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東久留米稲門会第 23 回定時総会のご案内
   東久留米稲門会会長 安次峰 暁

陽春の候、会員の皆様には健やかにお過ごしのことと存じます。日頃は東久留米稲門会へご支援とご

協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。来る 4 月 23 日(日）「第 23 回定時総会」を開催いたします。

今年は役員改選の年になっております。多くの皆様の御出席を賜りますようお願い申し上げます。

また、東久留米市在住の早稲田大学校友の皆様にはご健勝のこととお喜び申し上げます。毎年この機

会に『東久留米稲門会会員』になって頂けるよう「入会の案内」、「東稲ニュース」をお配りいたしてお

ります。同封の「払込票」にて年会費を納入くださいますようお願い申し上げます。東久留米稲門会は

約 160名の会員が同窓生という気安さで地元に於いての交流を図り、共通の趣味を楽しんだり、健康を

維持出来るように運動にいそしんだりと様々な活動を行っております。一度ご覧になっていただきたい

と思います。

「文化講演会」は校友以外の方々も入場できます。ご家族の方もお誘い合わせのうえご来場下さいま

すようご案内申し上げます。
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第23回定時総会・文化講演会・懇親会のお知らせ

日 時 ：平成 29年 4月 23日（日） 午後 2時 00分

場   所 ：成美教育文化会館 1階 ギヤラリー

          東久留米市本町 8-14 TEL042-471-6600
定 時 総 会 ：午後 2時 00分

           議題 平成 28年度事業報告

   平成 28年度収支報告 同会計監査報告

            平成 29年度事業計画

平成 29年度収支計画

役員改選

文化講演会 ：午後 3時 00分

            東京都健康長寿医療センター 元副所長

高橋 龍太郎氏

演題 『認知症の時代を生きる』

懇 親 会 ：午後 4時 45分 3階大研修室

   会費 3,000円

東久留米稲門会 会員継続のお願い

＊会員の皆様へ

平成 29年 4月より、新年度になります。平成 29年度（平成 29年 4月より平成 30年 3月）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。また、早稲田大学校友会員を中断している、

あるいは未入会の方、次代を担う早稲田大学奨学生を応援するために校友会への入会をお願いします。  

（入会申込書同封）
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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」及び各部会の案内チラシ

が各地区のポストマンより宅配されます。毎年7月に発行する新年度会員名簿（規約、弔慰規定含む）

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他、太極拳、囲碁、俳句、

書道では、同趣味の仲間と親睦を深め、技量の向上も図られます。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、旅行、早慶戦観戦、ラクビー観戦、芸術鑑賞部会及び映

画鑑賞、講演会に何時でも参加できます。

会の告知板

【部会予定】

4 月 5日(水) ｳｫｰｷﾝｸﾞ＆散策・山歩き部会「高麗駅から日和田山」 09:10 東久留米駅改札口

4 月 9日(日) 臨時役員会 16:00 生涯学習センター

4 月 23日(日) 東久留米稲門会第 23回定時総会 14:00 成美教育文化会館

4 月 25日(火) ゴルフ部会 (稲門例会) 08:03 玉村ゴルフ場

5 月 14日(日)～15日(月) 旅行同好会「房総半島一周バスの旅」 06:45 東久留米市役所前

【大学・校友会関係】

4 月 6日(木) 稲門祭実行委員会 18:30 井深記念講堂

東久留米稲門会 入会のお勧め

＊校友の皆様へ

東久留米稲門会は、今年で 23 年目を迎え、当会の各行事、各部会・サークル活動が益々活発に行

われております。「東久留米稲門会に入って良かった！稲門会は面白い！」という声が多くの会員か

ら聞かれるのは次のようなことからです。

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、秋の旨いもの会では、飲食のなかで親交を深められ、早稲田の校歌を全員

で歌うことができる。

早稲田は一生楽しめます。地元同士のお仲間になりませんか。

校友の皆様の入会を心からお待ちしております。

＊年会費の振込手続

年会費は 3,000円です。同封の払込取扱票（青色）を使用して最寄りの郵便局から 5月末日までに

お振込みください。尚、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。

（郵便局の窓口での支払いは送金手数料が 130円かかります。なお 11頁「東稲広報室」に、

郵貯ＡＴＭを使っての無料口座間振替の方法をご案内しております）

＊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 7日（金）までにご投函下さいますようお

願いいたします。
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＜各部会定例活動一覧＞

部 会
3月 4月

日 曜 時間 場所 日 曜 時間 場所

女性サークル 15 水 10:30~ 中央町地区ｾﾝﾀｰ 未 定

囲 碁 26 日 13:00~ 成美教育文化会館 23 日 13:00~ 成美教育文化会館

俳 句 19 日 13:00~ 生涯学習センター 16 日 13:00~ 生涯学習センター

書 道 12 日 13:00~ 生涯学習センター 9 日 13:00~ スペース 105

太極拳

4 土 10:00~12:00 成美教育文化会館 8 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 15 土 10:00~12:00 成美教育文化会館

