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2022年東久留米稲門会新年会のご案内 

東久留米稲門会会長 高橋 哲男 

 

新型コロナウィルスは、人類の敵というより、人間の傲慢さが原因と思える面もありますが、第 5次

感染者も落ち着いてきている中、皆様にはご健勝にお過しのことと存じ上げます。また、今後ともご自

愛お願いします。日頃、稲門会活動をご支援いただきお礼申し上げます。 

10月 1日付で早稲田大学校友会からも「緊急事態宣言」の解除に伴い、感染対策の徹底と会場・施設

の指針を遵守し、稲門会活動の実施を認めています。また、一刻も早く稲門会活動を復活したい意向も

あり、2022年 1月 16日午後 2時より新年会を開催しますので、奮ってご参加の程お願いいたします。  

詳しくは、別添チラシをご参照ください。 

早稲田大学校友の皆様には、ご入会の案内をさせていただきます。東久留米稲門会は、早稲田出身の

約 130名の会員からなる地元での親睦会です。趣味や運動で楽しむことや、偶には酒席で交流する気楽

な会です。是非一度体験なさってください。また、新年会の参加をお待ちしています。入会ご希望の方

は、ホームページからも入会アクセスできます。まず、ホームページで活動のご閲覧をお勧めします。 

 尚、年末に第 6次感染が発生した場合は、感染状況や施設の利用制限を考慮し、12月 5日の役員会で

検討の上、中止の場合は出席のご連絡をいただいた会員及び校友には中止のご案内をいたします。 

                                                                    

会の告知板  

【部会予定】 

12 月  5 日 （日） 令和 3年度第 4回役員会 15：50 生涯学習センター 

12 月 5 日 （日） 歴代会長・部会長・役員忘年会 18：00 庄や 東久留米店 

1 月 15 日 （土） ニューイヤーコンサート 14：00 練馬文化会館 

1 月 16 日 （日） 東久留米稲門会新年会 14：00 成美教育文化会館 

 2 月 6 日 （日） 令和 3 年度第 5回役員会 16：00 （生涯学習センター） 

2 月 24 日 （木） 映画鑑賞会「鉄道員」 14：00 成美教育文化会館 

4 月 3 日 （日） 臨時役員会 16：00 （生涯学習センター） 

5 月 21 日 （土） 第 28回定時総会 13：00 成美教育文化会館 

 

【大学・校友会関係】 

12 月 3 日 （土） 商議員フォーラム   

   合同会長懇話会 中止  

3 月 12 日 （土） 春季代議員会 早稲田大学  
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＜各部会定例活動一覧＞       ※コロナ禍などで変更の出る可能性もありますので、ご注意ください。 

 

会の報告 

◎第 3回役員会報告  

 2021年度第３回役員会が 10月 3日（日）16:00～中央町地区センターにて開催された。 

＜議事録概要＞ 

 高橋会長から開会の挨拶の後、以下の事項について報告や意見交換が行われた。 

１ 大学・校友会・近隣稲門会・三田会関係  

（１）小平稲門会    10/16（土）  中 止 

（２）三多摩支部大会  10/17（日）  中 止 

（３）早大稲門祭    10/24（日）  オンライン 

（４）東村山稲門会   11/20（土）  ｻﾝﾊﾟﾙﾈ･ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ（未定） 

