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第22号

期 日 2010年 6月 5日 (土 )16100～ 19:30
会 場 東急イン

中央線 吉祥寺駅 南口 徒歩2分

総会 (事業報告、決算報告)

○講演「北朝鮮について」

講師 重村 智計 (早稲田大学 国際教養学部教授 )

○懇親会

稲門会報の責任者の川崎さんから、稲門会の設立

当時の情況が殆んどの会友が御存知でないので寄稿

してくれと依頼されました。小生も身辺整理で手許

に資料がないので記憶を辿 り乍ら記させて頂きま

す。御承知のように大学の運営は財政的には「学生

の納付金」「私学振興の助成金」「校友諸氏の寄附金」

で大体は賄われています。校歌の通 り集い散じて卒

業生は全国各地で活躍されていますが、やはり大都

市に集中することはやむをえません。昭和 56年頃

は東京都内 23区には稲門会支部があ りましたが、

三多摩地区は僅かでした。 12代の西原総長は校友

会の今後の発展は武蔵野市からと考えられて、長く

大学運営に常任理事として御尽力された東町在住の

佐々木さんに相談され、佐々木さんは当時は現役で

いらしたので知人の平野さんにすべてを一任されま

した。平野さんは関前で平野冷熱工業lalを 経営され

ていましたが、実質は御子息が執行されていたので

引受けて下さいました。70歳近 くの年齢でしたが

ラグビーで鍛えた身体で毎月のように校友会の名簿

をもとに卒業生宅を訪間されました。私も平野夫人

と家内がお茶の友達でしたので相談相手の一人とさ

せて頂きました。暫 くして西久保コミセンで 15名

前後の有志が 2日程意見交換され、その後はさくら

通 りの奥の喫茶店で会合を持つようになり、前田さ

ん、辻本さん、秋本さん外数名の方が参加され設立

の見通 しもたってきました。そして 57年に商工会

議所にて発会式を実施しました。会長に佐々木さん

を推し、平野さんを副会長として出発です。その後

は 15名前後の有志が三鷹駅周辺の喫茶店や、うな

ぎ屋の三階で会則を作成し、近隣稲門会との交際も

増えて参 りました:佐々木会長は任期半ばで平野さ

んにバ トンタッチされ名誉会長に推されました。又

当時は輪番制だった三多摩連合会の主管の年であっ

た平成 6年には、近隣の御協力も得て 2百名近い校

友が集い、当日御出席の小山総長から「さすがは武

蔵野ですね」と感謝されたことがあります。この会

報も創刊は平成 6年と記憶していますが、辻本さん

がリーダーとなり編集委員の御協力で誕生したもの

です。執行部並びに会友諸氏の御努力で益々の会の

発展を願っております。

会費納入のお願い

広告のお願い

平成22年度武蔵野稲門会費2′000円 を下記郵便局振替回座へお振込下さい

加入者名 :武蔵野稲門会 回座番号 :00150-8-190961

会報で広告を扱います。稲門会の会報をぜひ御利用下さい。

有志の方は事務局 (FAX 0422(79)2858)ま でお申し出下さい。
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寺 田  昌弘  (昭36年 0理工)

本会は 2003年 8月 に同好会として発足し、現在まで

毎月 2回市内コミュニティセンターで開催しています。

部員数は 10数名、常時 10名程度の参加です。本会は

段級位差を更に 13等分し点数差で自由対局しておりま

す。勝ち負けにより 1局 ごとに 1点ずつ上下するシス

テムで一喜一憂し棋力の向上に努めています。

囲碁の効用は先を読む力、大局観、自由な発想、創造

性等現代の社会生活の変化を生き抜く為に役立つと言わ

れ、授業や企業の研修に採用されつつあります。

今後の目標は近隣稲門会や他大学 (例三田会)等 と

親善試合の開催です。

例会は下記のとおりです。見学歓迎します。

開催日 :毎月第 2と第 4火曜日

日寺間  : 13:30-17: 15

場所  :中町集会所 中町 1-28-5
電話 53-2251

■|力|    ■|■||■|■|■霧

山 内 巌  (昭43年 0理工)

