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東久留米稲門会第 16回定時総会へのお誘い

会長 平山正径

陽春の候、会員の皆様、東久留米市在住早稲田大学校友の皆様いかがお過ごしでしょう力、

当市は都心に程近く緑、湧水多く市内を三つの河川が流れ、空気の美味しさ格別なものがございます。
このような環境の当市に1000人を超える校友の方が住んでおられます。本51号は総会編として市

内在住校友の方全員にお届けすることにいたしました。

東久留米稲門会は156名の会員が同窓という気安さのうちに交流し共通の趣味に親しみ、活発な部

活動をライフワークに取り入れながら見間を深めております。

来る4月 18日 (日 )には第 16回定時総会が下記の通り開催されます。これに先立ち文化講演会、

総会の後には懇親会が開かれ、初参加者の紹介など例年盛り上がりをみせております。総会を機に当会
の雰囲気を体験し、新たに入会される方も多くいらっしゃいます。ご多用中のこととは存じますが何卒
ご来場下さいますようご案内申し上げます。

なお、これまで発刊していた「社の西北」は諸般の事情から当面休刊とさせていただき、隔月発行の

東稲ニュースに主要部分を掲載しお届けいたしますのでご了承の程よろしくお願いいたします。

第 16回定時総会・ 懇親会開催のお知らせ
一年に一度会員及び校友の方が一堂に会する機会です。多くの方のご参加をお待ちいたしております。

今回の文化講演会は校友の松井信義氏による「白洲正子の素顔」というタイ トルで講演があります。

文化講演会にも是非ご来場下さるようお願い申し上げます。

総会・懇親会を通して「新しい出会い」・「新しい可能性」が開けます。

文化講演会

記

平成 22年 4月 18日 (日 )   午後 2時 00分から

成美教育文化会館 1階 ギャラリ 042-471-6600
東本町 8・ 14  東久留米駅北側下車清瀬方面線路沿い徒歩 6分

午後 2時 00分から

講師 松井信義氏

演題  「白洲正子の素顔」

午後 3時 30分から

議題 平成 21年度事業報告

平成 21年度収支報告

平成 21年度会計監査報告

規約改正 第 10条会計年度について (資料当日配布)

