秀いでていた

のでしょっか。

当会に新規入会 ご希望の方は

振つて当会々長 (寺 田)ま でお申

込みください。

寺田昌弘

丁 177-0053

練馬区関町南4-15-7-310

なお、お申込みに当つては下記

お知 らせ くだ さい。 (年 会費 は

1,000円 )

① 氏名

② 住所・電話 (FAX)

③ 卒年・学部名

④ 段級位

終りに、ことわざを一つ :

「歌は碁の如く、詩は将棋の如く」

総合建設業

沖島工業株式会社

〒180-0006 東京都武蔵野市中町3-1-2

TEL 0422-52-0909 http:ノ/― .okiShima.co.ip
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ゴル フ部 会

堀 裕一 (昭550法 )

平成16年 10月 17日 快晴の 日曜

日、静岡県御殿場の富士カン ト

リークラブにて武蔵野稲門会 (平

野杯)第 12回 ゴルフコンペが開催

されました。参加者は、荒川悌二

(昭 37政経 )、 井上義則 (昭 35政

経)、 沖島祥介 (昭 51教育)、 小美

濃隆 (昭 31法 )、 上条節夫 (昭 37

理工)、 坂井正美 (昭 60商 )、 鈴木

常敏 (昭 45政経 )、 滝本尚男 (昭

38法 )、 轟常爾 (昭 30法 )、 渡辺吉

章 (昭 51理工)、 それ と私堀 (昭

55法)の 11名 。日曜 日ならば仕事

が現役の若手 (?)も 参加 しやす

いだろ うとのご配慮を戴 き参加

致 しましたが、クラシカルな雰囲

気のクラブハ ウスとコースが稲

門会にピッタリでした。

結果は 6回 目参加の私が、ネ ッ

ト68、 4ア ンダーで、2位の轟さ

んに15打差をつけての圧勝…、と

書 くとあたかも堀はゴルフの達

人だ と思われ る方 もいると思い

ます。しかし少 しゴルフを警つた

ことがある方ならば直 ぐ分かる

ことなのですが、ハンデキャップ

を29と 沢山戴いていたか らであ

ります。ちなみに同じ組で廻らせ

て戴いた鈴木プロは稲門会ハ ン

デがゼロです。最初から29打 も下

駄を履かせて戴いていた とい う

ことであり、誰が勝者 となるか分

からない、下手でもチャンスがあ

る、これがハンデキャップ戦の楽

しみなところです。更に昨今は、

女子プロゴルフで十代の宮里藍

選手を始め若手が大活躍 してい

ますが、十代も七十代も、また男

女が一緒でもティとハンデを変

えることで同 じ土俵で競技がで

きるとい うのもゴルフの大きな

魅力だと思います。

プレー終了後は吉祥寺に戻 り、

いつものように稲門・佐藤孝一さ

ん (昭 56商 )経営のカヤシマにて

楽 しい成績発表、反省会となりま

した。当日のヘボぶ りを自慢 し合

う19番 ホール もまたゴルフの魅

力でしょう。
ゴルフコンペは世代を広 くカ

バーす る稲門会の懇親に最適で

す。次に優勝カップを手にするの

はあなたかも。以上ゴルフ部会の

ご報告です。

初参加 の皆 さま

橋本直樹 (昭 33・ 政経 )

小金井東町から吉祥寺東町に

移住して 2年、はじめて昨年 9月

の武蔵野稲門会総会に出席 しま

した。あちこち転勤・転居するサ

ラリーマン生活をやつて来ま し

たが、引退 して70才 になり、今度

の住所がついの棲家 と思える気

分から出席 したように思います。

今後は どうぞよろしくお願い致

します。

曾て小金井に移 る前に境南町

に住み、少年野球の境南ブレーブ

スのコーチをほぼ 4年間 (昭和52

～55年)やつたこともあ ります。

あのチームの少年達 も今は30代

なかばの社会人になっている筈

です。早稲田の門をくぐつた人も

いるのではないかと思つている

のですが…。

我国では少子化のために数年

の うちに大学全入時代が来るそ

うですが、稲門のOBが肩身せま

くならないように、母校がある程

度入試難関でかつ充実 した講座

システムをもつて人材 を排出 し

つづけ、社会的評価を維持 してほ

しいと願つています。

菊池映子 (平 3・ 理工 )

