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早稲田大学東久留米稲門会

会の告知板

7月 15日 (水 )

7月 20日 (月 )

7月 31日 (金 )

8月 7日 (金 )

8月 19日 (水 )

お誕生会       17:30～
ウォーキングを楽しむ会 9:35

「JR大崎駅からJR品川駅巡り」

カラオケを楽しむ集い  18:00
役員会        18:00～
お誕生会       17:30～

東久留米「やる気茶屋」

東久留米駅 2階改札口

清瀬 「シダックス」

中央公民館

東久留米 「やる気茶屋」

[大学 0校友関係]

07月 4日 (土)早稲田大学校友会支部長会、商議委員会   平山、菱山、安次峰出席

07月 10「|(4' 三多摩支部大会準備会 人王子  平山、安次峰出席

07月 13日 (月 )2010年稲門祭運営説明会 大隈会館 S3会議室 井坂、安次峰出席

0 10月 18日 (日 )稲門祭の記念品付き福引券 60枚の割り当てがあり、現在、橘、藍原両稲門祭実行

委員による懸命の販売が行われている。会員のご協力を切にお願いする。

05月 17日 (日 )西東京稲門会定時総会が開催され、菱山、井坂両副会長が出席した。参加者 70名

04月 26日 (日 )東久留米三田会第 7回定時総会が開催され、平山会長、竹山副会長、高橋事務局次

長が出席した。佐藤柳次郎会長から久保秀文会長に代わった。参加者 50名

陰 の報割

〇 市内未入会校友 (1961年～1980年卒)245名 に対し入会案内と東稲ニュース第 46号を5月 10日

より宅配し入会を呼びかけた。その結果 2名の会員増加となった。

○ 当会の東稲ニュース等情報は全て役員、会員によるポス トマン (ボランティア)に より宅配されて

いるが、今月より担当者及び区割りを見直し新たな体制でスター トした。

○ 平成 21年度定時総会の収支報告がされた際、懇親会費の中に総会費が含まれているのを見直し、懇

親会費の値下げを図るべきではとの意見があり次年度に向け検討す
・
ることになった。

○ 機関紙 「社の西北」の継続について後継者の人材難、方向性、費用対効果等意見が交わされた。

○ 平成 21年度会員名簿は 7月 に全会員に配付出来るよう準備をしている。

○ 東稲ニュース編集責任者は当面平山、井坂、大島が連携して編集することになった。

○ ホームページは引き続き松崎会員に担当して頂くことになった。

2009 稲 門 祭 ・ HOMECOMING DAY 10月 18日 (日 )開催 !

福引券 (記念品付)のご購入にご協力下さい。価唸品・2000円 :風呂敷、扇子、ゴルフマーカ

ーのいずれか、4000円 :ネクタイ、6000円 :ウ ィンドブレーカー、10000円 :腕時計)



映画鑑賞会

「裏窓」 6月 19日 (金)14:00～ 会場 成美教育文化会館

今年 2回目の上映は猛暑日に近い暑さで動員が懸念されましたが、出足が早く1時間前から続々とつめ

かけ長い行列ができました。お客様からは早く開場を !と いう声があがる程で大盛況でした。

主催者側としてはありがたいことで、この上映会は天候に左右されず根強いファンが多いことを印象づ

けました。

この作品は 1954年制作のアメリカ映画で当時としては異色作と云われてきました。監督のアルフレ

ッド・ヒッチコックはイギリス出身で 60数年の長い映画人生で晩年の<ヒ ッチコック劇場>数本の TV

作品を含めると70数本近い多作家です。ヒッチコックの特長としては 2～3本を除いては一貫して①ミ

ステリー&サスペンス②ヤセ型の気品ある知的で清潔感のある美人女優を起用すること③実験的な手法

と状況を設定すること等があげられますが、この作品は 3つの特長が揃いました。

原作はコーネルウィルリッチの短編小説の映画化で動きの少ない点では撮り難い作品です。従って完

成しても興業を危ぶみ 1年近く<お蔵入り>しました。ところが上映されるや全世界でヒットしましたこ

物語は主人公のカメラマンが足を骨折し、ギブスをはめ車椅子に座って動きが取れない状況ですc退屈

でクーラーのない時代の暑い夏の日、窓が開けられた向かいのアパー トの人々の動静を観察するという

<のぞき趣味>の映画です。ワキも適役揃いで、主人公の恋人役のグレース・ケリーは初めてヒッチコッ

クの作品に出るのですが監督は大変気に入り立て続けに 3本起用しました。20年位前、日本でヒッチコ

ック作品で一番気に入った映画をアンケー トした結果、この「裏窓」が一番人気でしたc

(米光慶二郎記)

