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今年の納涼会は、残暑というには

厳しすぎる猛暑の8月 31日 (土)午

後 1時半から武蔵野スイングホール

レインボールームに会員53名が集い、

開催されました。開始前の会場受付に、

邑上守正市長が欠席を伝えるために

わざわざ訪れてくださいました。

まず、星田正さんの司会により、『ア

ベノミクスと株価の行方』をテーマ

に会員の川崎大八さんがベテラン証

券マンの視点からデータをもとに講

演を行い、会員―同、株価の周辺知

識を深めました。

引き続いての懇親会は、片岡冬里

さん ◆小島幸代さんの司会進行でス

ター ト。山内巌さんの会長挨拶、乾

杯の音頭は町田顕さん。 6つのテー

ブルに五十音順に着席し、和やかに

歓談が進みました。

新会員の紹介は、洒井幸さん (お

嬢さんの圭さんも会員。ともに弁護

士)と 鈴木康之さん、ゲス トの中村

昌代さん (司会の小島幸代さんのお

母様。杉並稲門会所属)。 そして、お

久しぶり 渡邊 茂さんのスピーチ。

さらに、若々しい現役学生からの早

稲田祭募金の説明があり、武蔵野稲

門会からの支援金 1万 円に加えて、

会場の皆さんから3万余円が集まり

ました。皆さまのご協力に感謝申し

上げます。

宴もたけなわとなり、土屋正忠衆

議院議員の元気なスピーチ、山本富

士夫さんの正統派クラッシック歌曲、

襴洟

小坂強さん (上の写真)は季節を先

取りして、シャンソン「枯葉」を聞

かせてくださいました。

しばし歓談の後、新設されたテニ

ス部会など同好会の活動紹介、鎌倉

バス研修旅行 (11月 18日 )の説明な

どがあり、菅伸子さんが飛び入りで近

況をスピーチ。最後は、米国から当日

朝帰国した諸江昭雄さんのリードによ

り「都の西北」を大合唱し、散会とな

りました。  (徳田直子 昭44・ 法)

創立 30周年記念請演会 (速報 )

武蔵野稲門会は昭和 58年の創立から今年で 30周年。

創立 30周年記念事業第 2弾として、11月 4日 (月 )に武

蔵野公会堂において「首都直下地震とどう向き合うか」「武

蔵野市の取組み」からなる2部構成の講演会を開催しまし

た。詳細は会報 30号 (26年 6月発行)にてご報告します。

なお、記念事業第

1弾として、昨年 10

月 28日 に早稲田大

学グリークラブ演奏

会「武蔵野にうたう」

を武蔵野市民文化会

館大ホールで開催し

ています。

平成 25年 11月 30日 (土)武 蔵野陸上競技場
9時30分 親子タグラグビー

10時 30分 早稲田大学 対 明治大学 (OB戦)

平成 26年 行事予定
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とうで  しげゆき

東出 重幸 (昭320法 )