（５）合同会長懇話会  日程未定    大隈会館「楠亭」（未定） 

（６）春季代議員会   3/12（土）  早稲田大学 

２．秋の懇親会 

  中止とした。 

３．今後の役員会 

12/5（日）・2/6（日）・4/3（日） 

４．会長・部会長・役員忘年会 ＜12月の役員会当日＞ 

（１）日 時 ： 12月 5日（日）18:00～ 

（２）場 所 ： 「庄や 東久留米店」 

（３）会 費 ： 5000円（予定） 

５．新年会 

（１）日 時 ： 2022年 1月 16日（日）14:00～ 

（２）場 所 ： 成美教育会館３階 大研修室 

（３）その他 ： 市内の 20代から 70代の校友にも案内する。（900部作成予定） 

 ＊打合せ会は 11/10（水）の印刷終了後、実施。＜小野副会長・執行部・梶井・平山・山岡＞ 

５．2022年度定時総会 

（１）日 時 ： 2022年 5月 21日（土） 

（２）場 所 ： 成美教育会館１階ギャラリー、３階大研修室 

（３）講演者 ： 正田浩司氏「武蔵野の段丘と湧水」 

         1983（昭 58）理工学部大学院卒 埼玉県立高校 地学担当教諭 

部 会 
11 月 12 月 

日 曜 時間 場所 日 曜 時間 場所 

女性ｻｰｸﾙ 18 木 10：00 中央町地区ｾﾝﾀ  ー 16 木 10:00 中央町地区ｾﾝﾀ  ー

書 道 14 日 13：00 スペース105 8 日 13:00 生涯学習センター 

俳 句 25 木 10：00 生涯学習センター 16     木 10:00 生涯学習センター 

囲 碁 28 日 休   会 26 日 休   会 

太極拳 

13 土 10:00~12:00 成美教育文化会館 4 土 10:00~12:00 成美教育文化会館 

20 土 10:00~12:00 成美教育文化会館 11 土 10:00~12:00 成美教育文化会館 

27 土 10:00~12:00 成美教育文化会館 18 土 10:00~12:00 成美教育文化会館 

バドミントン 毎週金 10:50~ 東久留米ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀ  ー 毎週金 10:50~ 東久留米ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀ  ー
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６．会費納入状況等 

（１）9月末日現在 納付者 123名 

  （予算計画 140名、予算計画より 17名不足） 

（２）現会員の未納者９名への督促状は、９月の東稲ニュース配布時に送付済み 

（３）再入会案内候補者への連絡は、リストを髙橋会長からもらった後、会費納入依頼書を含め、11月

（予定）に送付する。 

  ＊会計担当の清水氏より、2015年は159名の会員数があり、現在は２割減であるとの報告があった。 

７．組織強化補助金 20万円の申請について 

（１）稲門祭記念品購入の件 

   前回の役員会の後、金額に変更があり、売上金額は 15万円であった。（目標額 14万円） 

（２）稲門祭へふるさと賞の寄付（柳久保ラーメン 486円 ５０箱）（送付済） 

2018年度「芋焼酎 黒目川」→2019年度「柳久保うどん」→ 

2020年度「柳久保かりんとう」 実施せず 

（３）体育関係部への寄付５万円 

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部（2021年度：6/17振込済） 

野球部→ｽｷｰ部→応援部 → ﾗｸﾞﾋﾞｰ部 → 水泳部→ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部→ｱｰﾁｪﾘｰ部→体操部（2019年度）

→2020年度無し→ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部（2021年度）→ 2022年度ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ部 （予定） 