お誕生会

6月 お誕生会参加の皆さんです。

部会だより

グルメ部会 一葛飾柴又―

「心のふるさと」と言えば私たちにとつては都の西北だが、やや誇張だが、葛飾柴又は日本人の心の

ふるさととも言われている。何せ 48作の映画を生み出した 「男はつらいよ」で人々の心に染み付いて

いる全国版のゾーンだ。柴又駅を出ると私達 11人をその心のふるさとが扉をあけて待ち受けてくれた。

帝釈天への参道には団子、煎餅、f田煮、飴など土産店が軒を並べ昔ながらの息づかいが情緒に浸らせて

くれる。「黒い黒いは何見てわかる、色が黒くて貰い手なけりゃ、山のカラスは後家ばかり、ねぇ。色が

黒くて食いつきたいが、あたしゃ入れ歯で歯が立たないときや がった。・・」寅さん得意の口上が聞こ

えてくるようだ。帝釈天では今にも「御前様」がお出まししそう。
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何となく皆さん寅さんのように見えます

内殿の彫亥」ギャラリーは大正、昭和の 10人の名工が 1面ずつ分担製作したと言う彫刻だ。研ぎ澄ま

された感性、熟成に息を呑む。寅さん記念館見学のあとお待ちかねのグルメだ。有名老舗 「川甚」で鯉
のあらい、鯉こく、 うな重を楽しむ。それにしても、いつの間にかこの老舗は無機質なビルに変わって

いた。時代の趨勢でやむをえないのか。過ぎ去った時間の多さが色あせて情緒という宝石を遠ざけてし

まったらしい。 帰路につく。矢切の渡しの歌を思わず口ずさみながら江戸川をわたる。水面をゆっく

りすべる風が心地よい。対岸は田園風景だ。濃い緑が目にしみる。伊藤左千夫の「野菊の墓」ロー ドを

ひたすら歩きながら男はいくつになっても純情だ、などとつぶやいている。時折あざやかな彩の紫陽花

は夏への序曲だ。 東久留米で有志で打ち上げを行う。柴又の酒もいいが地元での一杯は格別だ。

何を流してくれるの  6月 の雨は真珠の涙

(大島勝典記)

女性サークル  ー面に咲くゆり園の散策
6月 15日 (月 )、 女性 7名で西武球場近くにある “ゆり園"を訪れました。当日は、前日の雨も上

がり、陽は差さなかったものの明るい曇り空で、ゆり園の散策には丁度良い日和でした。

西武球場前駅に降りたところ、乗客のほとんどは、西武球場とは反対側にあるゆり園に向かって歩い

ていきます。駅前からの陸橋を歩くこと3分ほどでゆり園に着きました。平日でしたが、結構混んでい

ます。

人園し、国内一周の約 1000mの散策路を歩き出すと、自、黄、赤、オレンジと色とりどりのゆりが一

面に咲きみだれていました。起伏のある自然林に囲まれた約 3万どの広さに、50種類、約45万株の

ゆりが植えられているそうです。順路に従って坂を下っていくとやがて視界が開け、向かいの丘の斜面

を帯状に色分けされたゆりが一面に咲いていました。期せずして「すご―い」、「きれい一」との声が揚

がりました。訪れたときに咲いていたのは、早咲きの “すかしゆり種"だそうで、花は上を向いて咲き、

香りはないが、色が鮮やかであることが特徴ということで、45万株のうち35万株がこのすかしゆり

種だそうです。丘陵全体がゆりの花で覆われ、今、まさに見頃でした。色とりどりに、また、色分けさ

れたゆりの花は、葉の緑とのコントラス トもあり、見事なながめでした。上向きに咲く花なので、丘の

上から見下ろしたながめは、格別でした。写真を撮つたりしながらゆっくり歩き、出口で販売されてい

るゆりの鉢を買った方もおり、ゆりの花を堪能した 1時間でした。

すかしゆり種の後には、下向きに花が咲き、芳香があり、大輪が主流のハイブリド種のゆりが咲くと

のことで、ゆりの甘い香りがただよう頃にまた来てみたいと思いました。ゆり園をあとにしてからは、

近くのレストランでの昼食となり、話も弾み、親睦を深めました。

(吉川明美記)
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「立て|ま芍薬座れば牡丹歩く姿は百合の花」連想させます

