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恒例 『秋の旨いもの会』 10月 20日（土）開催 

東久留米稲門会の 3大イベント(1月の新年会、4月の総会、10月の

秋の旨いもの会)の一つ、恒例の『秋の旨いもの会』を今年も成美教

育文化会館で開催致します。本会は美味しい料理と、うまい酒を楽し

みながら会員相互の親睦をはかるものです、全会員が参加できる機会

です。日頃、中々参加できない方も、気楽にお出かけ下さい。青春時

代に戻って大いに食べ、かつ飲み、語り合うもよし、校歌を歌うもよ

し、大いに楽しみましょう。 

なお、この機会に東久留米市内在住で未

入会の、20代～40代若手校友の皆様に、稲門会に参加する切っ掛けにして

いただきたく、無料ご招待をいたします。是非ご参加ください。 

日 時 ： 10月 20日（土）14時開会 

会 場 ： 成美教育文化会館 3階 大研修室 

会 費 ： 3,000円 (同伴者は 1,000円)  

※市内在住未入会の 20代～40代の校友は無料ご招待 

＊参加の方は同封の葉書を返信下さい。 

参加しない方は葉書を出す必要はありません。 

 

会の告知板    

【部会予定】 

9 月 10日(月) ウォーキング番外編「甲州街道を歩く」第 9 回  06:25 東久留米駅改札口 

9 月 22日(土) 太極拳の集い 17 周年記念懇親会   12:00 成美教育文化会館 

9 月 24日(月) ｳｫｰｷﾝｸﾞ＆山歩き部会「飯能から高麗峠を超えて巾着田」 09:30 東久留米駅改札口 

9 月 27日(木) 映画鑑賞会     14:00 成美教育文化会館 

10 月 7日(日) 第 3 回役員会     16:00 生涯学習センター 

10 月 15日(月) ウォーキング番外編「甲州街道を歩く」第 10 回 06:25 東久留米駅改札口 

10 月 20日(土) 秋の旨いもの会      14:00 成美教育文化会館 

10 月 22日(月) ゴルフ部会「秋の東久留米稲門会コンペ」  ＜Ｊゴルフ鶴ヶ島＞ 

10 月 28日(日) 野球早慶戦観戦部会    10:30 東久留米駅改札口 

11 月 11日(日)～12 日(月) 旅行同好会「湯田中･渋温泉郷金具屋に泊まる旅」 07:30 東久留米市役所前 

11 月 19日(月) ゴルフ部会「三田会合同コンペ」   ＜熊谷ゴルフクラブ＞ 

11 月 24日(土)～25 日(日) 囲碁部会合宿    ＜秩父 越後屋旅館＞ 

 

【大学・校友会関係】 

9 月 29日(土) 早大校友会代議員会  16:00  大隈講堂 

10 月 3日(水) 稲門祭実行委員会    18:30 井深記念講堂 

10 月 13日(土) 小平稲門会総会        ルネ小平 
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10 月 21日(日) 稲門祭 ホームカミングデー  早稲田大学 

10 月 27日(土) 校友会三多摩支部総会     早稲田大学 

11 月 24日(土) 東村山稲門会総会       サンパルネ・コンベンションホール 

 

＜各部会定例活動一覧＞ 

 

会の報告 

◎役員会報告 平成 30年度第 2回役員会が 8月 4日(土)16時より生涯学習センターで開催された。 

＜議事録概要＞ 

高橋会長から開会の挨拶の後、議事に入った。 

１ 大学・校友会・近隣稲門会・三田会関係 

（１）西東京稲門会総会  6 月 10日(日) 東伏見ｷｬﾝﾊﾟｽ  高橋・山口 

（２）早大 商議員会   7 月 7 日(土) 早稲田大学       高橋・安次峰 

（３）三多摩会長会    8 月 19日(日) 調布ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ      高橋・大矢 