平成 22年度事業計画

平成 22年度収支計画

午後 4時 40分から 3階大研修室

会費 一人当たり3, 000円 、 同伴者
・ 2, 000円

総 会

懇親会

以上

時

所

日
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東久留米稲門会入会のお勧めと及び会員継続のお願い

○校友の皆様ヘ

当会も16年目を迎え各行事、各部会・サークルの活動が活発に行われて

おります。「東久留米稲門会に入って良かった」という声が多くの会員から

聞こえてきます。次のような事からです。

① 地元で同窓の友人ができる。

② 部会、サークルが多くあり、同じ趣味を持つ人と仲間になれる。

③ 新年会、総会懇親会、秋の旨いもの会等では早稲田大学の校歌を全員

で歌うことができる。

このような良い点が有ります。ぜひ地元で仲間を作って下さい。

校友の皆様の入会を心からお待ちしております

○会員の皆様ヘ

会員更新の時期が参りました。平成 22年度も引き続き東久留米稲門会の

会員継続をお願いいたします。まず何か 1つに参加して稲門会の良さを感じて

頂けたらと思います。特に平成 21年度入会の方継続をお願いいたします。

今年度も会員継続よろしくお願いいたします

〇年会費の振込手続き

年会費は3,000円 です。同封の郵便取扱票 (青色)を使用して5月 末日まで

にお振込みください。総会にご出席の方は受付の際3,000円 をお支払いいただく

方法もございます。

○総会出欠返信用はがき

同封のはがきに出欠のほか必要事項をご記入のうえ4月 5日 までにご投函いただき

ますようお願いいたします。

お問い合わせ先  : 事務局  氷川台 1‐ 9・21 安次峰 暁 班L476‐7132

会員になると

東久留米稲門会の会員として登録され、奇数月 10日発行の「東稲ニュース」及び各部会の募集

チラシ等が宅配されます。 7月 号では新年度会員名簿 (規約、弔慰規定掲載)、 前年度事業報告書

が配付されます。また当会主催の総会、新年会、秋の旨いもの会のご案内のほか、太極拳、囲碁、

俳句、書道の各部会に入部した場合、同趣味の仲間と親睦を深め、技量のアップが図れます。また

女性、散策山歩き、ゴルフ、グルメ、郷土研究、ウォーキング、カラオケ、野球 。ラグビー観戦、

芸術鑑賞、お誕生会の部会には自由にご参加いただけます。

当稲門会規約 (禁止事項)第 12条には「本会の活動に、政治活動、宗教活動、営業活動は持ち込んで

はならない」と掲載されております。
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文 化 講 演 会
主催 :東久留米稲門会

白

'‖

王 子 の 素 顔 』

講師 :松井

暮らしのうつわ

信義 氏

花田 店主

東久留米稲門会主催の文化講演会を下記のこあ‖開催し春す。

随筆家であるこ同時に、骨董収集家こしても書名だった、「白l‖

王子さん」の晩年に、「食」を通じて
″
出会い″、骨董についτ薫

間を受け、 ″
付き合い″にきで探めていった、槍♯氏から、「白,Ⅲ

正子さんの素顔」について講演いただき審す。

皆様お請い合わせの上、ご来場ください。

言己

日 時 :平成22年 4月 18日 (日)午後Z時から3時 15分

場 所 :威姜教育文化会館 1階 ギャラリー

入場料 :無料

お問合せ先 :早稲田大学 東久留米稲門会

議 解澤 翻局 鮎員

042-47Z-6446
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第 28回

入 場 無 料

3月 25日 (木 )

購関計13。 30

成 美 教 育

開演 14。 00

文 化 会 館

グレンミラー物語

定員

The Gbnn Miller Stow(1954 uS)

アンソニー・マン
ヘンリー ロマンシーニ

ジェームス ロスチュワー ト

ジューン・アリスン

300名

駐車場、駐輪場が狭いので車、自転車でのご来館はご遠慮 ください

音楽に情熱を燃やす青年グレン・ミラーは苦しい生活を強いられ、商売道具の トロンボーンを質

屋に入れたり出したりする生活を続けている。やがてミラーはバンド・メンバーに選ばれて演奏旅

行に参加。大学時代の友人ヘレンと再開する。やがて2人は結婚し、ミラーは愛する妻のサポー ト

を受けて自分のバンドを結成。独自の演奏スタイルを作り上げて続々とヒット0ソ ングを手掛けて

行くが、44年軍隊慰間の最中に飛行機事故に遭い帰らぬ人となる。40年代のバンド時代ジャズ

の歴史に新しいスタイルを確立して世界のジャズ 。ファンに愛されているトロンボーン奏者グレ

ン・ミラーの生涯を描いた伝記映画。

(解説 東久留米稲門会会員 米光慶二郎 上映時間 117分 )

共催  早稲田大学東久留米稲門会  問合せ 473‐59461菱山

財団法人 豊島修連会・成美教育文化会館  問合せ 471‐6600

督

楽

演

監

音

出

コ
|||
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稲門会活動紹介
東稲ニュース  i′帰集責任者  大島勝典