俳句部会

平成 21年 5月 17日 (日 )第 107回句会 吟行 府中市郷上の森 参加者 13名

高得点句
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古びたる畳の御座所夏座敷

睡蓮やモネの世界へ迷ひこみ

人影に上限遣ひの鯉の初夏

青嵐茅葺き門を吹きぬけり

雲切れて真赤なポス ト夏に入る

雨あがり新樹の森の緑濃き

平成 21年 6月 21日 (日 )第 108回句会

兼題  「桜ツL忌」  「万緑」

高得点句

我が青き惧悩の碑や桜桃忌

万緑の中へ中へと最上川

脱ぎ捨てし靴のみだるる梅入かな

重たげに紫陽花揺らし都電過ぐ

万緑やいづこに潜む森の精

さあ行くか猫背伸びして梅雨晴間

桜庭  明

河村 洋子

川俣 栄一

安宅 武一

比護喜一郎

比護喜一郎

中央公民館

川俣 栄一

大久保泰司

子

巣

子

彦

愛

畔

洋

清

野

田

村

場
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囲碁部会

6月 6日 (」∋第 9回オール早稲田囲碁祭 (首都圏)が市ヶ谷日本棋院大ホール (2F)にて行われ

た。260名 を越える参加があり、当部会からも例年通り2チーム 。10名 が参加した。全体をラン

クごとにAからF迄に区分し、1ブロック原則 8チームの中で順位を争った。当部会からはAグ

ループとFグループ 1チームずつ参加、Aグループは前回の成績で全勝者が 2人いて昇段したた

め今年はきびしい戦いとなった。順位は8チーム中5位にとどまった。Fチームは頑張って 3位入

賞となった。大会と併行して行われた昨年プロになった下坂美織初段(教育 4年)の指導碁に人気が

集中した。大会は 5時頃終了し、戦いの余韻がさめない内に恒例の反省会を私学会館で行った。一

部アルコールも入り、大いに盛り上がりをみせた。

(辰巳徳蔵記)
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山歩き会

5月 22日 (金)前 日の天気予報は曇りの予定が、当日は好天に恵まれ、ハイキング日和となりまし

た。総勢6名 、飯能駅で下車、南口より、ゆっくり歩いて約 2時間、正規のコースではなかったのです

が、檜林の中を目的の七国峠へ到着、昼食後しばらくして、ゆっくり下り岩倉温泉バス停へ、そこから

バスにて飯能まで。最後は、所沢の「百味」で反省会をした。

(安次峰暁記)
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ハイキングはもとより今回のヒットは所沢「百味」であったそうです

(会員リレーーエッセイ)へ」車がα卒1場子～

塚越 崇 (43年政経)

たかがウオーキング されど.