25 土 10:00~12:00 成美教育文化会館 22 土 10:00~12:00 成美教育文化会館

バドミントン 毎週金 10:30~ 東久留米ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 毎週金 10:30~ 東久留米ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

会の報告

◎東久留米稲門会新年会の報告

新春恒例の新年会が1月29日(日)午後2時から成

美教育文化会館で開催された。会員 42 名参加のも

と、別処副会長の司会により新年会がスタートした。

冒頭に安次峰会長の挨拶があり、続いて安宅初代会

長の発声で乾杯した。司会の別処さんから、酒など

の差し入れの紹介があった。会の中頃で、初めて新年会に参加された前川さん、金子さんの挨拶があっ

た。続いて、村上幹事の司会で全員参加のビンゴゲームを行い、会場は大いに盛り上がった。

会の後半では、ラグビー観戦

部会の藍原部会長がラグビーの

魅力を熱く語った。歓談の輪が

会場に広がるうちに時間となり、

平山前会長の三本締めの後、大

矢幹事のリードと大島幹事のハ

ーモニカ伴奏で、校歌を 3番ま

で斉唱してお開きとなった。                      

                 船津 高志記

◎役員会報告 平成 28年度第 5回役員会が 2月 5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

(1)1月 8日(日)清瀬稲門会総会 安次峰会長、渡辺副会長出席

(2)2月 25日(土)三多摩幹事長・事務局長会議 安次峰会長出席

(3)3月 4日(土)春季代議員会 (次年度代議員：小山田、山口)
(4)平成 29年度稲門祭実行委員の選出：小野、山口

2．来年度の役員体制について 改選案を発表、総会へ提出

3．第 23回定時総会について（成美教育文化会館、ギャラリー・大研修室）

(1)定時総会 4月 23日(日)14時～14時 50分  司会：別処副会長、議長：安次峰会長

議題 ①平成 28年度事業報告(高橋)、②平成 28年度収支報告(清水)、③平成 28年度監査報告(吉川)、

安次峰会長挨拶 安宅初代会長による乾杯

大島さんのハーモニカ、大矢さんのリードで校歌斉唱
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④平成 29年度事業計画(高橋)、⑤平成 29年度収支計画(清水)、⑥役員改選案(安次峰)、⑦新会長挨拶

