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2月 10日 (日 )、 [武蔵野スイン

グホール]レインボーサロンにおい

て、61名 が参加 し、盛大に開催さ

れました。星田正 冨J会長の司会進行

により、直I内巌会長から開会の挨拶

の後、新会員 8名の映像による紹介

ならびに当日出席の 5名の自己紹介

が行われました。続いて谷内隆衛 前

会長から、昨年 10月 28日 の武蔵

野稲門会創立 30周年記念 早稲田大

学グリークラブ演奏会が成功裡に開

催されたことに対する御礼に続き、

乾杯音頭により開宴。今年は、地域

毎のテーブルに着席する方式によ

り、懇談の密度を高め、大いに会場

会費納入のお願い

が盛り上がりました。この間、上記

の演奏会のビデオが BGVと して放

映されました。

途中、会員である邑上守正武蔵

野市長、松下玲子都議会議員の挨拶

の後、歌唱発表があり、往年の混声

合唱団で鍛えた山本富士雄氏のオペ

ラ・アリア、小坂強氏のシャンソン

に会場から拍手喝采が沸き上がりま

した。

続いて、同好会 (ゴルフ、囲碁、

カラオケ、麻雀、江戸散策の会、もっ

と早稲田を応援する会、旅行、若手

の会、三水会)の紹介が楽しく行な

われ、会員の勧誘がありました。

最後に諸江昭雄氏のリー ドによ

り、全員で肩を組み「紺碧の空」と

校歌「都の西北」を斉唱。轟 常爾氏

の中締め挨拶により閉会しました。

平成25年度武蔵野稲門会費未納の方は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 国座番号 :00150-8-190961

今後の行事予定

〇年次総会16月 8目‐||(土)午後

■吉祥寺東急インにて■ |■ | ||

○納涼会  8月 3‐1日 (土 )

午後 1時半～ スイング
ー
ホ■ル

レインボーサロン |‐ | | ‐

○武蔵野稲門会30周年記念講演会
11月

～
12月 の開催に向‐,チ:準

備中        ‐ | |

○武蔵野ラグビ■まつり (早明ラ

|‐グビ■OB戦)12月フ自(土 )

2013年 6月 8日 (土)16:00～ 19:30

東急イン  中央線 吉祥寺駅 公園国

総会 (事業報告、決算報告》

○講談「大隈 重信』   講談師 神 田 陽

○懇親会 ジ轟―ジ・ジョンガラ 三味線演奏
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入会のきっかけ :年代を問わず絆が固い早稲田大学の

魅力を強く感じ、卒業後も私も皆様の仲間に入れて戴き、

交流を通して学ばせて戴きたいと思い入会を希望しまし

た。勇気を出して武蔵野稲門会に問い合わせたところ、

すぐにご連絡を戴き、稲門会の温かさを感じ素晴らしい

会だということがすぐに伝わってきました。

自己 PR:明るく元気で、どんな時も楽しむことが上

手です。私にはたくさんの目標と夢があります。目標や

夢は言葉にすることで実現すると信じて日々前向きに言

葉にして進んでいます !

感想 。抱負・趣味 :わ が社 (武蔵境自動車教習所)は

経済産業省から「おもてなし経営企業選」で選出される

ことができました。このような賞を戴けたのは、多くの

皆様のご支援のお蔭です。これからも、皆様との交流を

通して多くのヒントを戴き、多くの方のお役に立つこと

ができる企業に発展させたいと思います。

趣味はゴルフと読書ですが、現在、ゴルフはお休み中

です。また落ち着いたら再度始めたいと思っています。

今度、伝統のある武蔵野稲門会の末席

に加えさせていだだき有難うございます。 |

新年会に初めて出席しました。色々 |

な部があり、それぞれが活発な活動と |

していることを知りました。

たいへん心つよく、頼もしく感じました。さらに格調

高い歌曲や応援歌の独唱もあり、久しぶりに我を忘れて

皆さまと校歌を歌い、気分がすっきりいたしました。

ここ数年来、母校のエクステンションで文学系の講座

を受けておりました。期末の懇親会で偶然、稲門会の大

先輩と相席となりお話を伺う機会がありました。当方が

武蔵野市に転居したことをお知 りになり、「武蔵野稲門

会に入つたらどう。色々な部会があって楽しいですよ」

と随分と朗らかにお話になりました。

そんなことから当方も軽いのりでお誘いを受けること

にして、新年会にでかけました。

そんな折、三水会の大先輩からもお声がかかり、毎月第

二水曜日には吉祥寺の某居酒屋にでかけ、あたたかい雰囲

気のうちに先輩たちの面白いトークに魅了されております。

抱負とか趣味については、いまのところ人様に申し上

げられるほどのものはありません。

中央図書館が近くですので、ここで頭の老化を遅らせ

ることができればと思い、頻繁に足を運んでいます。

稲門会の皆さまどうぞよろしくお願いいたします。

不動産の売買・賃貸・管理 :リ フオーム

都知事免許(11)23754

株式会社 ノ
ア
亘レ~

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

難

(昭 55年法学部卒。第二東 士会所属)

〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-1123 虎ノ門東宝ビル 6F07F
丁EL(代表 )03-6206-1022  FAX 03-3500-1013
Email:hor承⊇hori-lawsjp http://hori-lawsjp.

堀 法 律 事 務 所

弁護士 堀 裕
靡



平成25(2013)年 6月 1日 武蔵野稲 門会報 第 28号   (3)

輔端釧攀ギ1農‐倖成211人間科学)

新しく会員となりました志村と申します。

1年ほど前から西久保で野菜を中心としたレストラン

「お野菜びすとろ 志あわせ」をやっております。早稲田

グリークラブの公演が市民会館で催された際に谷内前会

長の奥様がご来店され、武蔵野稲門会のことを知りすぐ

に入会させていただきました。

出身は愛知県北部に位置する丹羽郡大国町です。大山

城の麓にあり、近くには木曽川 。長良川が流れ、夏には

鵜飼が楽しめます。

高校時代は野球に打ち込み、甲子園出場という機会に

も恵まれました6高校卒業後は渡米し、ワシントンDC

にある日本食レストランに勤務。その後、中米ジャマイ

カの首都キングストンのホテルに赴任し、3年ほど過ご

しました。

帰国後は食と環境の持続可能なあり方について学びた

く、早稲田大学の門を叩きました。在学中に培った知識

や人との繋がりは、その後の私の生き方・働き方に影響

を与えています。

まだまだ未熟者ですので、ご指導ご鞭撻のほどよろし

くお願い申し上げます。

飾魏

“

|ゎ

私は東京日本橋両国 (今の東日本橋)

生まれですが、10万人が焼死したとい

う昭和 20年 3月 10日 の東京大空襲で

戦災に遭い、猛火の中、隅田川縁で一

夜を過ごして辛うじて生き延びました。

家財は全焼。以後、群馬県太田市に移り住みそこで育ち

ました。

大学時代は生活費を稼ぐ必要があったので制約される

運動部やサークルには入らず、友人達と時間を見ては丹

沢、八ケ岳、谷川岳、南アルプス等の登山を楽しみました。

運動は何でも好きで、野球、ゴルフは特に。昭和 36
年法卒で、卒業年度に有名な早慶 6連戦で早稲田が勝利

し優勝しました。

4年前に八王子から、ラグビー観戦、旅行 ,仕事等に便

利な吉祥寺へ移転して来ました。ワセダラグビーの上丼

草グラウンド、秩父宮に近いというのが第一の理由です。

趣味は、今はラグビー観戦、旅行が中心です6旅行は

自然景観、歴史遺産等、時間が出来た時に国内外へ年 3

～ 4回出かけています。

これからはお仲間に入れて頂き、併せて何かお手伝い

が出来ればと思っております。

='|||||‐
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この度、武蔵野稲門会に入会しまし

た細川です。昭和 46年に理工学部

金属工学科修士課程を卒業 しました。

学生時代までは自宅の高尾から通学を

していましたが、卒業後は鉄鋼会社に

入り、製鉄所勤務が長かったため、東京を離れており、

5年前に 37年ぶりに戻ってきました。これからは地域

の人達との繋がりが大事だと思いつつも時が過ぎてしま

いましたが、マンションの中に閉じこもっていては交流

が広がらないと感じて入会をする事にしました。

早稲田大学には6年間お世話になりましたが、 4年生

からの研究室生活が私にとっての宝となっています。鋳

物研究所での実験器具との格闘、そのときの失敗と成功

体験はその後の技術屋としての原点となっています。ま

た、研究室仲間は今でも最も信頼できる間柄です。大学

への感謝の気持ちと懐かしさが引っ込み思案の私の背中

を押してくれたとも言えます。

趣味は読書、ゴルフ、スポーツ観戦 (サ ッカー、ラグ

ビー)、 麻雀などです。今年からは野菜作 りなどの農業

に挑戦しています。色々な活動に参加させて頂きますの

で、どうかよろしくお願いいたします。

圃

彦 坂 員 一 (昭480理工)