早稲 田に憧れを抱き始めたの

は受験するずつと以前、小学生の

頃だつたと思います。家が早稲田

に近かつた事、父が大学に関係 し

ていた事 もあつて時々こっそ り

と大学に遊びに行っていました。

大隈講堂や旧図書館の趣のある

件まいやず らりと並んだ立看板

は、子供心にとても刺激的でワク

ワクするような場でした。しかし

何 といつても極めつけは父に連

れ られて行つた早慶戦。応援団の

威勢のいい声が飛び交 う中、真つ

青な空に閃いていた『花は桜木、

男は早稲田』の大きなのぼ り。こ

れがついに決定打とな りました。

今か ら考えると女の私がなぜ ?

と思わなくもないのですが、人間

何に心を打たれ るか分か らない

ものです。これがその後の人生を

方向づけてしまいました。そして

その後晴れて早稲 田の二員 とな

れた事は、 とても大きな財産に

なったと感 じています。最後に、

まだ若輩者ですが諸先輩方に早

く追い付ける様努力 して行きた

いと思つています。よろしくお願

いいたします。

山内杏子 (昭 45。 法 )

2年前に早期 リタイアをしま

した。大学を卒業して、子育てに

専念 してか らの就職で したが、
「女性を管理職に」とい う会社の

気運もあり、気がついたら仕事一

筋の生活。

退職 した当初は「ああこの春の

きらきらした光、空気、風、全部

自分のもの !」 と感動する一方で、
「毎 日が リフレッシュ休暇 ?」 と

妙な気分に陥った りす る不思議

な日々でした。

その後、父が 2ヶ 月間入院 した

時には家族が交代で泊 り込み、病

院の体制や介護、そして崇高とも

言 える人 の最後 につ いて身 を

もつて考えさせ られ るとい う大

変なこともありましたが、今は、

ヴァイオ リンの練習を再開し、好

きな旅行のために英会話を始め

た りと、又徐々に自分自身の時間

ができつつあります。武蔵野市の

テーマ別市民会議 「団塊の主張」

のメンバーの一員 として「団塊プ

ロジェク ト」を立ち上げ、二月に

初めてのイベ ン ト「団塊力博覧

会」を開催 しました。おかげさま

で盛況で皆様に喜んでいただけ

ました。

生き生きと楽 しい人生のため

に、私ができることをしていきた

いと思つてお ります。

―

― ―
―― ―

 L拒 弘 ノ Lッ ,ヨ

「

第13号 以降の編集のため
皆 さまのお知恵 をお寄せ
下さい。

FAX 0422(21)9976

ご意見募集
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武蔵野稲門会平成 16年度総会

平成16年度の総会、講演、懇親会を9月 18日 午後 4時半より吉祥寺東急インで開催 した。

総会は、荒川悌二幹事の司会で、小美濃会長の開会の挨拶に続き、議事では、平成 15年度活動報告、平成

16年活動計画 (寺 田昌弘副会長 )、 会計報告 (佐藤孝一会計幹事 )、 監査報告 (古賀あつ子会計監査)ののち、

佐藤孝一会計幹事から会費値上げを伴 う平成 16年度予算案 と鈴木常敏副会長から会則改正案が提出され、そ

れぞれ承認 された。人事案件で小美濃隆会長から新役員の紹介があり無事総会は

終了した。

講演は荒川悌二幹事の司会により野球評論家 広岡達朗氏『私の野球人生』。合

併で揺れるプロ野球からはじまり、元巨人の川上哲治氏の人物論、広島のコーチ

時代の選手育成、ヤクル ト日本一、西武での江夏攻略、大 リーグのイチローそし

て日ハム新庄まで多岐にわた りあつとい う間の一時間であつた。

懇親会は秋本澄子常任幹事の司会。小美濃隆会長挨拶に続き、来賓の江夏健一

