
- 1 -

       
    

会の告知板

【部会予定】

9 月 16日(水) 女性サークル 第 3回読書会「古事記」 10:00 中央町地区ｾﾝﾀｰ

9 月 24日(木) 映画鑑賞会『我が谷は緑なりき』 14:00 成美教育文化会館

10 月 2日(金) ゴルフ部会（稲門例会）    美里ゴルフ倶楽部

10 月 4日(日) 第 3回役員会 16:00 生涯学習センター

10 月 6日(火) 第 50回ウォーキング部会「早稲田大学ｷｬﾝﾊﾟｽﾂｱｰ」 09:30 東久留米駅改札口

10 月 12日(祝) 講演会・秋の旨いもの会 15:00 成美教育文化会館

10 月 22日(木)～23日(金) 旅行同好会「紅葉と温泉の越後魚沼バスの旅」 07:15 東久留米市役所前

11 月 1日(日) 秋の野球早慶戦観戦会 10:15 東久留米駅改札口

11月 11日(水) ゴルフ部会（三田会定期戦）                熊谷ゴルフクラブ

11月 21日(土)～23日(祝) 書道部作品展 10:00 成美教育文化会館

11月 23日(祝) ラグビー観戦部会「対慶応戦」    （詳細未定）

12 月 6日(日) ラグビー観戦部会「対明治戦」    （詳細未定）

【大学・校友関係】

9 月 26日(土) 校友会代議員会 16:30 大隈講堂

10 月 9日(金) 稲門祭実行委員会 18:30 井深記念講堂

10 月 15日(木) ワセジョ落語会（早稲田大学文化推進部主催） 18:00 大隈講堂

10 月 18日(日) 2015 稲門祭
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東久留米稲門会『講演会』『秋の旨いもの会』のご案内

猛暑の夏もやっと一服というところでありますが、会員及び校友の皆様にはご健勝のことと

お喜び申し上げます。

さて、来たる 10 月 12 日(祝)、恒例の「講演会」と「秋の旨いもの会」を開催いたします。

是非奮ってご参加下さいますようお待ち申し上げております。また同時に東久留米在住の校友

の中から選ばれた方々にポストマンで「ご招待」の案内を配付いたしました。何卒ご出席下さ

いますようお願い申し上げます。            東久留米稲門会会長 安次峰 暁

日 時：10月 12日（月）祝日 「講演会」15：00～
「秋の旨いもの会」17：00～

   場 所：成美教育文化会館 ３階 大研修室

   会 費：１人 3,000円（同伴者 1,000円）
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新ホームページまもなくスタート！