（４）早大 代議員会   9 月 29日(土) 早大 大隈講堂     小山田・山口 

（５）稲門祭実行委員会 10月 3 日(水) 早稲田大学       山口・中村 

（６）小平稲門会総会  10月 13日(土) ルネ小平       村野・大矢 

（７）稲門祭      10月 21日(日) 早稲田大学         中村・山口・高橋・小野 

（８）三多摩支部総会  10月 27日(土) 早大 大隈講堂     高橋・村野・小山田・他 

（９）東村山稲門会総会 11 月 24日(土) ｻﾝﾊﾟﾙﾈ・ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ  高橋・山岡 

２．秋の旨いもの会 

（１）実施場所：「成美教育会館」3 階大研修室    

（２）実施日時：10 月 20 日(土) 14:00～ 

（３）案内対象先：会員並びに若手校友・・・20 代～40 代の若手校友を招待 

（４）実行委員 担当：小野副会長他   

（５）実行委員打合せ会：9 月 21日(金) 19:00～市役所ﾎｰﾙ 

３．会費納入状況等 

  8 月 3 日現在 納付者 144 名（予算計画 155 名、昨年度納付者 148 名） 

４．広報関係 （１）東稲ニュース－記事の募集、印刷日時等 

５．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目標は達成済み 

部 会 
9 月 10 月 

日 曜 時間 場所 日 曜 時間 場所 

女性ｻｰｸﾙ 6 木 10:00~ 中央町地区ｾﾝﾀ  ー 4 木 10:00~ 中央町地区ｾﾝﾀ  ー

書 道 9 日 13:00~ スペース 105 14 日 13:00~ 生涯学習センター 

俳 句 16 日 13:00~ 生涯学習センター 21 日 13:00~ 生涯学習センター 

囲 碁 23 日 13:00~ 成美教育文化会館 28 日 13:00~ 成美教育文化会館 

太極拳 

8 土 10:00~12:00 成美教育文化会館 13 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 20 土 10:00~12:00 成美教育文化会館 

29 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 

バドミントン 
毎週金 

9/28休み 
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
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（２）稲門祭へふるさと賞の寄付（柳久保うどん 3 箱 20 袋入り） 

（３）体育関係部への寄付 5 万円 今年度はアーチェリー部とした。 

（４）若手校友の招待 ― 秋の旨いもの会へ、9 月のポストマンで案内 

６．その他の課題 

（１）次年度講演会並びに講演者について：長束幹事より、資料に基づき今回の講演会の反省事項や次

年度に向けての説明があった。次年度の講演会については、6 か月前には決める必要があるため、

次回役員会にて再検討の上、決定することとした。 

（２）卒業後 60 年の会員への記念品等の件 

執行部が該当人数を確認し、贈呈品の選定をすることとする。 

（３）映画鑑賞会：9月 27 日(木) ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ・ﾋｯﾁｺｯｸ監督「サイコ」、11 月 29 日(木)に実施（作品未定） 

（４）結婚相談室「いなほ会」の件 

①6 月 23 日(土)バーベキュー大会が実施され、男女各 12 名が参加した。 

  ②登録者数男性 60 名、女性 80 名     

③当会にも運営委員（世話役）選出要請あり 

７．今後の行事予定 

（１）今後の役員会：10/7（日）・12/2（日）・2/3（日）・4/7（日） 

（２）忘年会は、12/2（日）18:00より「夜来香」 

（３）新年会は、1/19（土）14:00より成美教育会館 3 階大研修室 

（４）次年度総会は、平成 31 年 4月 21 日(日) 成美教育会館 

 