「東稲ニユース」を毎回楽しみにしているという声を多数聞きます。

嬉しい限りです。そしてそれにはイキイキとした各部会の活動を伝

える広報誌として会員の寄稿は、その生命線です。そこには思いが

けない発見や新鮮な面白さに出会えます。会員の沢山の寄稿は「ニ

ュース」をいつもエネルギーに満ちた魅力的なものにしてくれるで

しょう。そして「ニュース」を通じて会員であることの充足感がゆ

っくりと胸に満ちてくれることを期待します。

ホ…ムページ 編集責任者  松崎博

「東稲ニュース」は会と会員、会員と会員を結ぶ機関紙です

が、早く広く電子情報を発信する「ホームページ*」 があり

ます。ホームページのアクセス数は約22, 800です。

ホームページでは最新の情報をいち早くトピックスとして、

知らせすると共に過去の情報をも検索が可能で「東稲ニュー

ス」は平成 18年 3月 (27号 )以降の全号をカラーでみること

ができます。ホームページを常に魅力あるものにするため、

皆様の寄稿、情報の提供を御願い致 します。

* 塾」菫ュ≧望Zユ型lQttLgf二≧二l圭自巫≦211生l塁222∠

講演会    事務局  鮎貝盛和

う‐」
“Wlil■

東稲ニュース創刊号と50号

frkomo to hd€FF I 
"i-. 

r.m,:mt
n.il ddl6: r-hiaashihrunea.nyron

放測佑11ゑ
東久留米市在住また1.!在 1,σ 早場田大学卒業生の会です

左のア ドレスをお気に入りに登録 しよう

≧ ＼

文化講演会は総会に先立ち行われる講演会で今年

16回 日、4月 の総会には校友松井信義氏による「白

洲正子の素顔」と題 した講演を行います。一方講演会

は市民の皆様にも気軽に聞いていただけるような講

演会を目指したもので、平成 13年から既に25回 を

数えております。次回は6月 を予定しています。事務

局では年 3回の開催を予定していますが、会員、校友

の方々から講演者の自薦・他薦並びに講演会の演目と

して取 り上げたいもの 。取 り上げてほしいものご希望

等もお待ちしています。
昨年 12月 の「束久留米の文化と歴史」の講演会

映画鑑賞会   ◎米光慶二郎

暖:

私の映画の原点は、映画評論家双葉十三郎氏であった。氏は「映画

は知的で、面白くなくてはいけない」が持論であった。昨年暮れ、 9

9才で逝った。恐らく日本人で最も多く映画を観たのだと思う。氏の

労作「私の採点帖」は約 1万本の外国映画を的確に評 した。 (全 5巻、

1巻が「現代用語事典」の厚さ)当 、映画鑑賞会の作品選定には氏の

意向がかなり反映している。昨年、氏は老齢のため「双葉」から「草

葉」に名前を変えようかと云っていた。ユーモアを忘れない氏は<東久

留米稲門会「映画鑑賞会」>を 草葉の陰からきっとお応援 してくれるだ

ろう。                      ◎印は責任者

6年 にわた |)27回の映画鑑賞会は当会の名物企画、最近は毎日 3(,()人 の観客

が来場する ll映 前、映画を熟知 した米光会員名調子の解純は聞き逃せない
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多 彩 な 部
女性サークル  ◎吉川明美
頭期目■呻卜 ｀ 一

｀
警 覇曝覇藤即智

女性サークルのような女性だけの部会は、他の稲門会

にはあまりないそうです。活動は、年 2～ 3回 で、美術

館、博物館などに行ったり、美 しいお花を見に行ったり、

工場見学をしたりと多彩で、その後の食事やおしゃべ り

も楽しい時間です。昨年は、6月 に所沢の「ゆり園」へ、

11月 には「熊谷守一美術館」へ行きました。 当部会で

は、東久留米稲門会のすべての女性会員に活動のご案内

をしております。女性校友の皆様、ぜひ当稲門会へ
|

お待ちしております !!
ゆ |,日 の凛 とした美 しさその ままに

散策山歩き  ◎安次峰暁

東京近郊の低い山を中心に日帰 リハイキングをやっております。4～ 5時間の行程でゆっくりしたペースを心

がけております。山頂での昼食を楽しみ、帰 りの反省会で一献傾けながら談笑。新緑の 5月 後半と、紅葉の 11

月下旬の年 2回行っております。

L国峠にて、次の目的地は所′′くの打ち liけ !          東久留米早慶戦では苦戦お助けマン求む !