(2)文化講演会 15時～16時 30分 司会：小牧幹事  

講演者：高橋龍太郎氏 講演名：「認知症の時代を生きる」 東久留米市報への手配

・これまでの慣例及び稲門会主催であり会費は無料。・会員以外の一般の人は、受付名簿は使用せず、

年齢、性別等のアンケート実施。・大学来賓は大矢幹事依頼済。・市長への連絡、渡辺副会長の直筆で

(3)懇親会 16時 45分～18時 30分 司会：大矢幹事

(4)総会案内印刷及び袋詰め作業 3月 12日(日)15時～19時、生涯学習センター印刷室及び創作室

案内資料は 3月 25日(土)までに配付、返信は 4月 7日(金)まで

(5)臨時役員会 4月 9日(日)16:00～生涯学習センターの予定

(6)総会資料印刷 4月 16日(日)16:00 執行部＋都合のつく役員

4．決算報告(29/1月末)：・1月までの科目別収支実績及び予算対比、繰越超過の予定

5．広報関係 東稲ニュ―ス：・東稲ニュース配付についてホームページを閲覧する会員の希望をとる。

（ホームページへのシフト） ・東稲ニュース 100号(30年 5月)の準備

ホームページ年間コスト⇒約 5,500円

6．部会設立について：バドミントン部が I.R.Sから独立することを役員会で承認、来年度より部会補助

金対象。 また、新部会設立は、役員会への提案事項を確認。

7．新年会の反省：・開始時間が従来と違い戸惑う会員もいた。 ・今回 51名出席予定が 42名に減少、

新年会の予算については、ある程度の欠席者を見込む。

8．来年度事業計画について：・秋の旨いもの会は本年度と同様にバーベキューで、極力早めに連絡し

部会活動に配慮する。 ・裾野を広めるため、若い校友との情報交換会等の検討、 ・地元へ貢献す

る行事の検討

9．その他：・臨時役員会について⇒4月 9日(日)生涯学習センターの予定       髙橋 哲男記

◎幹事長事務局長会 3月 4日(土) 14：00～ 大隈小講堂にて開催        小山田代理出席

校友会「春の代議員会」に合わせて、幹事長・事務局長会議が開催されました。概要のご報告です。

・福田代表幹事挨拶：校友会は曲がり角に。早稲田は本当に群れなくとも良いのか？ 高齢化の中で校

友会も若返りを図らねば。大学のグローバル化が進む中で、従来の海外校友会は日本人の駐在員中心。

これを留学生が帰国して地元で校友会を組織をして行く方向に。地域稲門会に「ブロック」の考え方の

導入を。女性の校友会参加拡大を。等々、校友会の課題が見えてきた。

・西村修一 2017稲門祭実行委員長から 10月 15日の稲門祭への協力要請（記念品の購入を）

・校友会組織強化補助費：「母校支援・若手交流費」の申請条件は若干の変更があるものの、ほぼ前年同

条件で支給される。

・新たに、「WASEDA’S Health Study」の登録者推進策として、各稲門会に対し登録支援補助費の支給

を行うことに。本年 4月～12月に A・Bコース登録を会員に呼びかけ、これに応じて新規登録をした人

数に対して「登録支援補助費」が対象稲門会宛支給される。配偶者もカウント。

・10 年前納校友会費の期限切れが始まり、校友会費未納者対策につき、年次稲門会、地域稲門会から、

その取り組み・活動についての報告があった。

・早稲田アリーナ募金(旧称「新記念会堂」募金)の状況に付き報告あり。東久留米稲門会は三多摩支部

中の第 1位の実績。

◎春季代議員会 3月 4日(土) 16：00～ 大隈講堂にて開催        山口幹事、小山田出席

・鎌田会長あいさつ：英国 QS 社大学ランキング 2017 年版で、昨年に続き国内 1 位、世界 33 位から

26 位に順位を上げている。国内で一番グローバル化対応の進んだ大学、現在外国人学生は 5400人。ま

た、授業の少人数化を進め、体験的学習プログラムも充実させている。2017年志願者数は 11万 4千人
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前年比 106.4％で、6年ぶりに 11万人超。地方からの学生支援「めざせ都の西北奨学金」も増額し充実。