今年度の総会で予算が承認され、準備を進めてきておりました新しい

ホームページが、9月中には、公開の予定です。

＜新 URLは higashikurume-toumonkai.com ＞

全体の活動予定や、部会の活動予定、参加の呼びかけなど、新しい情

報の更新もスピーディーにできるようになり、皆さまが、いつでも最新

情報を確認できるようになります。もちろん、これまでのホームページ

に掲載されていたものもすべて、「東稲会の歩み」というコーナーに収めます。また、皆様に隔月で配付

しておりますこの「東稲ニュース」も、きれいなカラー写真で読むことができます。公開いたしました

ら、また、お知らせいたします。乞う、ご期待！！      ホームページ立ち上げ担当 村上万里

会の報告

◎7 月 4 日(土) 早稲田大学商議員会                          安次峰会長、菱山会員出席

来年度商議員の改選。現状の 1,000 名から 80 名程度増加とのこと。

◎8 月 30 日(日) 東京三多摩支部会長会                      安次峰会長、高橋事務局長出席

8月 30日(日)午後2時 30分から狛江エコルマホールに於いて開催された。当会からは、安次峰会長、

高橋が出席、2014年度事業報告及び収支決算、2015年度支部役員、2015年度事業計画、予算及び2015

年度支部大会（11月 15日(日)午後2時府中の森芸術劇場）、2016年度主幹稲門会(あきる野、福生)が決

議された。

継続審議中のブロック、グループ編成については、次回「幹事長・事務局長会議」で審議、原案を作

成し、来年度の会長会で決定し、2016 年度支部大会に提出することになった。また 2015 年度支部大会

については、一部(総会とパイプオルガンコンサート)だけでも 10 名以上の動員(二部は懇親会で会費

6,000円)を依頼された。

その他稲門祭での「サロン・ド・三多摩」への出店の協力、西東京稲門会より、9 月 21 日(月)2015

早稲田スポーツフェスタin東伏見の案内があった。                  高橋哲男記

◎役員会報告 平成 27年度第 2回役員会が 8月 2日(日)16：00～生涯学習センターにて開催された。

＜議事録概要＞

１.大学・校友会・近隣稲門会・三田会関係：各総会等への出席報告及び出席予定調整。

商議員会・代議員会の役務について質問あり。基本的に商議員会は大学に対しての委員会、代議員会

は校友会に対しての議決機関。

２. 講演会・秋の旨いもの会―10月 12日(月)体育の日午後 3時から。

(１)開始時間：講演会午後 3時より、秋の旨いもの会午後 5時より 6時 30分。

(２)料理分担、手順：渡辺副会長による担当者の打合せ実施。8月 15日(土)17時東久留米市役所にて。

調理室は 14時より 20時まで借用。

(３)講演会：國米家己三会員による「2020年.東京五輪のビジョンを通して日本人を考える」。

(４)会員の募集：実行委員会を次回役員会にて立ち上げる。（現在執行役員＋長束、大矢幹事）更に募

集中。

３.会計規則の作成：委員会が発足したが、会計及び会計監事が欠席のため、次回役員会にて。

４.新ホームページ進捗状況：村上幹事よりホームページの写真を依頼され、渡辺副会長が対応。

５.その他：村野幹事から、東久留米経友会の 9 月 11 日(金)講演会について従来通り「後援」の確認あ

り、了承。 次回役員会、10月 4日 16時より生涯学習センター。
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部会報告