江戸散策の会は 25年 4月 24日 、遂に吉原を訪れまし

た。吉原といえば遊里′悪所のイメージが強く、江戸散策

の会でもまともに取り組むことは難しい状況でした。とこ

ろが今年の 1月 頃、NHKが歴史秘話ヒストリアで、率直か

つ大胆に吉原を取り上げました。これに意を強くして、散

策の会も、吉原ツアーを実施することに踏み切りました。

かねてから申し上げているように、吉原は単なる遊里・

悪所ではなく、江戸最大の観光地であり、江戸文化の

中心でした。当時は、遊女も貧困に喘ぐ家族を救つた孝

行娘と理解されており、遊女自身も吉原では、衣食住に

今まで考えられない豊かな暮らしを実感していたことで

しょう。

2月 に入つて、吉原プロジエクトは、本格的な準備を

始めました。

まず今回は、目標を吉原に特化するというコンセプ ト

をはっきり打ち出しました。ガイ ドクラブには、この主

旨を十分説明し、了解してもらいました。吉原関連の資

料を整理しながら訪問先と順路を決めていきました。

順路は、浄閑寺―吉原神社―仲之町一吉原大門跡―見

返り柳一日本堤跡―春慶院―山谷堀経由待平L山聖天―旧

猿若町跡の 2時間 40分に設定しました82月 中旬と3月

初旬の三度、現地を視察しました。

昔、吉原に通う遊客と同じ道を辿つてみました。日本

堤からやや急な衣紋坂を下り、大門までの大きく三つに

曲がつた広い五十間道路を進みました。このカーブは先

行する人目につきたくない遊客が、視界から消えるとい

う効果があることに納得させられました。吉原に到着す

ると長方形 2万坪の地形がそのまま、町名も昔のままに

残つていました。真ん中の仲の町を進むと右手奥に京町

1丁目の標識がありました。これこそ、歌舞伎 助六の舞

台、妓楼三浦屋があつたところ、三浦屋に代々襲名され

た太夫名「高尾」は 11代にも及びました。4人の大名が、

それぞれの時代の高尾を落籍しましたが、当時の幕府の

厳しい咎めを受け′転封や隠居の処分を受けました。ま

さに高尾は、傾国の美女達だつたのです。

現在の吉原は、少しずつ形を変えながら、尚、最大の

特飲街として盛業中です。午前中、誰もいない吉原域内

を歩いていると黒服が近づいて来て、吉原 150軒の店名

と地図が入つたバンフレットを渡されましたが、特に危

険は感じられませんでした。

さて、当日4月 24日の吉原は、予報に反して雨になり

ましたが、会員参加者 26名の方々に大変好評でしたもま

た、後から電話や Faxで丁重なお礼の言葉をいただき、

主催者冥利に尽きました。

参加者の皆さん、ご協力本当にありがとうございました。

第 1回のテニス部会が7月 17日 (水)緑町市営コー ト

で開催されました。

あいにく雨のなかの発会式となりましたが、予定の9

名全員が参加。終了後は中華「添彩」で懇親会を開催し

ました。たまたま当日が三水会の日であつたため、多く

のメンバーはその後、カヤシマヘ向かいました。

(参加メンバー :谷内、山本、角田、吉井、幡鎌、松本、

池田、酒井幸、立川)

(立川 勲 記 )

連絡先 立川 勲さん 電話 090…5497-9954

松本 誠さん 電話 090-3204-4355

来春の発足を目指して準備中です。ご期待ください。

連絡先 星田 正 さん 電話 0422-53-5436

太田資暁 さん 電話 0422-20-1705

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 ノ
7J~

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

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
丁EL(fttta)03-6206-1022  FAX 03-3500-1013
Email:尊 ori@hOri_lawsjp http://hori… lawsjp.
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ちょっとビックリの夏 「第九」への思い
わたなべ  かずまさ

渡辺 一正 (日召470'去 )

誰でも―生に―度は雑誌やテレビの取材を受けたこと

があると思うが、この夏私は 1カ月に4度も取材を受け

るというちょつと有り得ない経験をした6

最初の取材はゴルフ雑誌最大の発行部数を誇る

『ALBA』 (ア ルバ)だつた。 5月 に開催された日本片マ

ヒ障害オープンゴルフ選手権を取材に来た同誌が、障害

者ゴルフの特集記事を組むことになり、主催者の DGA(日

本障害者ゴルフ協会)経由で取材の依頼があつた。

記事の内容は武蔵野稲門会ホームページ「会員の部屋」

に紹介されている。記事のテーマは『彼らはいかに障害

を乗り越えて再びテイオフしたか』である。

(http://wwwogeo⊂ ltiesojp/musashino_toumo∩ ka1/

kali∩ ∩oheyachtml)

今夏は四万十市で最高気温が 41度に達するほどの異

常な猛暑となつたせいか、テレビ各局は『夏に多い脳梗塞』

をテーマに特集を組んだ。夏の病気といえば熱中症が代

表的であるが、実はこの季節に発生が増えるのが脳梗塞

である。なぜ夏に多いのか、その理由と日常生活ででき

る予防法は何かを専門医の解説を加え紹介している。

テレビ東京「NEWSア ンサー」、テレビ朝日「ワイ ド !