文部科学省出身者採用の問題では校友に心配をおかけした。国家公務員法の理解が不足していたこと

は反省している。文部科学省自体、問題ないとの見解であったので採用を決定したが、内閣府から文部

科学省がその違法性を指摘された。当初の事情聴取の際に、文科省の想定問答に沿って口裏合わせをし

たことは不適切であった。一部の政党やマスコミによる早稲田大学と文科省の癒着といった指摘がある

が、それは一切ない。今後とも校友の支援をお願いしたい。

・早稲田アリーナへの支援として、校友会運営資金積立金から 2年間で 2億円の支援を決定。

・2016年度活動報告、決算(収入 975百万円、支出 705百万円、次年度繰越 269百万円)承認。

・2017年度活動予定、予算(収入 991百万円、支出 821百万円、次年度繰越 169百万円)承認。

その他、推薦校友承認、校友会規則・規定改定承認、「稲門祭」の前年決算、今年予定・予算等の報告が

行われた。                                   小山田 朋樹記

＜新入会員歓迎特集＞ 東久留米稲門会 部会活動一覧

当会への入会を検討している、東久留米在住校友のみなさま、現在、東久留米稲門会では、下記の通

り 16種の部会活動を、会員一同活発に楽しんでおります。定例で毎月（毎週）集まって活動している会、

その都度、会員に募集告知をして、会員であればだれでも参加可能の会等々、楽しみ方は多彩です。

是非一度、活動中の部会に見学にいらしてください。大歓迎です。ご連絡をお待ちしております。

部会・サークル 活動内容 活動頻度・場所 部会長

女性サークル
読書会（伊勢物語）、

食事会、散策など

月 1回

年 2～3回

石寺美弥子

☎ 472-5645

ゴルフ
近県のゴルフ場で平日又は

土曜日にプレー

稲門例会を年 2 回、東久留米三田

会との対抗戦も年 2回

伊東 毅

☎ 471-7114

囲 碁

月 1 回の例会と毎年秋に合宿囲碁

会（秩父・小鹿野温泉旅館）

首都圏稲門会との交流戦

毎月第 4日曜日 午後 1時～4時

成美教育文化会館にて

日本棋院

苅草 正守

☎474-3730

俳 句
毎月句会を開催、兼題は 2題

評価 3点以上を東稲ニュース掲載

毎月１回、生涯学習センター又は

中央町地区センター

橘 優治

☎ 475-8434

書 道
毎月 1回の例会

2年に 1回作品展開催

例会は毎月第 2日曜日午後 1時～

4時 生涯学習センター

武藤 豊

☎ 471-3156

太極拳の集い
稽古は簡化 24式太極拳および、

楊名時の健康太極拳

毎週土曜日 10時～11時半

成美教育文化会館

春には花見を兼ねた野外稽古も

鮎貝 盛和

☎ 472-6446

グルメ
和食、洋食を問わず評判の店を探訪

し、味覚を堪能
年 2回開催

比護喜一郎

☎ 474-1534

郷土研究
史跡、文化財の見学

講演会の開催
1～2年おきに開催

村野 建彦

☎ 476-2829

ｳｫｰｷﾝｸﾞ＆散策・

山歩きの会

都内、都下の名所旧跡、庭園、話題

の場所を巡る。同様に近隣の都外へ

も足を延ばし、近郊の野山のハイキ

ングを織り込む。

年 4 回程度 原則として盛夏、厳

冬期を除く。最近の実績：明治神

宮・新宿御苑、高麗巾着田、皇居周

遊・縦断、多摩自転車道(桜)・小金

井公園、大船観音と鎌倉の道

東海 俊孝

☎ 473-8566

カラオケ
東久留米駅北口のスナック

「オンチッチ」で開催

7 月、12 月の年 2 回。 ただし、

必要に応じ、臨時に開催

髙栁 康夫

☎ 473-3559
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春秋早慶戦観戦 野球早慶戦の応援・観戦 春秋１回原則第１戦
高橋 哲男

☎ 474-2366

ラグビー観戦

早明、早慶、対筑波、対帝京を

応援・観戦  希望者にチケット

宅配、代金現地徴収

秩父宮ラグビー場他
藍原 昌義

☎472-1813

諸芸術鑑賞 各種演奏会の鑑賞など
早稲田オーケストラ、

千住真理子など

菱山 房子

☎ 473-5964

旅行同好会
春秋年 2回 1泊 2日のバス旅行

を実施

信州安曇野、松島・南三陸町、寸又

峡、会津大内宿、馬籠・下呂温泉・

高山、越後魚沼、村上・瀬波温泉等

を訪れている。

井坂 宏

☎ 477-1632

映画鑑賞会

上映時の話題作、一流監督の代表

作、アカデミー賞受賞作等、名作

と云われた作品を自主上映

年 4回、2月、6月、9月、12月を

予定 成美教育文化会館と共催。

無料にて同会館ホールで開催

米光慶二郎

お問合せは菱山まで

☎473-5964

バドミントン部 ポイントレッスン、ダブルス試合
毎週金曜日 10時半～2時間程度

東久留米スポーツセンター

世話人:渡辺

☎478-6023

部会報告

＜諸芸術鑑賞部会＞ 早稲田大学交響楽団ニューイヤーコンサート 2017 を終えて

年始のコンサートと言えば、皆さんは毎年元旦の夜、全世界に向けて放映される、ウィーンフィルの

ニューイヤーコンサートを思い浮かべるでしょう。あの素晴らしい演奏、舞踊はウィーン楽友協会ホー

ルの雰囲気と共に、改めて語るに及びません。しかし、私達早稲田大学校友にとっては、身近にもう一

つのワセオケ(通称)のニューイヤーコンサートがあります。こちらも例年満席、チケットも完売となり、

なかなかの人気ぶりです。今年も 1月 14日(土)午後 5時から、練馬文化会館大ホールで盛大に開催され

ました。プログラムも毎年変わります。新年にふさわしいワルツに、今年は二人の一線のオペラ歌手の

方々を迎えて歌劇「フィガロの結婚」「セヴィリアの理髪師」から楽しいアリアを、マリンバ協奏曲に続

いて「ウィンザーの陽気な女房たち」の序曲も演奏されました。終わりに「早稲田の栄光」が流れ、本

当に間合いよく校歌「都の西北」が力強く大音響で大ホールの隅々まで響き渡りました。私達校友にと

っては、いつもながら心に沁みる演奏でした。

来年も新年に皆さんとご一緒に聴きたいと思っています。              菱山 房子記

＜書道部会＞

平成29年1月 15日(日)今年最

初の活動日は新年会を兼ね、成美

会館3階和室で行いました。通常

通り、各々の作品を展示した後、

武藤部会長の乾杯で会は始まりま

した。一人ひとり、書いてきた作

品の意味や思いを語り、武藤先生

を中心に皆さんからの辛口甘口

様々な励ましや、書の技法等につ

いてのアドバイスがあります。
「雪に耐へて、梅花、麗し・霜を経て、楓葉、丹(あか)し」(西郷隆盛の詩) 書：武藤
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テーブルのお酒とおつまみ、お寿司に差し入れのご馳走等が徐々に減るのに反比例し、会話のボルテ