2012年 9月 30日 、秋の武蔵野稲門会ゴルフコンペ

が、山梨の上野原カントリークラブで開催され、腕に自

信がある?17名が、秋晴れの下、楽しい一日を過ごした。

ホールアウト後それぞれ一旦武蔵野に戻り、再度吉祥寺

のカヤシマに集まって結果発表のパーティーを行った。

初参加の二人が、1位 (梅沢正春氏)、 3位 (片岡冬里氏)

に入る健闘をみせたが、登録ハンディキャップ戦のため、

初参加者は優勝対象とならないルー

ルから、 2位の彦坂員一氏が繰上げ優

勝となった。

時の立つのも忘れて昼の反省会や

自慢話で会話も弾み、名残りを惜しみ

ながら散会した。写真はワインボトル

にレリーフが彫ってある「優勝者 トロ

フィー」。ゴルフ愛好者は是非ご参加

ください。次回は貴方が手にできるか

もしれませんヨ ! 倍Б会長 :堀 祐一)

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

r」二 θθβJθη575J ttχ θθβ59ηJ/Zθ

むさしのFJ司法書士法人
代表 山 本  好 鰯 4昨法学部卒)

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 成年後見申し立て
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牛 込 秀 三 鯛 410政経)

2月 3日 (日 )、 近隣 4地区稲門会合同麻雀大会が開催

されました。練馬、杉並、豊島、武蔵野 4地区の代表雀士

44名が会しての熱き戦いでした。練馬稲門会富岡麻雀部

長のご努力によリスタニトしたこの近隣地区大会も今回で

5回目を迎えました。01染みの顔も増え、ジョークも飛び

交うなどリラックスした雰囲気になってきています。

とはいうものの、地区対抗戦とあって全員が優勝を目

指し、チョンボをしないように真剣そのもの。結果です

か?個人戦の最優秀者こそ第 4位でしたが(12名全員

の合計点で競う団体戦は 188点 で 2位 に 100点余の差

をつけ、ぶっちぎりでの優勝でした。

何と昨年 8月 につづき2連覇達成です ! 終了後の懇

親会では勝利の美酒を味わいました。

「賭けない。飲まない 0吸わない」、「麻雀を楽しもう !」

がモットーの麻雀大会にお気軽にご参加下さい。お待ち

しております。

寺 田 昌 弘 鰯 36。理工)

休眠状態だった囲碁部分をなんとかしようと有志が立

ち上がり、平成 15年 8月 に新たに「イナゴ会」が発足

しました。このユすモラスな名付け親は、故人の三枝武

氏。大学名を表示するのを避けたいとの配慮から「イナ

ゴ (稲碁、蛙)会」と命名したのです。

会員は日本棋院の六段から級位者、初心者までと多彩

です。当然、高位者は初級のメンバーを指導することを

義務としています。自由対局ですが、結果を記録してい

ます。道場は中央コミセン会議室 (椅子席)。 毎月 2回、

火曜日午後に例会を開催 しています。会員は 15名で、

毎回 10名ほどが出席しています。

脳の活性化には、指先の運動も役立つと言われていま

す。どうぞ見学においでください。

○三水会

毎月第 3水曜日 18時

谷内隆衛 0422(79)2858
0若手の会

奇数月第 3木曜日

カヤシマ 0422(21)6461
0口碁 (稲碁)会

毎月第 2、 第 4火曜日

寺田昌弘 03(3928)8710
0ゴルフ (平野杯)部会

年 2回

堀  裕 - 0422(22)0631
彦チt反鷹ユー 0422(51)8554

食事とお酒
カヤシマ

佐 藤 孝全―一 (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://Ⅵハvwoe― kayashirna.⊂om

○旅行部会

角田正三 〇422(56)3162
0お花見の会

/Jヽ美濃隆  0422(43)4019
角田正三 〇422(56)3162

0カラオケ部会

奇数月の後半の水曜日

山内 巖 0422(54)1475
0マージャン部会

偶数月の第 2土曜日

種ンヽ  誠  090-3204-4355
牛込秀|三  〇422 (54)8503

○もつと早稲田を応援する会

り|1崎大八  〇422(43)9074
諸江昭雄  0422(54)0873

0クラシック音楽同好会

山本富士雄  0422(22)8813

0本人や家族の便利な生活情報

谷内隆衛 0422(79)2858

0江戸散策の会

東出重幸 0422(53)1443
片 F珂冬里  090-9640-7202

立り|1不 動 産鑑 定事務所

不動産鑑定士 立  メII  勲

(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

TEL 0422-22-3935  FAX 0422-22-3945
Email:isaootachikawa@nifty.com http://treajp