スクランブル」、そしてフジテレビ「アゲるテレビ」の

番組制作担当から相次いで取材の依頼があつた。数年前

に 2度テレビに出ているので「同じ人物が何度も登場す

るのはまずいのではないか」といつたんは断つたが、各

担当者が異口同音に「それは問題ない。体験者のコメン

トが必要」と言うので取材に応じた。

2012年 8月

鳴沢ゴルフクラブにて

脳梗塞発症の要因はいくつ

かあるが、『水分の摂取不足』

に起因することにしないと、

テーマの『夏に多い脳梗塞』

として話が繋がらないのでそ

う言わせようとさかんに誘導

する。確かに水分はほとんど

摂つていなかつたのは事実で

あり、血液が ド回ドロで血栓

が出来やすい状態だつたかも

しれない。フジテレビの女子

アナが「渡辺さんは昔高校球

児で、水分は摂らなかうたそ

うです」と『水分の摂取不足』

をことさらに強調していたの

が印象的だつた。

(昭360政経)

「第九」として親しまれているベー トーヴェンの交響

曲第九番二短調作品 1258日 本では今日、全国各地で数

多く演奏されている。

「鳴門の第九」は、同曲の日本における初演であり、

1918年 (大正 7年 )6月、徳島県鳴門市にあった坂東

停虜収容所において、 ドイツ兵の捕虜により (楽器は

すべて手製)全曲が演奏された。このことは、1990年

代になつて脚光を浴び、映画「バル トの楽園」は、この

エピソー ドに基づくものである。ちなみに最後の演奏

の場面に、小生が主宰している「フロイデ武蔵野」の歌つ

ている姿がフラッシュでちょつぴり出ている:||

毎年開催されている鳴門の第九へはく全日
.本

第九を

歌う会の一員として参加 しているが、現地の ドイツ館

の近くに日本で亡くなつた 11名の ドイツ兵の墓を、跡

地に暮らしている高橋さんが墓の存在に気づき長く守

られており、1964年 ドイツ功労勲章が贈られた由、深

い感動を覚えた次第。

両国国技館「5000人の第九」は、1985年「おかえリ

なさい国技館」として、新国技館落成を祝賀する目的

で開催された。合唱団員は全国から集まり、地元の深川・

浅草の芸者さんの多くが出演 し、 ドイツ語で歌いやす

いようにと女子大生の工夫 した「日本語の第九～風呂

出 (フ ロイデ)。 ……」により立派に演奏したとのエピソー

ドがほほえましい。

私共も毎年出演 し、世界から集まる仲間と一緒に声

高らかに歌つているが、来年の第 30回 (2月 23日 )「ス

カイツリーの街ちいでつなぐハーモニT〃」が待ち遠しい。

忘れられない思い出の―つとして、数年前世田谷の演

奏会がある。世界の平和を希求し、混迷を続けるアフガ

ニスタンの救済活動の一環として、世界の 3大宗教 (仏

教、キリス ト教(イスラム教 )の祈りと声明が、同じ舞

台の上で唱えられ、地元の管弦楽団の演奏と一般募集

の合唱団による第九の平和を求める歌声は、会場一杯

に響き渡り世界へ向かつて力強く発信された。

また、この度の歌舞伎座の立て直 しを記念 し、中央

区主催の第九の演奏会が一昨年行われ、あこがれの歌

舞伎座の舞台に立ち、感動的な場面を味わつたが、誠

に貴重な経験であつた。

これからも、武蔵野の仲間と共に世界の仲間達と、「永

遠の平和と人類愛」を希求 し、いつまでも元気に歌い

続けていたいと念願している。

れ
正

た

け即

むさしのFJ司法書士法人
代表 山 本  好  (昭 4o年法学音「卒)