ージが上がります。今年は書道部創設20周年の記念すべき年ですので、秋には11月10日(金)～12日(日)

この成美会館にて盛大に作品展を行います。小学校の書き初め以来、筆を持ったことのない会員もおり

ますので、経験の有無に関わらず楽しめる書道部です。会員は随時募集しておりますので、興味のある

方、是非ご連絡ください。                             大矢 真弘記

＜バドミントン部 発足！＞

2 月 5 日の定例役員会にて新たにバド

ミントン部会が承認されました。これま

で I・R・S（いろいろスポーツ）の一部

門として活動してまいりましたが、メン

バー全員の意見も一致し(2 月 17 日現在

23 回 延べ 193 名の参加)役員会に申請

し承認されたものです。I・R・S は部会

でないグループとして残ります。

現在は専属コーチを招聘し毎週金曜日に

ポイントレッスン、ダブルスのゲームを

中心に楽しんでいます。真冬なのに汗ビ

ッショリかいて動き回っています。皆さ

んもどうぞご参加ください。

【活動参加要領】

1、開催日 ： 毎週金曜日

午前10時 30分集合 2時間

2、場 所 ： 東久留米スポーツセンター 第一体育室

3、準 備 ： 体育館履き、運動のできる服装、水、

       着替え（シャワーあり）、ラケットは無料貸し出し可

4、費 用 : ◎ 新規入会時  1,000円（主にシャトル(羽)代）

       ◎ 参加の都度  160円（体育館使用料）             渡辺 真司記

習作を並べて新年会参加者で記念撮影

バドミントンは楽しい！

書：小野
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バドミントンのお勧め①   

「色々スポーツ部」で体験したスポーツの内、人気が高かったバドミントン。今は独立した部で取り組

んでいます。練習は、前半→基礎、後半→試合の構成です。コーチ(渡辺さんご友人)の優しくきめ細や

なご指導により、初心者の私もルールや打ち方など少し分かって来ました。部員の方達はと言えば、メ

キメキと力を付けてきており、試合が大好きな様です。私は試合が大の苦手。弱気な性格ゆえ、サーブ

で焦り、打てず、ペアの人にご迷惑をおかけして冷や汗ものです。が、息を切らしシャトルを追うのは

喜びとなって来ました。東新宿駅から副都心線に乗り、駅からスポーツセンターへの道程をのそのそと、

でもいそいそと毎週通っています。「青春かな⁉」と錯覚できる一瞬です。皆様どうぞ１度見学にお越し

下さい。優しいコーチと楽しい仲間がお待ちしております。              山岡 恭子記

バドミントンのお勧め②

金曜日の午前11時のスポーツセンター。若いママ(らしき)方達が時折あげる歓声の中、渡辺さんの指

導の下、粛々と準備体操に余念のない団体ーそれが我がバドミントン部です。バドミントンを楽しむよ

うになり、半年が過ぎました。褒め上手なコーチの指導よろしきもあり、少しは上達したように感じる

昨今です。渾身の力を込めシャトルを叩く爽快さに、日頃の鬱憤も晴れていく想いです。

三田会員でありながら、稲門会バドミントン部に参加する夫を温かく迎え入れてくださる部員の皆さ

ま、ありがとうございます。稲門会はやっぱり偉大だわー。              片平 るみ記

バドミントンのお勧め③

16対 19ポイント。ファイナルゲームで追い詰められたシーン。リオ五輪では高松ペアはなんと連続5

ポイ ントを上げ大逆転の金メダル。一人は座り込み、一人はコートに倒れこみましたね。

「一度バドミントンをやってみたい！」私はIRSの渡辺さんに電話をし、初参加は9月末でしたが、

一発でバドミントンの魅力に嵌ってしまいました。怪我防止の為、ストレッチは渡辺さん指導でミッチ

リ行い、コ ーチが無償で指導やアドバイスをしてくれます。全天候型ですし、シャワーで汗を流した後

は軽いいランチとお喋りに花が咲きます。私は東稲に入会して１年余、この恵まれた環境に感謝をして

います。                                     中村 敏明記

バドミントンのお勧め④

ご安心ください！部員の皆さん若葉マーク状態です、勿論私も。カラ振りは当たり前、ラケットのフ

レームで打つわ、２度打ち？するわ・・・。

ご安心ください！ ことの前にストレッチを入念にやって怪我をしないよう努めています。身体を動

かす効果は勿論、ミスや失敗の多発による笑いの効果も見逃せません。夢中でシャトルを追いかけた後