＜カラオケ部会＞

「カラオケを楽しむ会」

梅雨どきに台風の行列という今年も異常気象、夏休みに入るとともに、今度は、連日真夏日や猛暑日

が続き、何ともうんざり、げんなりの日々、こういうときには、楽しい仲間と一緒にお腹の底から声を

あげるのが、何よりの特効薬となります。

7 月 25 日、恒例の夏季部会を「オンチッチ」

で開催。今回は、他の予定と重なった方も多く、

前回より少ないものの、9 名の精鋭が相集い、

部会の慣例に従い、馬場先輩の模範演技を皮切

りに、それぞれ日頃鍛えし 18 番のご披露に及

び、ママお手製の愛情のこもったディッシュに

舌鼓を打ちながら、ひやかしやら、歓声やらが

飛び交い、アッという間に時が過ぎていきまし

た。

中締めは「都の西北」の大合唱。いつものこ

とながら、歌い終わると、「シャバの憂さ」がど

こかへ消え、すっきりした気分に浸り、さらに、

お時間のある方は、バトンを受け継いでご発声

を続け、ほどほどのところで、三々五々お互い

握手を交わしつつ、まだ灯りの残る街の中を「ホ

ームグラウンド」を背に帰途につきました。

曲目次のとおり（敬称略、歌の順、最初からの 3曲）。

1.馬場 清彦 ①ひばりの佐渡情話 ②酔いどれて ③おんなの宿

2.安次峰 暁 ①南の花嫁さん ②並木の雨 ③ふるさとのはなしをしよう

3.高橋 哲男 ①つぐない ②珍島物語 ③聖母たちのララバイ

4髙栁 康夫 ①さらば青春 ②星屑の町 ③今はもうだれも

5.渡辺 真司 ①栄冠は君に輝く ②ポカン・ポカン ③小指の想い出

6.安藤 信雄 ①みちづれ ②東京のバスガール ③山小舎の灯

7.平山 正徑 ①銀座の雀 ②酒場の金魚 ③黄昏のビギン

8.帆角 信美 ①長崎は今日も雨だった ②襟裳岬 ③麦と兵隊

9.村上 万里 ①糸 ②愛と欲望の日々 ③群青

髙柳康夫記

熱唱する馬場さん
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＜俳句部会＞  

７月 19（日） 第 180 回句会 於：生涯学習センター

兼題：「梅干し」、「冷や酒」

梅漬ける妻の背丸くなりしかな  三田畔巣

母逝きし 齢
よわい

はや越え梅を干す 河村洋子

夏のれんくぐりて襟を直す女
ひと

棚野愛子

釣忍吾に添寝の猫のひげ 比護喜一郎

梅干しを遺
のこ

せし妣
はは

の顔浮ぶ 棚野愛子

片付けの進まぬ遺品冷酒酌む  片平るみ

束の間の日差しを返し半夏生 三田畔巣

弔電を抱へて重し沙羅の花   片平るみ

8 月 16 日（日） 第 181 回句会 於：生涯学習センター

兼題：「稲妻」、「南瓜」

水の面に触れて弾んで赤とんぼ 三田畔巣

月見草昏
く

れて浅間のうす烟
けむり

   神田尚計

日々草咲かせて路地の喫茶店  棚野愛子

修羅を経し母は南瓜を食はざりき 片平るみ

稲妻や押し入れ駆け込む餓鬼大将 大久保泰司

七十年語る老婆や盂蘭盆会   比護喜一郎

大南瓜庫裏に寝かせて甲斐の寺 棚野愛子

新しきカットの店や秋涼し   川島知子

遠稲妻浮かぶ山容一刹那    神田尚計

独り居のもて余したる大南瓜  河村洋子

少年の宣誓清し原爆忌     杉本達夫

三点句以上  橘 優治記

部会だより 秋は各部会のイベントも盛りだくさん・・是非ご参加を！

＜ウォーキング部会＞ 第50回記念大会 早稲田大学キャンパスツアー（ご家族のご参加大歓迎！）

＊＊＊貴方の知らない“ワセダnow”に出会えます！＊＊＊

日時：10月6日(火) ★今回は事前申し込み要★

集合： 9:30  東久留米駅改札口 ＊多少の雨天なら決行

行程：☆スケジュールは変更になることがあり得ます。

12:00頃から１時間程度 西早稲田キャンパス（現理工学

術院）ツアー → 徒歩で、戸山キャンパス（旧文学部）

をみて → 本部のキャンパスに13:00頃到着 学生食

堂（ガーデンハウス）にて各自三々五々昼食 (2Fカフ

ェテリア方式、3Fフードコートスタイル) →
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14:00頃～15:30頃 本部キャンパスツアーの後解散

☆希望者は 大学周辺で打ち上げを予定

参加費：50回記念につき無料  (交通費、飲食代は自己負担)

申し込み先：東海俊孝 9月26日(土)迄に、下記宛てお申込み下さい。

メールtoshi-tokai@kvj.biglobe.ne.jp ⇔ 出来る限りメールで

お願いします。

携帯080‐1205‐9494 ⇔ 電話よりSMS ﾒｰﾙでお願いします。

連絡先：東海(とうかい)俊孝 ℡：042-473-8566

  メール：toshi-tokai@kvj.biglobe.ne.jp

＜映画鑑賞会＞

『わが谷は緑なりき』 9 月 24 日（木） 午後 2：00～  於：成美教育文化会館

前号でも少しご紹介しましたが、名匠ジョン・フォードの絶好調時の代表作で、第14回アカデミー賞

最優秀作品賞、監督賞、助演男優賞等を受賞した感動作です。

「人生のすべてを教わった父、愛しい母と兄、そして

自分を育んだ故郷への追憶と敬意――。南ウェールズの

炭鉱町で生まれ育ったヒューの少年時代を、産業革命が

民衆にもたらした光と影に重ねながら、みずみずしく描

く。清廉で秩序を重んじる父との生活と別れ、ケガをし

た自分を励ましてくれたグリフィド牧師との心のふれあ

いを通じて、少年はたくましく成長していく。ヒュー少

年を演じるのは、映画『名犬ラッシーの家路』でおなじ

みにのロディ・マクドウォール。汚れのない透明感あふ

れる演技が胸を打つ。モーガン一家のキャラクターは、

ジョン・フォード監督の家族をモチーフにしたといわれ、

貧しくとも誇り高く生きようとする姿が美しい。」(DVD

カバーの解説より転記） 上映時間118分 事務局記

＜ゴルフ部会＞

秋季ゴルフ会を下記の通り開催しますので奮ってご参加下

さい。新規参加者歓迎します。

[１] 稲門例会：10月 2日(金) 美里ゴルフ倶楽部(埼玉県

児玉郡美里町大字猪俣3499)