（４）稲門会の地域組織強化を目的とした企画を開催し、４０代以下の若手校友が参加。 

    ＊新年会の案内で開催の有無にかかわらず申請する。 

８．映画鑑賞会 

2022年 2月 24日（木）14時から成美教育文化会館にて「鉄道員」の上映予定 

９．広報関係 

（１）東稲ニュース－記事の募集、印刷日時等 

   原稿締切：10月 28日（木） 

印刷日 ：11月 10日（水） 15:50～ 生涯学習センター印刷室 

（２）ホームページについて 

   担当の坂井氏より、ＨＰの引継説明書と画面管理マニュアルを作成し、関係者へ配布した。 

   後日、必要な方へﾊﾟｽﾜｰﾄﾞもお送りするとの報告があった。 

   なお、ＨＰの操作説明会は後日、決定し連絡することにした。 

10．サークル・部会関係 

①女性サークル ②ゴルフ     ③囲碁      ④俳句    ⑤書道 

⑥太極拳    ⑦グルメ     ⑧郷土研究    ⑨ウォーキング＆山歩き 

⑩カラオケ   ⑪スポーツ観戦  ⑫諸芸術鑑賞   ⑬旅行同好会（休会） 

⑭バドミントン ⑮マグカップの会 

11．その他 

   西東京稲門会 20周年記念演奏会の招待があり、高橋会長・吉田副会長・河村氏の 

  ３名が参加することにした。 

 ・次回役員会について  

   2021年 12月 5日（日）15時 50分より ＜生涯学習ｾﾝﾀｰ（予定）＞ 

                                        大矢 真弘 記 
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部会だより 【活動報告】 

＜太極拳部会＞    太極拳部会に入会して早くも 10年 

  太極拳の原稿依頼を受けましたので、過去の資料を調べましたら、秋の懇親会に配布された 2010年

度の出席率がありました。出席回数 30回、出席率 73.2％で翌年度は、出席回数 37回、出席率 86.0％で

まずまずのスタートでしたが、ゆとり教育が見直しとなり週 6日の授業となったため、土曜日の稽古に

なかなか参加出来ず出席回数は激減してきましたが、この 2年は現職を離れ、非常勤役員となったため

出席可能となりました。 

 還暦前の 50代で入会した当時は高橋 2代会長、市川第４代会長

もお元気に稽古されていたことや久家さん、藤川さんが頑張って

皆勤したことが懐かしく思われます。本年度で古希となりますの

でこの 10年は光陰矢のごとしでした。  

 入会時には、約 30名の部員でしたが、稲門会以外の部員も多か

ったので鮎貝前部会長から、役員の入会依頼が強くあったことや

その当時は、フィットネスクラブでヨガに取り組んでいたので呼

吸法が繋がるのではと思い入会いたしました。鮎貝前部会長や渡

辺現部会長から熱心な指導や鮎貝前部会長から「太極拳基本動作

（改訂版）」、「太極拳練習に関する熟語解説」、「簡化二十四式太極

拳動作解説」の教本をいただいたことや DVD をみて真摯に当時は

練習をしていました。但し、太極拳は奥深いものでまるで宇宙の

ようなものです。フィットネスクラブのスタジオレッスンとは大

幅に違います。いまだ、基礎段階ですが、自分の出来る範囲で稽古に参加することで良いと思い、現在

は、立身中正と弓歩に注意し、膝が踵を追い越さないこと等姿勢と呼吸法に注意しながら稽古をすると

ともに教本を読み直しして太極拳に取り組み、健康の維持に努めたいと思っています。 

太極拳も他のスポーツと同様に経験、体力、柔軟性により運動差はありますので各人のできる範囲で

稽古をしているのが太極拳部会だと思います。皆さん、出来る範囲で稽古に参加してみてはどうですか。

老朽化を少しでも防げることに繋がると思います。                高橋 哲男 記   

 

 

＜ゴルフ部会＞   

新型コロナウイルスの感染拡大により自粛

しており２年ぶりに熊谷ゴルフ場にて開催し

ました。皆さん待ち焦がれていたようで 12人

の参加でした。天気もこの日だけ晴天にめぐま

れ絶好のゴルフ日和でした。キャディ付でのプ

レイを希望される方も多くなってきたので今

回はキャディ付のラウンドとなりました。 

結果は最年長の池田さんがグロス２位と健

闘しましたが、ハンデの影響もあり優勝はスタ

ート時点から絶好調宣言をしていた平山さん

で、ベスグロは指定席の上原さん、ニアピン賞

も２つとりさすがでした。今回はコロナの感染対策で表彰式、パーティを自粛としました。大矢事務局

長が初出場し盛り上げてくれました。参加者が減る中でありがたいです。高橋会長の参加を望む声もあ

がりました。                                  金子 孝司 記 
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＜スポーツ観戦部会＞ 