ゴルフ部会  ◎伊東毅

平成 7年の稲門会発足以来、現在までコンペ開催は40数回に及んでいます。その中でも6年前に始まった東

久留米三田会との対抗戦形式でのゴルフ会は既に 12回 を数え、両ゴルフ部会の友好が深まったことを記念して

新調 した早慶マーク入りの共通帽を被ってプレーしております。部会員は20名弱で年 4回 のコンペを実施中で

す。ゴルフ愛好者であれば年齢、腕前を問わずどなたでも参加歓迎 します。

俳句部会  ◎三田三

俳句部会はこの3月 117回の句会を開催します。俳句部

はお互い切磋琢磨し、褒め合い、励まし合い、推敲し合いの

句会となって今日に至っておりますが、さすがは稲門会、最

近は秀句、佳句が目白押しで、会員各位は毎月の選句に一苦

労されているようです。現在会員は22名、句会は原則月 1

回、第三日曜日の午後に、吟行は春と秋の年二回行っていま

す。人や自然と関わり合いながら四季折々の感動を五、七、

五のリズムに乗せて表現する俳句は続ける程楽しさが倍加

します。ご入会を歓迎いたします。 子規や虚子の句と大差ないと思うのだが
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活 動 紹 介
太極拳の集い  ◎鮎貝盛和

腹式呼日′Tえ ・力を抜 く・ゆっく|サ 分かっているのに

書道部会  ◎武藤豊

書道部が発足 して 12年、その間 5回 に亘っての作品展、併せ

て毎年、市民展に出展する他、本年 1月 には東京都美術館に 70

点に及ぶ力作を出展しました。今後も我々部員一同、個性を活か

した書作品に挑戦して参 ります。また、日常生活に役立つ実用書

道も積極的に取 り組んでいきたく思っています。今年は新人3人

を迎え、新たな気持ちで書の基本を大切にしながら真摯に書に向

かって行 く所存です。何卒ご支援の程お願いします。

(毎月第 2日 曜日、午後 1:30～ 中央公民館 )

東久留米稲門会に太極拳サークルが出来て 8年経

ちました。当会が稽古 しているのは「楊名時の大極

拳」です。稽古は毎週土曜日 10:00～ 11:30、 成

美教育文化会館で行っています。特別行事としてお

花見を兼ねた野外稽古も好評です。親睦と運動不足

解消に、健康増進に大極拳を楽しみませんか。初心

者からベテラン大歓迎です。入会随時、見学希望者

いつでもどうぞ ! お問い合わせ 472‐ 6446鮎貝

初心者大歓迎 !武藤講師とその作品

ウォーキング部会は現在「山手線一周巡り」のウォー

キングを行っています。高田馬場から始まり、山手線内

回リー周の名所旧跡を訪ねながら15回の計画です。今

年度は4回 (第 9回 ～ 12回 )行 う予定です。最初は3

月下旬「東京駅～秋葉原駅」の日本橋界隈を歩きます。

標準徒歩時間は3時間位、距離は6km位です。

日常の運動不足の解消になりますし、都内の知らない場

所の新たな発見もあります。多くの皆様のご参加を期待

しています。

芸術鑑賞会  ◎菱山房子

発足してまだ僅か二年の会ですが、第

一回、二回は日フィルのオーケス トラ

コンサー ト、三回中村紘子 トークとコン

サー ト、四回ソノス ハンドベル アン

サンブル コンサー ト、毎回良いコンサ

ー トを選び名曲を楽しみ好評です。今後

はいろいろなジャンルに広げて行 く予

定です。乞うご期待

ウォーキング  ◎森田隆

昨年 9月 、 32回 ウオーキング (山手線 7回 目)