08：36スタート、プレー費はセルフ、乗用カート、食事付で

4B 9,340円(70歳以上は700円引き)参加申し込み期限は

9月 23日となります。ゴルフ部会は過去6年間、熊谷ＧＣ，

玉村ゴルフ場のどちらかでの開催でしたが今回はコースを変えてみました。花園インターから12ｋｍ、

見晴らしの良い高台にあるが各ホールの高低差は少なくフラットな造形。池が各所に置かれているが比

較的スコアーを出しやすいコースかと思われます。

[２] 東久留米三田会との定期戦：11月 11日（水）熊谷ゴルフクラブ(埼玉県熊谷市石原1431）、

08：07スタート、プレー費はキャデイ付、乗用カート、食事付で4B 13,428円(70歳以上800円引き)。

東久留米に戻って表彰式を兼ねた懇親会を行います。参加申し込み期限は10月 25日。

お問い合わせ及び申し込みは伊東 毅 TEL=FAX 042‐471‐7114

Ｅメール tsuyoshi_ito@tenor.ocn.ne.jpまでご連絡下さい。             伊東 毅記
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＜旅行同好会＞

紅葉と温泉の越後魚沼バスの旅

今回は当会の長束幹事の協力を得て紅葉の越後魚沼のバスの旅といたしました。魚沼から見た八海山、

巻機山などの山並、紅葉、ユネスコ文化遺産の越後上布のほか、本場コシヒカリの新米、新そば、各種

の名酒が皆さんを楽しませてくれます。また、ホテル自家掘削の温泉が体と心を癒してくれます。ホテ

ルの夕食は言うに及ばず、昼食にも地場産食材のイタリアン、絶品のへぎ蕎麦と食事についても満足し

て頂けると思います。

前回新しく参加された方は「大変楽しかったまた参加したい」と言っており、初めて参加される方に

も満足して頂けると思います。大勢の方の参加をお待ちしています。

また、バスは高速道ではこまめに休憩を取りながら行きます。

■日 程：平成27年10月22日(木)～23日(金)

■集 合：平成27年10月22日(木) 午前7時 15分  東久留米市役所前

■行 程：10月 22日(木)

東久留米市役所前7:30==所沢IC(関越：途中上里SA、赤城高原SAで下車）==六日町IC==

八海醸造(試飲、ショッピング)==12:15八海山泉ヴィレッジ（昼食イタリアン）13:15==

八海山ロープウェイ駅++八海山四合目++ロープウェイ駅==八海神社参拝==池田美術館==

16:30ホテル   宿泊：ホテルグリーンプラザ上越 TEL：025-782-1030

     10月 23日(金)

     ホテル8:00==紅葉の魚沼スカイラインドラ==9:15  

龍澤寺==鈴木牧之記念館・塩沢宿牧之通り散策、

青木酒造11:15==12:00十日町「由屋」

(昼食へぎ蕎麦と天ぷら)13:00==

13:40道の駅ゆきあかり==野の花館14:40==15:00

塩沢／石打IC(関越：途中赤城高原SA、上里SA

下車)==所沢IC==18:00東久留米市役所前

■会 費：33,000円

※参加希望者は、井坂 宏 ℡：042-477-1632 ＜Isk-h112226@globe.ocn.ne.jp＞、または、

                平山正徑 ℡：042-473-3289 ＜Mx3hirayam@m8.dion.ne.jp＞  までご連絡ください。

（所要人数になり次第締め切らせて頂きます）             井坂 宏記

＜野球早慶戦観戦部会＞ 11 月 1 日(日)  第 2 戦

春は慶応に勝って六大学リーグ戦完全優勝、大学選手権も優勝し、今季

も期待が高まります。是非みんなでそろって神宮に応援に行きましょう！

今回は第2戦の観戦となります。

◎日時：11月1日(日） 10：15東久留米駅改札口集合

◎費用：入場料＋交通費＋昼食代(お弁当)＋飲み物

※参加希望者は、高橋事務局長まで連絡を ℡042-474-2366
（詳細は同封のチラシ参照）                事務局記

＜書道部会＞ 第8回 書道部 作品展のご案内

◎日程 11月21日(土) ～ 11月23日(月・祝)