〔あなたは何故左側をあるくのですか〕

私は週 3～ 4日 黒目川沿いの道をウオーキングしています。歩いていますと道の左側を歩いてくる人と

出会います。その都度どちらかが避けますが、その回数が非常に多いため、ある時、交番の巡査の方に

尋ねました。「私の子供の頃は人は右、車は左と教えられました。今は、その標語は無くなったんでし

ょうか ?」 巡査の方は言われました。 「無くなったどころか、私達は機会あるごとに訴えています。し

かし守って頂けないのですcマナーが崩れてきているのです。それに左側通行は危険なんですがオ亀 」

マナーを守って右側を歩けば、お互いスムーズに行き交い、前から来る人とぶつかる事はありませんD

それに左側を歩くと言う事は背後に迫る危険に背を向けていると言う事です。巡査の方が危険と言われ

たのもこの事です。車や自転車は左側通行が日本では原則となっているからです。

確かに左側を歩行することは精神的に省エネです。自分で歩いてみて分かります。右側通行は前から

来る危険 (こ の場合は自転車)に同一レーン上で向き合います。怖いですし、精神的なエネルギーの消

耗は大きいです。

これに対し、左側を歩いた場合、前から来る危険は隣のレーンを走ってくるため容易に受け流せます。

そして背後からの危険は認識しつつも、危険は避けて通ってくれるという身勝手な都合の良い思い込み

をすることで流してしまいます。この様にすれば精神的なエネルギーの消耗は少なくてすみますЭあま

り気を使わずにすむので楽なのです。
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背後の危険を都合よく流す対応については良い例があります。それは挨拶の仕方に頭れますc西洋と

日本を較べればハッキリします。西洋の場合、苛酷な歴史の教訓から、自らの命を守るために握手とい

う手法が考えられました。これは「私は、あなたに殺意を持っていません」その証拠に武器を手にして

いないということで両者が手を差し出します。 しかし目は相手の目から離しません。

日本の場合、初対面の場合でもお辞儀をします。目を相手から離し、顔を下に向け、無防備な背中を相

手の目の前に曝します。殺しの絶好のチャンスです。しかし、「殺しのマナー」があります。 「背後か

ら襲うは卑怯なり」ですDこの考えが連綿と読いて来て、背後への警戒意識は薄れ、危険は避けて通っ

てくれるという身勝手な思い込みを生んでいるのではないかと思われます。

左側を歩き、背後から事故に遭ったと言う事であれば、それは自己責任であり結果を甘受すれば、事

はそれで済みます。しかし問題は別にあります。それはマナーを守り右側を歩いてくる人と出会っても、

自らが道を譲ろうとはせず、逆|こ相手を道路中央へ押し出し危険に曝すことですこ前からの危険には立

ち向かうことなく受け流し、背後からの危険には背を向け、自らのマナー違反が他人を危険に追いやる

ことなど一顧だもせず、平然とゴーイング マイ ウエイです。きわめて利己的で迷惑な行為です。

迷惑といえば犬の散歩も、歩行者にとっては迷惑な話ですc

大は右も左も分かりませんc右へ行ったり、左へ行ったり、時には急に中央へ跳び出します。危険で迷

惑な動きです。大には分別がつきません。それ故、散歩させている方に一段の注意力とマナー遵守が求

められます。しかし注意力もマナーも全く放棄され犬の動きに追随し、大が右へ行けば右、左に行けば

左、甚だしくは「そこのけ、そこのけ、お大様のお通り !」 と言わんばかりに人を脇に追いやり、平然

と通り過ぎて行く光景も見られます。人間より大のほうが大事であるかの如きです。

江戸時代にも、これに似た時代がありました。ご存知の五代将軍綱吉による生類憐みの令、服忌令 (1680

年代中頃)が相次いで発布された時代です。開府から80年の年月が流れ、国の内外も漸く安定し、今

までの槍や刀の武力優位とする発想から,忠、孝、礼儀を中心とした社会の実現へと、時代の舵が大きく

切られたのです。綱吉政権は生類の殺生をせず、放生するという仏教思想を背景に,武威の論理とは対

極の価値観である殺生禁断の思想を社会に浸透させ、武威に頼る論理と価値観を社会全体から否定しよ

うと図ったのです。

殺生禁断は野良犬の横行ともなり、 トラブルや人体への危険も多発したと考えられます。この様な理

不尽な状況の出現にも、社会の秩序が維持されたのは、時代を変える、社会を変えるという明確な意思

が存在し、人々がその意思を共有し得えたからだと思います。

翻って現在を見てみますと、社会に明確な意思はなく、野良大の横行に替わり、「タローかわいや」、
「ジローかわいや」が横行し、通行マナーを無視し安全秩序を乱し、他人への迷惑、危険についての配