H18年 7月 からの再活動から4年で20回を超えました。

現在の部員は 30名 ぐらいですが、常時 10名前後の

方が参加され、アットホーム的な雰囲気で歌いそして飲

んでいます。

飲み、食いも一人約 2千円程度その都度徴収し、ビー

ル、ワイン、酒、焼酎等とつまみを準備して行ないます。

部会長の私は毎回同じ歌で進歩がありませんが、皆様、

しっかり勉強され、結構新しい歌も歌われます。

女性の参加もあり、英語、韓国語などで歌われる方も

おられます。持ち歌の多い方は事前に何曲かを準備し、

数曲を歌われ、十三分に頑張ってます。

部会は奇数月の後半に、場所は武蔵境駅の北側で先輩

滝本様のご好意により事務所地下で機材をお借りして実

施してます。

参加希望の方は私の方に連絡下さい。

私の早慶戦 諸江 昭雄 (昭380法 )

2年生の秋、あの早慶六連戦を応援席で観戦 しまし

た。今や伝説となった試合の内容は会報 20号に故荒川

悌二氏が寄稿した通りで、今読むと改めて往時のことが

思い起こされます。当時安保反対の学生運動に没頭して

いた筈の同級生も神宮球場に駆けつけたのを見て、世相

を突き抜けるような早慶戦という国民的スポーツの凄さ

を感じたものでした。かって早慶戦を「特別な存在」に

していた理由の一つに「野球の早慶戦とラグビー早明戦

は (前評判で)弱い方が勝つ」というジンクスがあり、

些か非科学的なのですが屡々これが的中したものです。

ですから当時劣勢とみられていた早稲田にも勝機はあっ

たのです。その頃の神宮球場は夜間照明設備が無く、延

長 11回引分けの試合が 2度あり、その間安藤投手は 1

日の体養日をとることができました。ジンクスの神様は

ニタリと笑って早稲田と安藤投手に味方したのではない

か、と今でも信じています。六連戦も終って、私は偶然

安藤投手の座右銘を知りました。曰く『愚者は騎る勿れ、

己を捨て他人をたてよ』。実にジンクスの神様はこの野

球人の高潔な人格を愛し、決して容易には手に入らぬ優

勝という褒美と伝説を与えたのだと思います。神宮球場

の隣千駄ケ谷に生まれ育ち早稲田に入った私には個人的

思い出は蓋きないのですが、又いつかあの六連戦を超え

る名勝負をこの目で見、「早稲田の栄光」を聞きながら、

ジンクスの神様に再会したいものです。

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 /7」コ _

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

¥8′000    ¥9′ 000
*上記の金額には、料理、飲物、サービス

料、消費税が含まれております。
●和洋中特選料理 10名様より
ビュッフェ料理 30名様より承ります。

●日本酒、ビール、ウイスキー、焼酎、
赤・白ワイン、紹興酒、ソフトドリンク
が全て飲み放題

同窓会プラ)ン  宿泊∝予約も承づており試
●リラックスのマッサージチェアー付き
コンフォートルーム

●ビジネスウーマンに人気のレディース
ルームなどご用意いたしております。

お問い合わせ・お申し込み

吉祥寺 東急イン
吉祥寺駅公園口 (南口)より徒歩 1分

TEL(0422)47-0109

堀 法 律 事 務 所

(昭 55年法学部卒。第二

弁護士 堀 裕

棘弁護士会所属)

〒105-0001

東京都港区虎 ノ門 1-1-23 虎 ノ門東宝 ビル7F
丁EL 03-6206-1022  FAX 03-3500-1013

Email:hori@hori-lawsjp  http://hori― lawsjp.
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■旅行部会   ‐

一今年は「人生|

柏崎原発一大隈/Ak」

小野梓先生の宿毛T

町田 顕  (昭 33・政経)