◎場所 成美教育文化会館  １階 ギャラリー

◎時間 午前10時 ～ 午後5時

東久留米稲門会設立３年目にあたる1997年 11月に書道部が発足して以来、武藤部会長を中心に師範
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クラスの会員と、小学校のお習字の授業以来はじめて筆をにぎる人達とで作り上げてきた、この書道部

です。作品展も重ねて8回目となります。先達の言葉にもあります「継続は力なり」、その成果を発表す

る会です。

今回は、当部会の立ち上げ、育成に熱い情熱をもって取り組んで来られ、過日天に召された高橋勤さ

んの遺作(遺墨）も含めての作品展となります。どうぞ皆様、お誘いあわせの上、ご来場ください。

部員一同、お待ちいたしております。                         渡辺真司記

＜ラグビー観戦部会＞ ◎ラグビー早慶戦 11 月 23 日(祝) ◎ラグビー早明戦 12 月 6 日(日)

今年は、イングランドでのラグビーワールドカップがまもなく開幕、その

次の2019年ワールドカップは日本での開催ということもあり、ラグビー界は

大いに盛り上がっているのですが、わが早稲田ラグビーにとっては、近年に

ない大変厳しいシーズンを迎えたようです。

我が稲門会の早稲田ラグビーウォッチャー、練習見学チェア寄贈の上井草

オジサン藍原部会長から見ても、シーズンインとしての出来は、過去に例が

ないくらいの状況とのことです。頑張って応援しないと正月どころの騒ぎで

はなくなるようです。

そこで、伝統校同士の「早慶戦」(11月 23日)、「早明戦」(12月 6日)の応援観戦会を例年通り行いま

す。この両試合は、実力にはあまり関係なく、意地と意地のぶつかり合いで過去にも下馬評を覆す名勝

負が何度もありました。今年もこの両試合だけは、強い気持ちを持っている方が勝利するものと思いま

す。我々も是非応援に行き、伝統の一戦における早稲田ラグビーの意地を見てきましょう。

※観戦希望の方は、早慶戦は9月 10日(木)までに、早明戦は10月10日(土)までに、

藍原部会長宛ご連絡をお願いします。＜℡：042-472-1813＞             事務局記

東稲広報室

＜訃報＞ 東久留米稲門会二代会長の高橋勤さんが、8月 7日午前2時53分、ご逝去されました。8月

11日/12日に浄牧院において執り行われた通夜および葬儀には、当会より多数の会員がご焼香に参列し、

当会草創期のご活躍とご努力に感謝してお見送りいたしました。心よりご冥福をお祈りいたします。

なお規定により生花一基をお供えしましたことをご報告いたします。

＜「会計規則検討委員会」及び「会員募集実行委員会」＞

役員会報告議事録概要にもありますが、今まで条文化規定がなかった会計処理について「会計規則」

を検討/作成する「会計規則検討委員会」を、会計監事の東海さん吉川さんを中心に立ち上げています。

規定が完成したら、会員の皆様にご報告いたします。

また、次回役員会にて会員募集・増強のための実行委員会を発足させることになりました。新会員の

募集や勧誘についてアイデアをお持ちの方、積極的にご協力いただける方、是非実行委員会に加わって

ください。ご連絡をお待ちしております。

＜「ワセジョ落語会」のご案内＞ （前号からの再録）

「早稲田文化芸術週間2015」の一つとして、『ワセジョ落語会』が、早稲田大学文化推進部の主催で

10月 15日(木)18:00～20:00に開催されます。会場は大隈講堂。

出演は、桂右團治、川柳つくし、柳亭こみち、 特別ゲスト：桃月庵白酒で入場無料。

落語界初、3人の早稲女落語家と早稲男落語家が大隈講堂に集結。OB・現役コラボの落語会です。

メールによる先行入場制で、メールで＜151015entry@list.waseda.jp＞へ氏名、参加人数を明記して申

し込むと、17:00からの先行入場案内の返信が来るので、このメール返信をプリントして当日持参する

と、先行入場チケットとなるとのこと。
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〈会員リレーエッセイ〉 ～噴水広場～