は心身とも爽快になること間違いなし、是非入会を！                 別処 尚志記

＜ウォーキング部会＞  第 58回ウォーキング（H29.2.27）活動報告

ウォーキングの１週間程前の天

気予報は 27 日だけが雨とのこと

だった(前後１週間以上晴なのに)。

実施出来るか気を揉んできて、2

～3 日前に雨の予報がなくなり安

堵したが、当日には主催者であり

ながら集合時間を誤り、何とか１

電車遅れて皆さんに追いつくこと

が出来たという失態を演じてしま

い、反省至極の中でウォーキング

が始まりました。参加総数 16 名

(男12、女4)と、季節柄予想を上
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回る参加を戴きました。

さて、「越生」は「おごせ」と読む難読地名であり、その由来は諸説あるものの、この地が関東平野の

西端で秩父山地に接しているために秩父地方との往来は尾根を越していかねばならず、その「尾根越し

(おねごし)」が「尾越し(おごし)」となり、それがやがて「おごせ」と変化したと言われている。町土

の約7割が山地となっている町であり、人口は12千人弱。東久留米からは、西武新宿線、東武東上線、

東武越生線を乗り継いで漸く越生に着く。越生梅林は更に越生駅から徒歩約4kｍにあり、折からの暖か

な日差しの中、途中の道路の両脇にも多くの梅の花が我等を迎えてくれており、それらの前座を楽しみ

ながら、ゆっくりとウォーキングを進めた。

梅園は、南北朝時代に武蔵国小杉村に大宰府より天満宮を分祀する(梅園神社)際に梅を植えたのが起

源という。一帯では2万本程の梅が栽培されているとのことで、越生梅林はその中にある「梅まつり」

が行われる約2haの広さの土地をいう。越生野梅などの保存古木を始め、約1000本の梅が花の盛りにあ

った。大半は白梅である中に三々五々咲く紅梅の赤さには、眼を引かれると共に何故か心温まるものが

あった。今の世で花と言えば染井吉野に代表される華やかな桜をイメージするが、平安の昔に花と言え

ば梅を意味したと言う。小倉百人一首でも有名な「人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香にに

ほひける」（紀貫之）と詠われた花が花垣として連なり、辺り一面、目の当たりに咲いていたことの感慨

は深かった。西行の時代には桜が詠われるようになっていたが、満開の桜を愛でることに比べると、一

方において、「梅一輪 一輪ほどの 暖かさ」(嵐雪)のような楽しみ方も、個々に花を観ると分かるような

気がした。昼食時に、ここへの途上にある醸造所で購った「越生梅林」という純米吟醸を皆で回し飲み

したが、桜の花見の際の感じとはなんとなく違っていたのは、早春という季節の相違の所為だけであろ

うか。

帰路に立ち寄った観光案内所で買った梅干しは予想に違わず酸っぱさ格別であった。東久留米に帰り、

恒例の打ち上げで喉を潤した。                               東海 俊孝記

梅花の香りに包まれて記念撮影
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＜俳句部会＞

1 月 15(日) 第 198回句会 於：生涯学習ｾﾝﾀｰ

兼題：「寒月」、「初場所」

なつかしき癖字悪筆賀状来る 神田尚計

町に住みまなこ鋭き寒鴉       松田博雄

五分咲きの梅に急かされ里歩き    川島知子

寒月や我が身の明日を誰か知る    川島知子

雲間洩る寒月冴えて家路急く     神田尚計

2 月 18日(日) 第 199回句会 於：中央町地区ｾﾝﾀｰ

兼題：「入試」、「余寒」

長生きを詫びる姑と梅見かな   片平るみ

早春の足湯に並ぶ膝小僧     神田尚計

是是非非の余生静かに春めけり  三田畔巣

ふと覚めし夜半の蹠(あうら)の余寒かな 神田尚計

余寒なほ爪先にあり厨ごと      松田博雄

入試の子預かる部屋の夜更けの灯   神田尚計

受験子の不安を運ぶ夜汽車かな    杉本達夫

寒明けの富士にむかいてこぐペダル  三浦洋子

母はただただ祈りをり入試の子    川島知子

明日受験熱き紅茶をそっと置き    安宅武一

                                 三点句以上 片平るみ記

部会だより

＜ウォーキング部会＞ ウォーキング（第 59 回） 散策・山歩きの会合同開催

             日和田山ハイキング、巾着田に下りて花見（桜・菜の花）

日時：4月5日(水)