武蔵野稲門会の旅行部会は年一回の国内旅行を開催し

ている。旅を通じて会員の親睦を図る、を目的としてい

るが稲門会員とその家族なら誰でも参加できる。旅行先

は出来るだけ母校に関係する場所から始めよう、と先ず

大限侯の出身地、佐賀が最初の旅行先と決うた。佐賀城

下の大限侯の生家、記念館を訪ね

て侯の年代記、遺品などを見て、

その偉大なる業績にふれ感銘を新

たにした。更に、佐賀城を見学の

後、侯の墓所を訪れ、花を活け全

員で黙祷を捧げた。帰路は武雄温

泉に泊り、翌日、吉野ケ里歴史公

園を見学し、唐津に出た。名勝、

虹の松原を抜けて福岡に戻り、空

路で無事に帰京した。

昨年は東京六大学野球を発足させるなど大学野球興隆

の恩人、飛田穂州先生の生地、水戸を訪れた。水戸は早

大野球部の黄金時代を築いた石井藤吉郎、石丼連蔵の名

選手、更に早慶六連戦で勇名を馳せた名捕手まで、昨年

9月早逝した武蔵野稲門会々員の荒川悌二氏の出身地で

もある。彼等が愛した名勝地、大洗海岸に一泊した。

今年は早大出身の作家、尾崎士郎の青春小説「人生劇

場」(青春編)の舞台である知多半島の吉良を訪ねたい

と計画している。著者自身も吉良出身である。日程が決

まり次第お知らせしますので是非ご参加下さい。

池田 宏治 (昭420商 )

第 23回武蔵野稲門会ゴルフコンペが昨年 10月 31

日 (土)上野原カントリークラブで女性 2名 を含む 15

名の参加で行われました。絶好の天気に恵まれ紺碧の空

に映える紅葉を楽しみながら和気調藷のラウンドとなり

ました。結果はグロス 86でハンデキャップに恵まれた

私が優勝、表彰式と懇親会は吉祥寺へ戻って「カヤシマ」

で行われゴルフ場に勝る盛り上りとなりました。沖島幹

事のご尽力で会は年々盛んになりつつあります。同好の

皆様どうぞ奮ってご参加下さい。

●謝婦
=■

||■■||

第 3水曜日の飲み会  梶塚 謙 (昭310法 )

私は毎月此日がくるのを心待ちにしております。飲み

会が始まるのは 6時前後、会の名称はなく、主催者も

責任者もおりません。早く来た人が唯黙々と飲んでいる

と段々人が増え、7時頃になって仕事を終えた人達が加

わると6～ 7人の集会となります。8時を過ぎると帰っ

てしまう人もいます。此様に勝手気ままというか、融通

無碍というか、束縛のないところが何かワセダ的だと勝

手に思い気に入っております。

集うところは『カヤシマ』(店主の佐藤さんは稲門会員)

です。勘定の仕組みは、自分の飲み代は自分で払うとい

うことで、店の女性が個人別の伝票を作ってくれます。

私は傘寿が近くなり、気になる余命もとうとう 10万

時間を切ってしまいました。此残された時間を悔なく健

康に過すためには、なるべく外へ出て他人と語り合うこ

とが第一だと覚りました。

その意味からも此会を大切にして通い続けたいと願っ

ております。

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:〃 www.okishima.⊂ ojp

大隈重信侯

冨 永 澄 男

(昭和28年政経学部卒)

〒 180-0003

武蔵野市吉祥寺南町 1-17-3

0422-48-4651

食事とお酒
カヤシマ

佐 藤 孝 ― (昭和56年商学部卒)

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-9

吉祥寺第一ホテル前

丁e1 0422-21-6461
httpプ/www.e…kayashima.com
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■麻雀部会■■|■■■■網申蒙螂

麻雀倶楽部が誕生  松本 誠 (昭410商 )

ポン 。チー・リーチ・ロン、とても心地良い響きです

ね !「マージャンを楽しみましょう !」 をモットーに、

昨年 10月 に麻雀倶楽部を発足させました。原則として

偶数月の第 2土曜日の正午スター トということで既に 4

回開催いたしました。武蔵野稲門会のメンバー 10数名

に練馬稲門会、杉並稲門会のメンバーにもご協力をいた

だき、覇を競っております。そして終了後には懇親会を

開催しワイワイガヤガヤ…。現在の登録数は 24名、20

年ぶりに牌を手にする方も大歓迎です。一緒にマージャ

ンを楽しみませんか !