コロナ禍は沈静化しつつありますが、イベント開催も観客動員は完全開放

にいたらず、限定販売になっています。ラグビー観戦のチケットも例年早稲

田大学ラグビー部にて手配して頂いてましたが、昨年と同様チケット確保が

出来無いとの通知がありました。東久留米稲門会としても揃っての観戦が出

来ません。観戦希望者は各自での先行抽選販売（インターネットで、チケッ

トラグビーか、チケットぴあ）に申し込む方式になりますので宜しくお願い

します。                        小野 泰右 記 

 

 

＜俳句部会＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 思わぬプレゼント！   

 書道部会の部会長でいらっしゃる武

藤先生より、俳句部員一同に素晴らしい

プレゼントがありました。 

各人の名句を、先生が素晴らしい字で書

いてくださったのです。しかも、読めな

いかもしれない、と温かい思いやりで、

パソコンによる解説までつけてくださ

いました。俳句部員一同、感激で一杯で

す。先生のお手にかかると、拙句でも名

句に感じるとこれは紛れもない本音で

す。ありがとうございました。 

片平 るみ 記 

                                                        

第 253回  9月 20日(月)      

兼題：とうもろこし・露 当季雑詠一句 

 

＜高点句＞ 

風の盆白き手舞ひに胡弓の音   大久保泰司 

 露の世の長き歩みや村の墓    杉本達夫 

 秋夕焼やっとできたよ逆上がり  片平るみ 

 

＜自選一句＞ 

歩き初む赤子の靴に今朝の露    川島知子     

君が待つショートカットの露の径  比護喜一郎 

画像消し松虫だけの夜になりぬ   三浦洋子 

白露や一会（いちえ）一会に縁あり 橘優治 

鬼気せまるパラリンピック夏終わる 馬場清彦 

 もろこしの残りみやげや皮人形   横田慧子 

 朝早く露を残して草の上      本間信一 

 

第 254回 10月 15日（金） 

兼題：木の実・秋の暮 当季雑詠一句 

 

＜高点句＞ 

かみ合わぬ夫婦の会話木の実落つ  橘優治 

それぞれに音を違へて木の実落つ  片平るみ 

 我を詠む妻の短歌や秋静か     杉本達夫 

 

＜自選一句＞ 

バスを待つ二十三分秋夕焼     三浦洋子 

断捨離ややがて寂しき秋の風    比護喜一郎 

秋高し置きざりの夢浮かびをり   大久保泰司 

薄紅の空を探しに秋の暮      川島知子 

根岸のみ隠居所でなし秋家居     馬場清彦 

秋草のしだれて届く陽のかおり   横田慧子 

宮島の紅葉谷にも木の実かな    本間信一 

 

 

 

 

後ろ手に麦踏む人や夕陽落つ 大空を群がり泳ぐいわし雲 
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部会だより 【今後の予定】     

<諸芸術鑑賞部会> 

第 15回早稲田大学交響楽団による「ニューイヤーコンサート 2022」へのご案内 

東京でもコロナ禍の落ち着きとともに各種のイベントが、再開されています。今春は中止となりまし

た練馬稲門会主催のワセオケによるニューイヤーコンサートが、2022年 1月 15日（土）14:00開演にて

再開されます。 

鬱陶しいコロナ禍の終息を願い、美しく感動的な響きとともに新しい年を迎え様ではありませんか。 

来春のコンサートはコロナ禍に注意をする為、客席を 80%にし、開演時刻も 17:00よ

り 14:00に切り上げます。例年より席が少ない為早めの申し込みをお願いします。 

日時: 2022年 1月 15日 13:30開場 14:00開演 

チケット: A 3,500円 B2,500円（2階後方） 

会場: 練馬文化センター大ホール 

チケット申し込み先 

メールアドレス: t_ono_1120@yahoo.co.jp 

電話  :      090-7251-0648       諸芸術鑑賞部会  小野まで 

 

＜ｳｫｰｷﾝｸﾞ＆山歩き部会＞ 

６月の西東京いこいの森公園以来、久々の活動再開となります。 

活動方針：行動途中での交通機関内はマスク着用。歩いている時はマスクをしないで済む、密集のない

場所を巡ります。（屋外でもマスク着用必須とされるところは、対象外とします）  政府、都知事によ

る移動自粛要請がある場合は、中止します。 

 