集合： 9:10 a.m. 東久留米駅改札口

行程：高麗駅から１㎞程度の所にある日和田山（海抜305ｍ）を登山

   （高低差200ｍ以下の軽いハイキング）の後、同山直下の巾着田にて、

   桜と菜の花を巡り自由散策。

費用： 参加費100円、現地で乾杯の場合は追加徴収

その他負担：交通費（370円×2＝740円）、食事代等

連絡先：東海俊孝 電話473 - 8566 e-mail： toshi-tokai@kvj.biglobe.ne.jp 

別処尚志  電話475 - 1710 e-mail： t_bessyo@jcom.zaq.ne.jp

【注】下見の前に作成の為、変更があり得ます。                  東海 俊孝記

＜旅行同好会＞ 5月 14日（日）～15日（月） 「房総半島一周、バスの旅」

東久留米稲門会の旅行も 11 回目に入りました。また、新たな気持ちで楽しい旅を企画していきます

ので、ご期待ください。

今回は、武道の神様として名高い香取神宮から木更津まで初夏の房総を計画しました。犬吠埼灯台、
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鯛の浦、鋸山など、誰でも一度は行っているところですが、

楽しい仲間とバスで房総半島を一周し小湊温泉でゆっくりす

るのも、また新しい発見があるかも知れません。大勢の方の

参加をお待ちしています。新しい方の参加を歓迎します。バ

スは 1時間おきくらいに休憩取りながら行きます。

■日 程：平成 29年 5月 14日(日)～15日(月)
■集 合：平成 29年 5月 14日(日) 午前 6時 45分 東久留米市役所前

■行 程：5月 14日(日)
東久留米市役所前 7:00＝＝7:30 和光ＩＣ＝＝三郷＝＝8:10 守谷ＳＡ8:25＝＝8:40 つくばＪＣＴ＝＝

9:10 佐原ＩＣ＝＝9:15香取神宮 10:15＝＝11:30銚子・犬吠埼灯台(昼食：島武水産寿司)13:30＝＝

14:45 海の駅九十九里 15:15＝＝九十九里有料道路＝＝大原＝＝17:15小湊温泉：満ちてくる宿吉夢泊

     5月 15日(月)
小湊温泉 9:00・・誕生寺・・鯛の浦遊覧船～～小湊 10:30＝＝鴨川 10:50＝＝長狭街道＝＝

12:00 浜金谷(昼食：ザ・フィッシュ)13:00＝＝13:30＋＋鋸山ロープウェイ 14:30＝＝木更津＝＝

15:45 海ほたる 16:15＝＝アクアライン＝＝大井ＪＣＴ＝＝山手トンネル＝＝和光ＩＣ＝＝

18:00 東久留米駅

■会 費：33,000円

＊参加希望者は、井坂 宏 Tel：042-477-1632 e-mail：isk-h112226@globe.ocn.ne.jp         

    または、 平山正徑 Tel：042-473-3289 e-mail：mx3hirayam@m8.dion.ne.jp
      まで、ご連絡下さい。（所要人数になり次第締め切らせて頂きます）      井坂 宏記

＜ラグビー観戦部会＞ 早稲田 RUGBY春の試合日程

4 月 23日(日) 13:00 vs 大東文化大   早稲田 G
5 月  7日(日) 13:00 vs 東海大     早稲田 G
5 月 14日(日) 13:00 vs 流通経済大   茨城・たつのこ F
6 月 11日(日) 14:00 vs 帝京大     帝京大 G
6 月 18日(日) 13:00 vs 明治大     宮崎・県陸

入場無料ですが、早稲田Gの試合は早めに行ってスタンドに座席を確保しましょう。

                                   2月 28日 藍原 昌義記

東稲広報室

＜新年会：会計報告＞  1 月 29 日(日)の新年会の収支は以下のとおりでしたのでご報告いたします。

【収入】会費…￥126,000 (42名分) 【支出】ケータリング…￥120,000、飲料…￥14,666、

施設利用料…￥9,000、その他…￥7,190 【収支】￥24,856の不足…イベント補助金から補填しました。         

会計担当 清水 正弘

＜年会費３,０００円－手数料無料のお支払方法＞

あなたの郵便貯金通帳から、郵貯ＡＴＭで送金(振替）すれば送金手数料は(月３回まで)無料です！

〔郵便局の窓口から送金なら￥130必要です〕

◆「郵便貯金通帳」をお持ちでしたら、①同封の「払込取扱票口座」へ、または②「東久留米稲門会

貯金通帳」へ、ＡＴＭの操作画面にしたがって送金(振替)してください。

①払込取扱票振替口座【口座記号】00100-6【口座番号】11607【加入者名】東久留米稲門会

②通常貯金通帳口座番号【店名】〇〇八【店番】008【預金種目】普通貯金【口座番号】2328684 
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〈会員リレーエッセイ〉 ～噴水広場～                               