事務所
〒 180-0022 武蔵野市境 2-14-1 スイングビル 603

塵語舌 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

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 θθβJθηJ/JJ ″χ θθβJθη577θ
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る過酷な海外出張疲れから身体を壊 し、そのリハビリ

のため一切の仕事からリタイアしました。 2年前に武

蔵野稲門会からお誘いを受け、喜んで入会させていた

だきました。

趣味は、ゴルフ、囲碁、カラオケ、筋 トレ、歴史探索

などですが、今後ともよろしくお付き合いのほど、お

願い申し上げます。

江戸の文化を学ぶ機会に恵まれ
,ネⅢ 賊 靭 1螂
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小島 幸代 (平30政経)

谷内前会長と星

田様と武蔵野市の

環境美化推進員の

仕事でご一緒 した

縁で、入会させて

いただきました。

父の転勤で高校時

代を海外で過ごし

たため、大学には

帰国子女枠で入学

しま した。当時、

政経学部 1年の学

生数は 1200人でしたが、帰国子女枠での入学者はうち

8人でした。大学時代は山登 りのサークルに入り、夏

合宿で北海道大雪連峰を縦走するなど、学生生活を満

喫しました。

現在、東出様の主宰なさつている江戸東京散策の会

をお手伝いしております。東出様が綿密な下調べをな

さり、わかりやすい資料を準備 してくださるおかげで、

毎回楽 しい会になつています。私は高校時代、日本史

を勉強することができまぜ
´
んでした。今こうして、江

戸の文化を学ぶ機会をいただいたことに感謝 しており

ます。

会員の皆様に温かく接 していただき、改めて早稲田

大学を卒業 して良かつたと思える今日この頃です。今

後共よろしくお願いいたします。

憮灘厘議憮蓋鳳 孟中顧……………
吉崎 明彦  (平50-文 )

卒業後、映画配給等を行う会社に入社いたしました

がく学生時代の専攻とは関係のない経理部に配属され

ることとなりました。それ以降、メディア関連業界の

管理部門を中心に何社か経験し、現在は渋谷にある⊂M

t』轍  鳳 =纂t:‥ま珈紳…ニリ
樫村 喜之 (平60政経)

昨年、武蔵野稲門

会創立 30周 年記念事

業である母校グリー

クラブ演奏会の御案

内を頂き、鑑賞させ

ていただいたことを

機に入会させていた

だきました。

大学時代は財政学

のゼミに所属 してお

りましたが、勉強はほどほどに、クレジットカー ド会

社や飲食店でのアルバイ トと冬は所属 していたサーク

ルでのスキーに明け暮れる日々を過ごしておりました。

卒業後は、保険会社に 6年半程勤めた後転職 し、現

在は住宅管理などを行う法人に勤務しております。

出身地は茨城県ですが、大学入学以降転居が多く、東

京、千葉、茨城の間を十数回引越 してきました。武蔵

野市には、中町、御殿山、そして現在の吉祥寺北町に

在住 し、通算 10年余となります。勤務先の命令がなけ

れば、武蔵野市に永住したいと思つております。

趣味は読書で、仕事に関する分野から社会、教育、小

説などいろいろなジャンルを幅広く読んでいます。

今回お仲間に加えて頂き、武蔵野稲門会の行事に参

加させていただくとともに、微力ながらお手伝いもさ

せていただければと思つております。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

大学時代は理エボー ト部にて
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片岡 冬里  (昭 450理工 )

私は、足柄山の金太郎で有名な、神奈川県南足柄市

で生まれました。

富士フイルムの足柄工場に近接 した家で高校卒業ま

で過ごしましたが、当時は、工場を除けば家の周囲は箱

根山、丹沢山系に囲まれた豊かな田園地帯、山や田んぼ、

池や河原などすべてが楽しい遊び場所でした。

大学時代は、理エボー

ト部にて 4年間ボー ト

の練習に明け暮れてい

ました。

卒業後、製鉄会社に

就職 し、九州地方の製

鉄所勤務を始め、海外

駐在や本社勤務を経

て、最後の 10年 間は

製鉄プラン トの海外輸

出営業で、世界各地を

歩き回りました。

3年前に、たび重な

運転

〒180-0022

東京車人

e―mail:info@musaSiSakal¨ ds co.lp
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制作会社で経理責任者のポジションについています。