ｳｫｰｷﾝｸﾞの予定： 

（第 81回）葛西臨海公園（森林公園の臨海版、海に臨む広大な空間） 11月 1日（月）実施済 

 

（第 82回）高麗峠から宮澤湖：森林浴、紅葉の道、11月 22日（月）東久留米駅 9：10集合  

      飯能駅から、奥武蔵自然歩道に入り、武蔵ゴルフカントリーの縁に沿って歩き、宮澤湖を

周遊して飯能駅に戻る。宮澤湖畔の広場で、持参の弁当、嗜好品を広げる。 

      10㎞強の比較的平坦な道のｳｫｰｷﾝｸﾞです。道中、紅葉の期待もあります。 

 

（第 83回）旧東海道：品川宿を歩く 12月 27日（月）東久留米駅 8：45集合 

      京急青物横丁駅から、旧東海道を品川に向かって遡り、最終的に泉岳寺を目指す。 

      旧東海道は、それなりに昔を偲ばせる場所に富み、食事や土産物の散策も楽しめる。     

★実施詳細はメールでお知らせします。参加実績のない方はメールアド

レスの登録がありませんので、参加ご希望の方は以下宛に、メールアド

レス or FAX番号をご通知下さい。  

宛先：toshi-tokai@kvj.biglobe.ne.jp  FAX：042-473-8566（東海自宅）      

 

 

東海 俊孝 記 
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ホームページ説明会 

 ホームページ委員の皆様のご尽力により、7 月

よりホームページがリニューアルされました。そ

れに伴い、お知らせ欄や部会紹介欄へのアップ法

も変更されましたので、10月 28日に生涯学習セ

ンターにて説明会を開催いたしました。当日は、

坂井淑晃さんを先生とし、プロジェクターを使っ

ての分かりやすい解説で和やかな雰囲気に終始

しました。ホームページを今後も活用していきた

いと感じました。 

 

 

皆さまからのお便り 

 

大空にジャンプ 

         キャッチボール＆ソフトボール・ティーボール同好会 

                                    世話人 渡辺 真司 記 

真っ青に澄んだ秋空の下で自由気ままに体を動かしています。 

5 月 31日から有志でキャッチボールを始めました。「昔取った杵柄」とばかり自信満々で参加。どう

して・・どうしてそんなに甘くはありません。さび

付いた体は簡単には動いてくれません。そこで小学

生に戻ったレベルから稽古を始めました。「おかし

い？こんなはずでは？」の連続。でもでも楽しい

よ・・。 投げる→とる→打つや打つ→ゲームと進

んできています。    

 最近では、わが早稲田大学が開発したティーボー

ルを楽しんでいます。ゴルフのようにティーにのせ

たボールをバットで打つのです。特にティーボール

は、ボールもバットも柔らかい素材でできていて、

初心者、女性、高齢者も全く OKです。みんな、集まれ・・・動こう！   

    下記の要領でやってます。     

1、直近の日程   11月 29日（月）   11時～13時 

  12月 6日（月）   11時～13時 

  12月 13日（月）   11時～13時 

    1月、2月、3月中旬まで休眠予定 

2、場所  南町運動広場  東久留米市南町 1－8   

      イオンから新青梅街道へ抜ける道に面してます

3、準備  運動靴、運動のできる服装、飲料水、帽子、タオル、今は念のためマスク  

4、費用  初参加の方は 1，000円 施設利用料、用具代等の為  
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大真鯛を釣り上げた！             平山 正徑 記                 