囲碁部会 ◎辰巳徳蔵 ●〇●〇 ●○○● 〇●●○

囲碁愛好家の集まりです。会員は級位者から高段者まで幅

広い層で、常時 10数名が月1回 の月例会に参加し対局して

います。 11月 末には人里離れた別天地に一泊し、囲碁三味

の一夕を過ごします。地酒とその土地の自慢料理に舌鼓を打

つのも合宿の醍醐味です。対外的には「オール早稲田囲碁祭」

(6月 頃250人を超える一大イベント)「稲穂会」(10月

頃現役学生も加わる早大関連囲碁大会の最高峰)「早慶親善囲

碁大会」(12月 頃開催)な どがあります。

7

野
′ 圏

卜

′
ワ
ｒ

晰
ョ
ー
４

/



グルメ部会  ◎大田晴之助

カラオケ部会  ◎安次峰暁

夏、7月 末の週末と初冬の 12月 末の週末の年 2回、清瀬の

「シダックス」に於いて夕方 6時頃より9時頃まで「ビール」

焼酎、酒に「マイク」を手に、熱唱 ?につぐ熱笑で、ユーモア

あふれる雰囲気で歌っております。古い歌謡曲からそんなに新

しくない曲まで個性豊かに楽しんでいます。

東京6大学野球春秋早慶戦観戦  ◎森田隆

春秋早慶戦第一戦を応援に行 く定番の観戦会、

斉藤佑投手も今年は4年で主将。一緒に応援に行こう

郷土研究会  ◎高橋哲男

東久留米市に先立つ久留米村は、明治 22年 に神奈川県北多摩

郡から現在の東京都に編入されましたが、このような歴史の変化

をもとに郷土研究会では郷土の施設や歴史を紹介してきました。

全国名湧水 100選の水源地、武蔵野の面影を残す旧家、また東

久留米七福神を巡って市内 5つのお寺を通 して歴史や文化の変遷

を学びました。最近では南沢水道施設、歴史的建物の自由学園を

見学 しました。これからも郷土及び近郊の施設や歴史を取上げた

いと思っていますので興味ある方はご参加お待ちしています。

お誕生会  ◎大島勝典

年間3回程実施している。ちょっと一捻 りした行程と美味な食

事をセットした気ままコースで人気がある。費用はそれ程でもな

く如何に参加者が満足するかがポイント。写真は最近の江戸東京

博物館見学と元大関「霧島」のちゃんこ、何十種類もの具材が絡

み合い何とも言えぬ味を醸し出す。「旨い」の一言、熱爛も料理に

合って満足そうな表情の参加者達。

■ ■

ラグビー観戦会  ◎藍原昌義

11月 23日 の早慶戦は勿論伝統の早明戦

井草競技場にも追っかけ隊は出掛けて行く。

好評の「お誕生会」。「ハッピバースデイ」の歌声でお迎え

するだけではありません。ワセダグッズのプレゼントもあり

ます。いつも心に残る事はゲストの方による生い立ちや遠い

青春のおもいで話などで、参加者全員いつの間にか青春時代

にタイムスリップしたように瞳が輝き心和む楽しいひと時を

過ごします。歳を重ねるごとに足早に去っていく思い出です

が、閉じ込められたままの記憶を甦らせてくれるのもこの「お

誕生会」です。 是非のご参加を!
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会の告知板

3月 17日 (水)

3月 25日 (木 )

3月 28日 (日 )

4月 2日 (金 )

4月 4日 (日 )

4月 18日 (日 )

お誕生会       17:30～    東久留米 「やる気茶屋」

映画鑑賞会      14:00分 ～  成美教育文化会館
「グレンミラー物語」

ウォーキングを楽しむ会       東久留米駅 9:00分集合

山手線シリーズ  「東京駅から秋葉原駅」

自由学園の見学とお花見 13:00   東久留米駅改札口

臨時役員会      13:30～    中央公民館 (予定)

平成 22年度定時総会 14:00分 ～  成美教育文化会館

伏 学 。校友会関係]