早稲田大学副総長、桜井直子早稲田大学総長室調査役、土屋正忠武蔵野市長、春

山勇明治大学校友会武蔵野地域支部長、内田順也三多摩支部昭島稲門会会長の挨

拶、三多摩稲門会の皆様の来賓紹介、新会員の壇上での紹介があって、前田信昭

相談役の乾杯の音頭でしばし歓談となつた。ナ レオハワイアンズStudiOの 皆様が

見事なフラダンスを演 じ、有志にダンス指導があって大変会場は盛 り上がった。

ゴルフ同好会、囲碁同好会、旅行部会の会員募集、大学応援部久保直樹君指揮の

もと、校歌斉唱で閉会 した。 (り |1崎記 )

〈出席者〉

〔大学〕

江夏健一副総長、桜井直子総長室調査役、〔武蔵野市役所〕土屋正忠市長、〔明治大学校友会〕春山勇明大校友会武蔵野

支部長、〔早稲田大学校友会東京三多摩支部〕 (昭 島)内 田順也会長、 (小金井)小杉山祀子会長、臼井得二副会長、 (国 分

寺)黒 田啓之幹事長、 (立川)鴛海量良会長、 (小平)西村弘会長、錦織文良業務幹事、 (調布)笠原昌夫会長、堀龍之介副会

長、 (西東京)北 中信雄副会長、金子正男事務局長、 (東村山)山 下邦康会長、三宅良太副会長、大西幸男相談役 (八 王子早

稲田会)浜野泰吉監事、 (府 中)小室修一副会長、 (三鷹)吉野良助会長、伊藤昌副会長

〔会員〕

秋本 澄子

伊藤 幸子

小川 敏夫

勝倉 啓仁

川村 直子

金  美徳

五所

佐川

平

田中

辻

中村

星田

松本

山中

堀

愛子

素子

皓一

淑夫

康夫

幸子

正

真人

健嗣

裕一

旅行部会 (旅行・ハイキング ,ウ ォーキング)

を担当します。ご参加下さい。

有限会社 パーシモン (不動産管理)

小 美 濃  隆

TEL 0422-43-4019
FAX 0422-43-7969

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
お願いします。
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 00110-7-173626

秋本 光雄

伊藤  昌

沖島 祥介

勝沼 修二

神林  昇

木村 正人

古田土一雄

佐藤 孝一

高木 福男

田中 久雄

土屋 正忠

中山  翠

前田 信昭

三上 卓治

山本富士雄

秋山  陽

井上 俊雄

小此木俊男

上条 節夫

菅  伸子

金田一成美

小林 和子

庄司 駿一

高橋  清

谷内 隆衛

寺田 昌弘

根岸 俊吉

町田  顕

水野  学

和田 信弥

荒川 悌二

井上 義貝J

小美濃 隆

唐澤 明義

菊池 映子

栗原  裕

三枝  武

鈴木 常敏

滝本 尚男

田山 昭生

轟  常弥

萩原 克彦

松井 孝雄

山内  巌

渡辺 吉章

有籐 正道

臼井 鶴満

角田 正三

唐澤かづ子

北中 信夫

古賀あつ子

坂井 正美

須田 晃也

多田  宏

千田浩一郎

冨永 澄男

橋本 直樹

松前  仰

山内 杏子

根本 淳子

市り|1  毅

内田 軍治

梶塚  謙

川崎 大八

鬼原 憲生

小坂 智信

酒井 富雄

千田 景三

立川  勲

千葉 昌信

中島 末明

福原  弘

松本  茂

山下 倫―

石井  聡

0000
稲門会員の交流を深めるため、今年から広告を

載せて年 2回発行することになりました。原稿を

書かれた方、広告を承諾 された会員の皆様ありが

とうございました。
今年か ら講演会を武蔵野稲門会員で行 うこと

になり、私が トップバッターに承 りました。
川崎大八 (昭42・ 理工)