武蔵野市には吉祥寺北町に4年く中町に 9年、通算

で 13年あまり住んでいますが、会社勤めの身ゆえ、地

域の皆さまと交流を深める機会に恵まれずにいました。

そんな折、住まいの近くにオープンした「お野菜びす

とろ 志あわせ」に通ううち、店主の志村一篤さん (武

蔵野稲門会会員)に誘われたことがきつかけで、この

たび入会させていただくこととなりました。

生まれは奈良県ですが、今では東京、わけても武蔵野

市の居住歴が最も長くなり、地元意識も芽生えてまい

りましたので、「早稲田」「武蔵野」という二つのキーワー

ドでご縁のある皆さまと親 しくさせていただければと

思つております。どうぞよろしくお願いいたします。

機    上 ‐二 鷹 鼻 皇 亜 螺 m藤
…

1… .

酒丼 圭  (平 160商 )

昨年、武蔵野稲門会のお

仲間にいれていただきまし

た酒井 圭と申します。母

校では商学部会社法ゼミに

学び、他大学のロースクー

ルを経て、平成 20年に弁

護士登録をしました。他事

務所での勤務の後、二昨年、

母の酒井 幸 (み ゆき)弁
護士 (早稲田法・昭 46卒 )

と合流し、吉祥寺の公園通り沿いに、「公園通り法律事

務所」を開設しました。

地域の皆様をはじめ、事務所を訪れてくださる個人

のご依頼者や中小企業の皆様のお力になれるよう、ま

た、敷居が高いと言われがちな法律事務所のイメージ

を変え、気軽にお立ち寄りいただけるよう願いを込め

て、この名前をつけました。

このような中、地域の早稲田大学先輩の皆様のお話

しを伺える機会を得られ、大変光栄に思つております。

日々勉強を怠らず、仕事の質を高めていけるよう研鑽

を続ける所存ですので、どうか、ご指導ご鞭撻のほど

お願い申し上げます。最近始めたゴルフを、趣味と言

えるように頑張りたいと思つています。

機.鳳型聾皇A麓盗壼蜂 量“″群……
島田 裕司 (昭550社学)

こんにちは。このたび皆様の仲間入りをさせていた

だきます島田です。昨年の納涼会に諸江さんからお誘

いを受けて参加させていただき、晴れて入会すること

ができました。

学生時代はアルバイトもサークル活動も一度に出来る

ように「早稲田大学ホームサービスグループ」に所属し

ていました。週に2～ 3日 は襖や障子の貼替えの仕事を

し、その他の日は「難しいテ∵マ ?」 について議論を交

わし (苦手でした)、 週末はラグビーや野球をし、また、

―人暮らしのお

年寄 りを訪ねた

り、障害のある

子 供 の ボ ラ ン

ティアをしたり

していました。

毎 日忙 しく、

楽 しくもありま

したが、例に漏

れず学業からは遠ざかつてしまいました。唯一の自慢

は大学体育祭のラグビーで 3位になり、銅メダルをい

ただいたことです。そ して、あの大西鐵之祐先生と記

念写真を撮つたのが思い出です。

現在は聖路加看護大学に勤務 しています。看護師不

足の昨今、優秀な看護師の育成が使命だと自分に言い

間かせ、趣味の―人旅と食べ歩きを唯一の楽 しみにし

ながら、毎日激務に耐えております。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

璽菫鈍m癬鷺_中群…鳳
幡鎌 武夫 (昭 390法 )