(連絡先)松本 誠

練馬区南大泉 2-3-12
03--3921--8747

maccoaCOmohome.nejp

■1若‐手|の会■||■■■■十摯河
=華

晦華

若手 ?の会 池田 俊雄 (昭 54・理工)

「若手の会」。いつから、始まったのであろうか? 奇

数月の第 3木曜日、午後 7時頃から一人・二人と徐々

に「カヤシマ」に集まってくる。仕事が長引いて 10時

過ぎに顔を出す者もいれば、翌日の仕事の都合で早めに

引き上げる者もいる。誰に気兼ねすることもなく、楽し

く飲んで、食べられるのが長続きしている秘訣ではない

か。「若手の会」といっても、世間でいう若手もいるが、

すべてではない。今を精一杯働いている仲間の集まりで

ある。

3月 18日 (木 )、 この日も 10数名が「カヤシマ」に集っ

て来た。男性ばかりではなく、女性もいる。初めて参加

された者もいる。初参加者が話題の中心になるのは、当

然のことである。

5月 、 7月 、9月 …。とこれからも続いていくと思 う。

“総会に参加するのは、ちょっと…"と 考えられている方、

この「若手の会」に顔を出して見ませんか? 美味しい

お酒を飲みながら、たまには母校の話題に触れるのも楽

しいものですよ。

夕詢 囃 卿 鰤 鄭 昨
池 田 宏 治 (昭 42・商)

山峡の一声に大き鯉のぼり

山梨県の弥三郎岳に登る途中、山あいの一軒に立

派な鯉のぼりがはためいていました。厳しい生活環

境が見て取れる処だけに子に強く育ってほしいと願

う親の思いが殊更に感じられ、その鯉のぼりが一層

大きく見えました。

武蔵野稲門会 年間スケジ三‐―ル

○新 年 会  ■  1月 22日 (金 )

〇お花見会  ■  4月 4日 (日 )

○総  会  ‐ 6月 第1土曜日22年は6月 5日

〇納 涼
‐
会 ‐

|‐   8月下旬

○旅 行 会  1   10月
○武蔵野ラ|グ ビ■まつり(早明OB戦)

1  12月 4日 (土 )

○談 飲 会

○着手の会

○日碁 (イナゴ)会

○ゴルフ部会

○旅行部会・花見会

○カラオケ書「会

○早稲田を応援する会

○クラシック音楽同好会

○麻雀部会

○病院情報

毎月第 3水曜日 18時より

「カヤシマ」

奇数月第 3木曜日「カヤシマ」

月 2回第 20第 4火曜日

「中央コミセン中町集会所」

寺田 昌弘 03-3928-8710

年 2回 (春秋)

γ中島  祥介  0422-52-0680
FII[ョ    顕  0422-54-2410
/Jヽゴ走鴻藷 陥彗 0422-43-4019

山内  厳 0422-54-1475

り|1崎  大八  〇422-43-9074

山卦こt彗量I力荘 0422-21-3950

松本    誠  03-3921-8747

牛込  秀正三 〇422-54-8503

谷内 隆衛 0422-79-2858

原稿・広告に御協力ありがとうございました。会報は

今回で第 22号となりました。会報の編集について御意見

をお寄せ下されば幸いです。  川崎大八 (昭 42・ 理工)

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
r」二 θθβJθηJZJJ ttχ θθβJθη577θ

むさしのFJ司法書士法人
代表 山 本  好

“

4昨法鵜『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 債務整理 法人登記