平山 正徑 記 

9 月 15 日友人と北茨城平潟港の第八茂栄丸一つてんや真鯛狙いの釣行、釣果も乏しいまま後半一つ

てんやの仕掛けからインチクに変え、遠投いきなりドンと鈍いアタリと共に糸がどんどん出て行く、巻

き戻すを繰り返し１0 分の苦闘の末 3.29ｋｇの真鯛が船頭のタ

モに納まる。 

性根尽きヘロヘロ年寄りにはキツイひと時であったが満足度

は 100％。大真鯛は寿司屋で捌いてもらった。調子に乗り、翌

週 22 日大洗港の福重丸ショウサイフグの釣行、この日は好調

で良型 35 匹の激釣であった。秋の懇親会があればフグ鍋を披

露できたのだが中止となり残念である。 

             

 

 

 

 

 

 

オンライン稲門祭 

コロナ禍初めてのオンラインでの稲門祭が開催されました。実体はハイブリッド開催で 11月 6日 7

日の開催となっております。 

ファーストリテイリング柳井会長が建築費 12億寄付された村上春樹ライブラリでの開催セレモニー

でした。まず萬代代表幹事より 66万校友の団結と来年こそは満天下のもとこぞって校歌と紺碧の空を

歌いたいとの熱望が語られました。 

田中総長からは７億５千万円を投じて空調設備を設置し頑なに対面授業を進めて参りましたが，5千

名／8千名の留学生と首都圏以外の１万７千名計２万２千名の学生はオンラインでの授業を進めざるを

えなかったとの報告が有りました。世界で輝くＷＡＳＥＤＡへの具体的な施策と偏差値で医学部を除く

学部で慶応義塾大学を上回り名実ともに私学の雄となったとの話が有りました。そしてワクチン接種希

望の学生３万人全てにいち早く接種完了し、またコロナ禍学生支援で９億円超の寄付が集まった事に対

して厚く御礼申し上げますとの報告が有りました。 

そして私は今まで学研派の総長が続いていたが、体育局空手部出身の田中総長に親近感が湧いたの

が印象に残りました。                              吉田 清郎 記                                                    
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追悼文 

         辰巳徳蔵さんを偲んで           中村 敏明 記 

私が囲碁部会に入部した頃、辰巳さんのお名前はかなり上の方に載っていま

した。実力 NO.1の刈草さんがトップで辰巳さんは 3番目でした。数年経ち私

が部会長にされた(刈草さんに)頃も辰巳さんは体調を崩されてお休みの状態

と聞いておりました。 

私が初めて辰巳さんと対戦したのは 2019 年 5 月 26 日でした。私の持ち点

が上がっており、辰巳さんの４子局の手合となりました。終始私の苦しい碁で、

大局観のある方だなぁ、という印象を持って打っていました。後半から終盤に

掛けて大分追い詰めたのですが、素直な明るい手を打ち続けられ私の６目負け

となりました。五段から六段の実力があり、若い頃にはかなり強かっただろう

と想像できました。 

その後はコロナ禍があり、囲碁の部会活動も制限を余儀なくされた中での訃報でありました。 

ご長男からタブレットをプレゼントされベッド上ではタブレットを片時も離さず囲碁を愉しんでおられ

たとお聞きしました。コロナ禍が無ければお見舞いや囲碁も、、、などと考えてしまいました。 

ご冥福をお祈り申し上げます。 

    

東稲広報室 

＜入会＞ 坂本洋子さん （S54 社学） 神宝町在住 

＜訃報＞ 辰巳徳蔵会員 （S41 政経） 8月 15日逝去 享年 90歳 稲門会より香典 

＜稲門祭記念グッズ当選者＞ 

24744  職域特選賞     小野泰右会員 

 

 

 

 

＜会員リレーエッセイ＞ ～噴水広場～   
                                      

大隈重信と渋沢栄一の出会い 

                                        小牧 完次 (s41 法) 