え 1 武蔵野に稲門会があ

るの ? 東京のど真ん中で |

これがお誘いを受けたとき

の感想でした。

北海道北見市では稲門会員

でしたが、稲門会は地方だけ

にあるものと理解 していまし

た。活動も年 1回 15人 くらい

の懇親会が全てでした。

その印象が強いので、武蔵野稲門会の規模と熱心な

活動ぶりにビックリしました。

入学早々の第一次安保、そして秋の早慶 6連戦は忘

れられません。卒業 した年が新幹線の開通と東京オリ

ンピックでした。

会社時代は日本経済と同様に発展 し、海外や地方勤

務も経験、後半はリス トラもやつてきました。

東京オリンピック、ケネディと 50年前に戻つたよう

な昨今、私も若返つて早稲田生活を楽 しみたいと入会

しました。すでにイナゴ会やテニス部会で揉まれてい

ます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。そ してお手柔

らかに。

食事とお酒
カヤシマ

佐 藤 孝 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

Te1  0422-21二6461
http://ⅥハⅣw.e― kayashirnaecom
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10月 20日 (日 )に稲門祭が開催されました。山内会長0諸江副会長・

川崎副会長はじめ、雨にもかかわらず参加された会員の皆さまに

感謝申し上げます。また、三多摩支部の売店「サロン 0ド・三多摩」

(大隈庭園内)でお買い上げいただいた皆さまにお礼申し上げます。

なお、来年 11月 9日 (日 )に予定されている三多摩支部大会は

武蔵野稲門会が三鷹稲門会と共同で担当します。その節は会員の皆

さまのご協力をお願い申し上げます。 (代表幹事 。杉原鉄夫)

の確認を|お願い.したく||1皆|さまので1協力をお1願いいたしますt (会長■1山1内 1巌 )

武蔵野1稲門1会 |ホ
ー■ムベー■|ジーを試行申で|す:|1会1員情報として|む活用(|ださtt

象

この 29号から会報の編集とりまとめを担当することになりました。

前任の川崎大八さんの後を継 ぐにはあまりにも力不足でございますが、諸先輩のご指導

の下、努力 してみよう、と思つております。今号はお願いした皆様からご立派な原稿を

お寄せいただき、大変感謝いたしております。

今後も皆様から会報に関するご意見をお聞かせいただきくこの会報がよりよい会員コミュ

ニケーションのひとつの場となることを願つております。どうぞご協力をよろしくお願い

申し上げます。                         (編 集長 徳田直子)

○テニス部会

立川 勲 090-5497-9954

松本 誠 090-3204-4355

0三水会

毎月第 3水曜日 18時

谷内隆衛 0422(ア9)2858

0若手の会

奇数月第 3木曜日

カヤシマ 0422(21)6461
0国碁 (イ ナゴ)会

毎月第 2、 第 4火曜日

寺田昌弘 03(3928)8710

○ゴルフ (平野杯)部会

年 2回

堀 裕一

彦坂員一

〇旅行部会

角田正三

〇お花見の会

小美濃隆

角田正三

〇カラオケ部会

○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 〇422(54)8503

0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江戸散策の会

東出重幸 0422(53)1443
片岡冬里 090-9640-7202

0422 (22)0631

0422 (51)8554

0422 (56)3162

0422 (43)4019

0422 (56)3162

奇数月の後半の水曜日

山内 巖 0422(54)1475

公園通り法律事務所
弁護士 酒 丼  幸 (B群□46年 法学者β卒)

弁護土 酒 丼  圭 (平成 16年 商学者眸 )

〒180-○○04     :
東京都武蔵野市吉祥寺本町2‐4-16 吉祥寺石丼ビル2階
電話 0422-23-6162    F∧ × 0422-23-6163
e―mal:lnfo@koue∩ do画.com
HP:http://kouendori com/ blog:http://kё uendori.jugem.」 p/

立川不動産鑑定事務所

不動産鑑定士 立 メ|| 勲
(昭 39年法学部卒。東京地方裁判所鑑定委員)

〒18010004

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@niftyecom http://treajp