わたしの半生

吉田 清郎（45年 社学）

平成27年度 新幹事になりました吉田清郎と申します、私は浅間町3丁目に住まいをしております。

私は小泉首相の提案で大企業が飛びついた、米国式資本主義の洗礼を受けた企業合併での、わが社 1万

人弟会社 4千人そして起こる、4千人の首切りの事業部での担当となったこともあり、又、私の初孫が

ダウン症である事から 35年の会社勤務に見切りを付けて、ダウンシンドロームの先進国である北欧ス

ウェーデンに目標を定め、シニアボランティアの道に入る事にいたしました。

一念発起で 60歳の手習いでTOEIC、500点以上が資格であり、やっと達成、何度もスウェーデン大

使館に通いやっとストックホルムから 500キロメートル、ウメオ市のジュニアハイスクールに半年行け

る事になりました。（現在では公には ODAの国しかシニアボランティアの派遣はありません）その後も

マレーシアのクアラルンプールから 100キロメートル、ポートデクソンのジュニアハイスクールにも半

年行きました。スェーデンではダウン症は同じ学校内で勉強し、（日本では養護学校に隔離）逆に健常者

を交代で２人づつ入れて世の中には生まれながらの弱者がいる事を教えています。スウェーデンは世界

で最も生活格差の少ない国であり、ボンザ制度（母子年金）、消費税の分別設定（6％～25％）日本が学

ばなければならない事がたくさんあります。滞在中ノルウェイでのオーロラやストックホルム発ロンド

ン行き 33時間のバス旅などEUの近さ便利さ定年後また訪れたい国です。

マレーシアでは日本人の退職者がペナン島やキャメロンハイランドに固まって生活しており毎日賭け

ゴルフかアフターヌーンティ、私から見ると天国の姨捨山、なんの興味も湧きません。マレーシアはマ

レー人、中国人、インド人の共存共栄の国家であり、政治はマレー人、経済は中国人、商業はインド人、

なぜかステーキの美味しい店がインド人街にありました。

私は月に 10日～12日働いていますので、長期の海外旅行は行けませんが一週間位の旅行は年 2～3
回東南アジア方面に出掛けております。どんな奥地にも中華料理店と中国人が居着いており感心します。

同化しないで生きる中国人、同化しなければ生きていけない日本人。そして現在中国は国家総力資本主

義・富国強兵（スポーツを含）かつて日本も国家総力資本主義の時代があり、その末路は歴史が示す通

りです。ただ、救われるのは中国人は古から国家を信用していない事です。

私は宿はいつもバックパッカー宿ですので、そこで知り合った中国人、韓国人は個人的にとても話が

判る人たちです。ヨーロッパのように時間をかけて多数参加の血で勝ち取った民主主義と違って、アジ

アの民主主義は植民地解放から一部の指導者での獲得だから、底が浅くややもすると衆愚に陥りやすく、

よって常に高潔な指導者が必要とされます。ただ、欧米や中東の国家の弱みと悩みは一神教が多く、話

し合っても利権で分かり合えても、感情では理解できない。それに比べて東・東南アジアは逆に多神教

国家が多い為、さらなる民主主義のレベルアップと国が蹂躙されなかったアジアでの植民地化国、日本、

タイ、インドがもっと寛容に立ち回って行かなければならないと思います。今協力なしに生存できる国

はアメリカさえも出来ない世界に成ってしまったのです。今後のアジアの動向はインドが主導権を握っ

てくると考えています。仏教のルーツであるヒンズー多神教の聖地、唯物から唯心へは必至であり、領

土は誰の物ではなく地球の物。

＜編集後記＞

９月９日は重陽の節句。長寿を祈る日。平安以前の昔は栗の節句と呼ばれ、収穫祭の意味合いの濃い

行事で、栗ごはんなどで祝って、感謝を捧げたともいわれているそうです。

「秋の旨いもの会」。今回は会員の地縁を活用して各地の旨いものを取り寄せる予定です。