0 1月 23日 (土)   武蔵村山稲門会 設立総会  武蔵村山市民会館  平山出席

○ 「早稲田学報」 6月 号または8月 号に三多摩北ブロック稲門会が紹介されるため原稿と写真の提供

を求められ 1月 末支部長 (東村山稲門会)宛送付した。

0 3月 5日 (金)早稲田大学春季代議員会が開催される。当会から安次峰事務局長、高橋哲男事務局

次長、山岡恭子幹事が出席する。

0 3月 21日 (日 )東大和稲門会設立総会開催予定

0 11月 21日 (日 )三多摩支部大会開催 「早稲田大学ガーデンハウス」

陰 の報割

02月 役員会で平成 22年以降の総会は4月 第 3週以降の日曜日開催とし、それに伴い会計年度を従来

の 1月 1日 から12月 31日 としてきたものを4月 1日 から3月 31日 に改めることにする。そのため

平成 22年度の会計年度は平成 22年 1月 1日 から平成 23年 3月 31日 の 15ヶ 月間とする旨役員会

で了承されたが、本件は規約の改正にあたるため総会に諮って承認される。

○同じくこれまで総会時に参加者から懇親会費5000円を収受し、懇親会、会場費等に充ててきたが

平成 21年度からは総会費に関わるものは会費から、懇親会費は3000円 とし、余剰があれば会に戻

入し、不足の場合は会から補てんすることにする。なお、新年会、総会懇親会、秋の旨いもの会につい

ては東稲ニュースで簡単な収支報告をすることが決まった。

○東稲ニュース51号総会特集号 (1100部 )の部会等の紹介ページはカラー (4ページ)とするこ

とにし印刷費用37400円 が承認された。

新年会

稲門会恒例の新年会が、 1月 24日 (日 )に成美教育文化会館で開催された。今回は久しぶりに62名
という大勢の参加で、いつもより賑やかな新年会となった。

最初に平山会長の挨拶があり、次いで安宅初代会長の乾杯の発声で全員で新年を祝った。

料理は恒例の自家製おでんの他、飯岡沖の新鮮天然の大平目の刺身と奄美産の黒糖焼酎が差し入れさ

れテーブルに花を添えた。適度にアルコールも入り、会場のあちこちに楽しい語らいの場が出来た。

幹事の方が出席者の名簿と、欠席者からのコメントを作成しておいてくれたので、それを基にしての

会話も弾んだ。何人かいた今回初参加の会員も廻りの雰囲気にとけ込んで、会場は大いに盛り上がった。

途中で初参加の会員と、今年の年男の会員から一言ずつ挨拶があり、初参加の会員からは今後とも稲

門会の催しに参加していきたいという挨拶があり心強く感じた。

最後はいつも通り全員で早稲田大学校歌を大声で歌って楽しかった会もお開きになった。

(井坂 宏記)
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今年初企画「新年会」は酒肴ほど良くあちこちに話の輸ができました

お誕生会

1月 は前列 2人それでも盛り上がる 2月 は右側 2人久家さん飛び入り

3月 のお誕生会は17日 (水)17:30～ やる気茶屋で行います。 3月 生まれの方は、大津修、岡田

潔、池田孟夫、伊佐九二四郎、渡辺一朗の各氏、4月 は21日 (水)で山岡恭子、呉淳久、自石春雄、

川瀬晃、佐 木々洋一、佐藤雄二、藍原昌義、榎本隆司、竹山信保、森本博文の各氏です。

郷 土研 究 会  「自由学園の見学とお花見」

「春の′」り||」 そのままの風景がここ東久留米の自由学園の北側を流れる立野川支流に見られます。

学園内施設や古代人が住んでいた遺跡をもご覧いただけるようお願いをしております。

季節は正に春、桜花爛漫のことと予測し「西東京いこいの森公園」に足をのばしお花見をしようとい

う趣向です。皆様のご参加をお待ちしております。

日 時  : 平成22年 4月 2日 (金)13時 00分 (雨天の場合は中止いたします)