 渋沢がヨーロッパで学んだ合法主義を実際に試験するよい機会となった。 

 静岡での生活が軌道に乗り始めた時に新政府から渋沢に出仕せよとの呼び出しがかかった。なぜ旧幕

臣の渋沢が招請されたのであろうか！それは政府の人材不足を補うためであった。倒幕に成功した明治

政府であったが、維新を成功させるためには多くの課題を抱えていた。「広く知識を海外に求め、万機公

論に決す」という五ヵ条の誓文の精神に則って、富国強兵、殖産興業を目標に掲げ、独立を維持しなが

ら、日本を近代化するために様々な改革を進めることは至難の業であった。 

 江戸幕府は崩壊したが新政府の規模は小さく、財政難の中、薩長土肥を中心とする人材では足りず、
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長年統治に携わり、海外経験を持つ旧幕臣に頼ることになった。 

 渋沢の才能や手腕を高く買い、新政府への士官をさせるよう大隈重信

に勧めたのは伊達宗城と郷純造であった。松平慶永、山内豊信、島津斉

彬と並んで幕末の四賢侯のひとり伊達宗城はパリの渋沢の仕事ぶりを

注目し、初代大蔵卿として渋沢に期待を寄せていた。渋沢が新政府時代

からその後の民間での活動を行うに当たって大きな力を発揮したのが

旧幕府時代の人脈であった。伊達宗城が幕末の宇和島藩主で藩改革を進

め、富国強兵、殖産興業を実践する。明治政府の民部卿、大蔵卿などを

歴任したが渋沢を高く評価し、大隈重信に推薦したといわれる。 

 大隈は出仕を渋る渋沢に対して説得をくり返した。大隈は新政府は新

しい近代国家の建設のために有能な人材を求めて

いる。仏国で学んだ知識を「八百万の神達の一柱」として尽力して欲しいと懇願し

た。さらに徳川慶喜もそれを望んでいると聞かされて渋沢は断り切れなかった。こ

うして渋沢は 1869年 11月新政府の民部省租税正に任命される。 

 大胆かつ迅速な経済社会の基盤整備案を企画立案し、貨幣改革、度量衡の統一、

太陽暦の採用、郵便制度の導入を実施した。 

 渋沢栄一とはどんな人であったでしょうか？ 

日本資本主義の父であったり、日本近代化の推進役であったり、日本の福祉事業の

草分けであったり、元祖イノベーターであり、民間外交のパイオニアとして活躍した人でした。渋沢栄

一の人間力とは三つの点を指摘できると思います。 

①公共力 一人ではなく全体の利益を追求し続ける。 

  渋沢栄一は経済活動に論語を活用する。算盤（経済）は論語により支えられているという独自の解

釈を持ち、それを実行した人でした。論語の中の「知（判断力）」「仁（真心）」「勇（勇気、行動力）」

の三徳を大切にする。 

②見抜く力 現代に必要なものは何かを知る。 

  世界中が新型コロナウィルスという未知の脅威にさらされ、生活が大きく変化している。コロナウ

ィルスの世界的流行は生き方や心のあり方について改めて問いかけている。渋沢は「大きな成功よ

りも道をふみ外さない方が大事」という。国の繁栄のためには常識のある人が多い社会が望ましい。 

③実現力  意志を貫くために柔軟な姿勢で対応する。 

  混迷の時代こそ自分の意志を貫く、「日本をよい国にしたい」と熱い思いでした。誠実に生きている

人は周りから信用され新しい仕事がまいこんでくる。信用される人にこそ道は開ける、日本人は「論

語」の教えを生涯貫き通した渋沢栄一の生き方に今こそ学ぶ必要がある。 

 

 

 

 

編集後記 

 現在の早稲田大学の全学生のうち、約 38％が女性である。私が学生だった頃は、女

性の割合は 10％くらいであったと記憶している。その故か、女子トイレが少なく入試

当日に女子トイレ前の行列の長さに驚愕した。待ち時間で昼休みがつぶれそうな勢い

で閉口した・・・そんなこんなで入試を終え帰宅すると、あさま山荘に巨大鉄球がぶ

つけられていた。1972年2月 28日のことである。 

編集委員：片平るみ（今回の担当）・有賀千歳・小山田朋樹 

東久留米稲門会ホームページにアクセスできます。 