幼いころの怖い思いで

安次峰 暁 (45年 社学）

生まれも育ちも沖縄県で、記憶がある時から高校を卒業するまで那覇市の同じ場所で育った。

小学校 4年生の頃、塾帰りの午後であった。友達と別れた直後、車道を渡ろうとして乗用車にはねられ

てしまった。那覇市の「国際通り」で当日は路肩に何台も駐車していて見通しが悪かった。数十メート

ル手前の信号機が車はストップのシグナルが聞こえてきたので急いで渡ろうと思い、駐車中の車を掻き

分け道路中央に飛び出した途端に、右側から白い乗用車が私に向かって近距離迄近づいていた。しまっ

たと思ったがもう遅い、前に行こうか？後ろにさがろうか？2～3度体が反応しかけたが、結果的に突っ

立った状態になり、右太ももに車のバンバーが当たり跳ね飛ばされてしまった。当たる瞬間に中年男性

の運転手のびっくりした顔が見えた。自分としては 6～7メートル程飛ばされたと感じたが実際には２

～３メートルだったのかもしれない。宙に舞いながら、このまま着地した後車が自分をひいていきそし

て自分は死ぬのだろうと考えた。頭から着地してもんどり返り、頭に少し血がにじんでいたがひかれは

しなかった。車は停車していて運転手が出てきて「大丈夫か？」と聞いた。てっきり「馬鹿野郎！何処

を見て道路を渡るんだ。」と怒鳴られるものと思っていたので、涙を流しながら「大丈夫」と頷いた。そ

うしたらその運転手は車に乗り込み走り去ってしまった。その時は緊張していたせいか何処も痛いと感

じなかったが、だんだんと太ももが痛くなってきた。家に帰って交通事故に遭ったと言ったら滅茶苦茶

叱られる筈なので、家族には黙っていた。

悪い年回りであったのかもしれない。翌年の林間学校の時、川で溺れてしまった。

水遊びの時間、2学年一緒で 100人程いたと思う。背の立つ位の浅い川であったが一か所だけ急に深い

ところがあったようで、そこにはまってしまった。私の周りに 20人程居たと記憶している。まともに

泳げない其の頃の私はパニックになり、手足をバタバタさせて「助けて」叫ぼうとするが水面が鼻の上

の方まできて声が出せず、バタついているはずみで水面に口が出てやっと少し息を吸い、また沈むとい

う事を何回か繰り返した。その時周りには上級生が私に背を向けた格好でおしゃべりをしていた。きっ

と、「ふざけて遊んでいるのだろう、うるさい奴だ。」と思っていたのだろう。私は「溺れるということ

はこういうことなんだ。一人位気が付いてくれてもよさそうなのに。」「苦しくてもう駄目だ」と思いか

けた時、後ろから私の海水パンツを掴んで引っ張ってくれた人がいた。同級生の腕白な友達だった。

只々感謝の気持ちでいっぱいで神様に見えた。

次の年も怖い思いをした。初めて通り掛かった所で、何気なく後ろを振り返ると遠くの方に大きな野

良犬が 2匹いてこっちを見ていた。びっくりして、咄嗟に駆け出してしまった。駆け出してしてから「し

まった、きっと追ってくるだろうと思い振り返ると、案の定 2匹共猛然と走ってきた。私の背中程ある

犬なので、おそらく首でも噛まれるだろうと観念した。数秒したら足音も聞こえてきた。その時に「動

物と対峙した時にはできるだけ大きく見せて威嚇すると相手は一瞬ひるむ」と何かで読んだことを思い

出した。これしかないと考え、立ち止まり振り向きざま両腕を十字になるように横に伸ばしてみた。そ

うしたら、至近距離迄来ていた犬が急停止して、びっくりしたように向きを変えて走り去って行った。

私はヘナヘナとその場に立ちすくんでしまったが、命拾いをした気持であった。

＜編集後記＞

3 月 3日は桃の節句。かつては上巳の節句と言い、川に穢れを流した行事が、やがて女子の健康を祈

るひなまつりになったそう。今号は総会と会員勧誘特集、この編集後記を読んでおられる未加入のあな

た、是非入会を！

さて 3月は卒業の季節、筆者も編集責任者を卒業させて頂くことになりました。つつがなく職務を全

う出来たのは、寄稿者の皆さんと編集担当者の小山田さんのおかげです。有り難うございました。