慮などほとんど見られません。

動物を愛護することは素晴しい精神だと思いますが、これでは利己主義と言わぎるを得ません。

倫理観や道徳観が乱れていると思います。しかしそれを如何にして立て直すか、難しい問題だとおもい

ます。絶対的な力を持ち、明確な規範として社会に君臨する仏や神を私達は持っていません。

キリスト教、イスラム教、中華思想、儒教、これらの文化圏にはそれぞれ固有の明確な規範があり、倫

理、道徳を律しています。

私たちの道徳は、何を拠り所にしているのでしょうれ 仏教思想、儒教、キリスト教、はたまた森羅

万象人百万の神々。全くのごちゃ混ぜ状態で、状況に応じ都合の良い教えを取り出してきているのでは

ないかと思います。

道徳の乱れは、道徳教育の強化という論議を生んでいます。

日本は明治時代に、それまで人々の信仰の対象となっていた数多くの神々を殺し、天皇と国を神とす

る国家神道をつくりました。それを強力に支えたのが道徳教育で、行き着いた先は悲惨な戦争でした。

私は、道徳教育は必要だと思っていますが、歴史の事実から国による大掛かりな道徳教育には一抹の不

1言感を拭えません。
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そして戦後は自由を尊重する個人主義が浸透しました。西欧個人主義は神と向き合い、神と強く結ば

れ、利己主義を克服してきた歴史を有していますっ「自分の行為は神の教えに適うものなのか ?」 、「自

分の行為は神に対し申し開きの出来る行為なのか ?」 。神と向き合い、利己主義を克服する上に成り立
つ西欧個人主義c

神の存在はなく、個人の自由のみが強調され、容易に利己主義がはびこる日本の『個人主義』。
全能の神こそいないが、私たちの周りには多くの神々や仏が存在し、生きとし生きるもの全てを見守っ

ている。私達も多くの仏や神々に見守られ、その慈悲の中で生かされている。深い慈悲に感謝し、慈悲
に応えるべく身を正す。

私達の道徳の本源は、そこら辺りに有るのではないでしょうれ しかし、この考えは仏教思想なの

か ?、 、、、、、分かりません。

今こそ日本の宗教界は、その存在を示す時ではないのか。金権や世俗の欲に塗れている時ではないの

ではないか。そんな厭味な考えも浮かんできます。

何処か近くの寺から鐘の音が聞こえてきます。『晩鐘』祈りを込めて撞かれる鐘の音。神の慈悲に感

謝し、敬虔な祈りをささげ一日の労働を終える。あの光景。     タイマーにセットされた無機質な

鐘の音。

出会い、日にする光景から様々な事を考えさせられます。たかがウオーキングなのですが、しかし、

されど、、、、、、、、、という気持になります。 (了 )

東稲広報室

○ 以下の 11名 の方が新たに入会されました。

勁

弘

身

正

潔

一
敏

明

修

郎

嗣

光

高

　

信

雅

正

　

淑

敦

崎

崎

崎

下

田

田

上

山

田

田

田

尾

山

岩

山

岡

池

村

菊

竹

藤

上

(S28 政経)

(S30 理]1)

(S30   i審 1)

(S33 理工)

(S34 考え華手)

(S39 理里二E)

(S39   i商 )

(S46法研修)

(S47 政経)

(S54   'ブ :)

(S59   文)