集合場所 : 東久留米駅中央改札口

コース  : 東久留米駅～立野緑地～自由学園～ひばりが丘団地～西東京いこいの森公園～

お花見後解散

10
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俳句部会

平成 22年 1月 17日 (日 ) 第 115回句会 中央公民館

兼題  「初明かり」  「かるた」

高得点句

ざわめきが祈りに変わる初明かり

母譲り歌歌留多読むこの節廻し

赤き実をこぼして行けり初雀

初明かり京の町家の虫籠窓

初明かり悠久の古都そのままに

強敵となりたる孫と歌かるた

老いらくの恋の風聞歌かるた

パシパシト飛ぶ手走る手かるた会

歌留多とリネイルアー ト手を錬め

凍てガラス古き映画のキスシーン

川俣栄一

大久保泰司

松田博雄

河村洋子

比護喜一郎

松田博雄

三田畔巣

川島知子

安宅武一

神田尚計

壌

平成 22年 2月 21日 (日 ) 第 116回句会 中央公民館

兼題  「ものの芽」   「うかれ猫 (恋の猫)」

高得点句

ほろ酔いの傘に重たき春の雪          神田尚計

ものの芽や少女の夢はバレリーナ        河村洋子

小糠雨ものの芽ひそとひそひそと         馬場清彦

ものの芽やある日赤子のすくっと立つ       り|1島知子

浮かれ猫恋路の果ての向う傷          り|1俣栄一

蕗味噌や舌の覚えし母のこと           り|1島知子

ものの芽をそっと触るるも名は知らず       大久保泰司

神田川沿い関口芭蕉庵での吟行時の高己念写真良い仲間です

11

匪≡□

・

，́
●
■

，



ご近所のまい う―店紹介

東久留米にはこれと云った寿司屋はないという話を良く聞くが、その中でもお勧めはこの店、東久留

米駅旧北口を200メ ートル程行くと右側に小さな入日の「旬鮮寿し。幸まる」がある。店内はカウン

ター、椅子席、小上がりで30席ほど、5時から夜の部で、にぎりは王子55円からあわびの295円
まで多彩で、新鮮なネタと良心的な価格がうれしし、 メニューになくても、オリジナルでコハダやガリ

と青シソを巻いた細巻きやイクラやウニが贅沢な太巻き (時価)な ど、おすすめのネタで巻いてくれる

こともある。にぎリセットの「幸丸にぎり」2000円は満足度が高い。気さくな板さん2人と仲居さ

んがコンビ良く仕事をしている。にぎり以外にも幸まるサラダ、旬の食材を使った筍、茸などのサイド

メニューもある。店内は禁;巴

東本町 15・ 6ブランシール第 2‐ 102  476-5438            (平 山正径記)

,守
"■

Ⅲ議..,_

幸まるにぎり2000円 (にぎり15巻に葱トロ)

東稲広報室

○新年会収支報告  収入 会費 3,000x61名 +1,500 x l名 =184,500

支出 会場費 11,250 寿司、おでん41,597 酒代 25,718 ケイタリング80,000

西己層事他 14,395  言+172.960

差額 11,540円 は会へ戻入

○商議員互選評議員選挙開票結果 (東京区学外評議員当選者)

大島惧子、荻野隆義、鴛海量良、志;相頂子

白井正幸、露木和子、利根忠博、次点者信井文夫

○訃報  1月  大門町  菱山健一郎氏  (32年理工)

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

なお、当会規定により生花一基を供えました。

編集後記

●浅い春を引き寄せるようにやつてきた今号の「東稲ニュース」、総会特集ということもあって美しい

カラー入りの豪華版だ。各部会の役員、幹事の方々がそれぞれ活躍されているのが鼓動のように伝わっ

てくる。どの部会もエッセンスが網羅され、会の存在が急に大きくなったようにもみえる。東久留米稲

門会のめざす水平は春の光を浴び眩しいばかりに腟めいているのだ。●沈丁花の花が匂い、心の翼が風

に舞う二月、わが稲門会はこの春を今年も疾走する。                 (大 島勝典)
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