203‐0053

203‐0053

203‐ 0054

203‐0033

203‐ 0033

203‐0033

203‐ 0031

203・0003

203‐0013

203‐0034

203‐0032

本田丁4‐ 19‐ 19

本町 3‐ 13‐3

中央町 4‐ 13‐ 3

滝山 2‐ 5‐ 5‐ 103

滝山 3‐ 1‐ 6‐ 506

滝山 6‐ 2‐ 5‐ 501

南田丁1‐ 6‐ 44

金山町 2‐ 18‐ 9

新川町 1‐ 16‐ 7

弓′Iヽ生 1‐ 3‐22

再IJ沢 5‐ 2‐ 3‐ 2‐506

042‐ 471‐ 1677

042‐ 473‐ 2020

042‐ 473‐ 8157

042‐ 472‐ 1207

042‐ 474‐8795

042‐ 477‐ 3292

042‐ 478‐ 8882

042・ 476‐ 3761

042‐ 473・ 9728

042‐ 458‐ 1717

080‐ 1708‐0860

○ 当会後援の東久留米経友会主催第 4回文化講演会「笑いは百薬の長」が9月 6日 (日 )14.:00よ
り成美教育文化会館にて開催されます。チラシ参照

○ 当会ではポストマンによる「東稲ニュース」等の宅配を行っておりますが、7月 より新体制で継続

することにいたしましたcこれまで長年ポストマンをやって来られた安次峰さん、菱山さん、井坂

さん、平山さん、佐々木さん、帆角さん、松崎さん、神田さんありがとうございました。

なお、塚越さん、福田さん、高橋 (哲)さ ん、鮎貝さん、藍原さん、比護さん、西村さん、伊東さ

ん、竹山さん、森田さんには引き続きよろしくお願い致しますL

【
‘



平成 21年度ポス トマンを以下 17名の方々にお願いいたしました

1.  塚越 崇  :  上野原 1丁 目、金山町 1「 日、2「
‐
目

2. *清水正弘  :  神宝町 1丁 目、2丁 目

3. *渡辺真司  :  氷川台 1丁 目、2丁 目

4. *小野泰右  :  大門町 1丁 目、2丁 目、新川 1丁 目、東本町

5.  福田 稔  :  浅間町 1丁 目、2丁 目、3丁 目

6. *別処尚志  :  学園町 1丁 日、南沢 1丁日、2丁 目

7. *小山田朋樹 :  南沢 3丁 目、4丁 目、5丁目

8.  高橋哲男  :  南町 1丁 目、3丁 目、4丁 目、前沢 1可
~日

、中央町 5丁 目

9. *村野建彦  :  前沢 4丁 目、5丁 目

10. 鮎貝盛和  :  滝山2丁目、滝山3丁 目一部、滝山6丁 目

11. 藍原昌義  :  滝山3丁 目一部、4丁 日、弥生 1丁 目

12. 比護喜一郎 :  滝山5丁 目、柳窪 1「 目

13. 西村 享  :  滝山6丁目

14. 伊東 毅|  :  野火止 2丁目、31~日 、人幡町 1丁 目、2丁 目、31´ 日、下里 1丁 目

幸町 1~「 日、2~「 目、3丁日、4丁 目

15, 竹山信保  :  小山 1丁 日、2丁 目、3丁 目、5丁 目

16.*片岡 洋  :  本町 1丁 目、2丁 目、3丁 目、4丁 目、

17. 森田 隆  :  中央町 1丁 目、2丁 目、4丁 目、6「目

*印は新たにポストマンをお願いした方ですよろしくお願いいたします。

ご近所まい う―店紹介

東久留米周辺には美味い店がね―な―と云う話をよく耳にします。そんな中でも情報を集めると

案外名店もあるものだと感心させられることが度々あるのです。

今回は焼き鳥「むさし野」を紹介いたします。

当会会員竹山さんに連れて行かれたのは今改築中の東京都民銀行脇の旧市役所通りからちょっと

入った間ロー間半ほどの店、入口には白い暖簾が掛かつていて入ると左にカウンター右に会議でも

やるようなテーブルが一つだけ 7～8人が座れる。当然見ず知らず同士が仲間のように輪になって

安くて美味い焼き鳥 (実際はやきとん)を食いながら酒を飲む。月曜は鮮度の良いレバー刺しがお

勧めと竹山さんは云う。とにかく一度お試しあれ。電話 :474・ 3412  (平山記)

(編集後記)

●いつも青春時代の閉じ込められた記憶を甦らせてくれる「東稲ニュース」。永年にわたり編集責任者と

してご活躍くださった井坂さん、本当にありがとうございました。まだ後任者が決まらぬ状況ですが、

引き続き井坂さんのご指導をいただきながら、当面私がその大役を引き受けることになりました。微力

ですがどうぞよろしくお願いいたします。●平山新会長の「東久留米に稲門会があって良かった」とい

う声を増やして行きたいとの主旨に添うように、折りしも新会員が大幅に増え心強いかぎりです。

●国民的作家として揺るぎない太宰治。生誕百年を迎えた今年、彼の作品が若者たちにブームだそうで

す。一時、「蟹工船」もそうでした。作品に共通点があるとしたら「苦悩や弱さ、逆境の中にかすかな希

望の光がある」ということでしょうハ 優れた作品は時空をこえて現代に生き生きと輝いていますcそ

れも色あぎやかに。  (大 島勝典記)

〈Ｘ
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