〇2018 年商議員会 

7 月 7 日(土)午後 2 時から商議員会が大隈記念講堂で開催され、

当会からは、安次峰前会長、高橋会長が出席した。亀井商議員会長

より、開会の挨拶の後鎌田総長の挨拶があった。鎌田総長より、 

① 総長選挙の概要、商議員の選挙参加により大学運営について緊

密になる。今後も選挙制度については検討していきたい。 

② 昨年のイギリスQS社の格付で大学順位は日本国内2位となり、

1 位は東大であった。 

③ 地域創生のため、地域貢献型入試制度の導入 

鈴庄理事より大学の財務報告：経常収支は 50 億円（教育活動収支 25 億円、教育活動外収支 25 億円） 

学生、生徒数（2017.5.1 現在）53,240 人で 1,895 人減少。教職員数（2017.5.1 現在）6,753 人で微増。 

古谷教務部長より、「早稲田の目指すグローバルリーダー育成」について講演。 

齋藤理事より早稲田アリーナ募金のお願い（20 億円の目標に対して現在 15 億円の達成）があった。 

 高橋 哲男 記 

〇東京三多摩支部会長会 

8 月 19 日(日)午後 3 時から調布市「調布クレストンホテル」において開催された。 

参加者は三多摩支部の会長、幹事長等 58 名で、当会からは高橋会長、大矢事務局長が出席した。支部長

から 2月の事務局長会議の回数を増やす件、稲門祭の三多摩支部の模擬店である「サロン・ド・三多摩」

の位置付けの件、現在 1 年である支部長の任期延長の件が今後の課題であるとの挨拶の後、会議では

2017 年度事業報告並びに決算・監査報告、2018 年度支部役員選出、2018 年度事業計画案並びに予算

案、次期(2019年度)主幹稲門会選出(青梅・昭島・羽村)が決議された。 

 なお、本年度の東京三多摩支部大会は 10 月 27 日(土)14時より、大隈記念講堂で開催されるが、各稲

門会に動員の要請があった。                           大矢 真弘 記 
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作品展に向けて研鑽中 

笹子駅前にて 

部会報告 

＜書道部会＞ 「書を学ぶ」 

 書を学びたい！と思い始めたのは彼れ此れ

5年程前の事です。元々茶の湯、漢詩を学ん

でいましたが、さて次は何を学びたいと思っ

た所、真っ先に頭に浮かんだのが「書」であ

りました。何故真っ先に浮かんだのかは定か

でありませんが、日頃中国文化に大いに興

味・関心を持っていた私にとっては極自然な

事でもありました。（因みに小生、昭和 59年

第一文学部東洋史学科卒であり、学生時代、

中国史、モンゴル史を学んだ経験を持つ身で

あります） 

 初めは寺子屋の手習いの感覚で気軽に参加

しましたが、どうしてどうして彼の書聖王義

之も習得するのに大変苦労したと言われてい

る「永字八法」を書くのに四苦八苦、特に最

初に書く点「、」は何度書いても一向に上手

く行かず、改めて書の難しさ、奥深さを痛感

させられている此の頃であります。しかし

「継続は力なり」と言う格言通り、月一度の

例会に出席してひたすら赤字で添削指導を受ける事を繰り返している内に、最近になって漸く 2年に一

度の展示会に出品した「孤舟」（中唐の詩人で唐宋八大家の一人である、柳宗元の五言絶句「江雪」所

収の語句）、及び私の座右の銘である「則天去私」（夏目漱石が最晩年に残した言葉で、無私の境地を表

したものです）を、手本を見ながら正に見よう見まねで少しずつ書けるようになりました。 

 今後は、引き続き会長のご教示を仰ぎながら、他の会員の方々の作品に負けず劣らない書を目指し

て、なお一層精進して行きたいと考えております。会長！今後もご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致し

ます！                                                 上田 敦嗣 記 

 

＜ウォーキング＆山歩き部会＞  

『甲州街道を歩く』第 8回 (7月 9日) 初狩駅→白野→阿弥陀海道→バス停新田 

前回の 6月 18日は、JR初狩駅か

ら 1 ㎞も行かない中初狩宿跡で降

雨に見舞われて中止となったが、こ

のことへのリベンジを果たした。 

例年より早く訪れた今年の猛暑が

辛うじて小康を保ってくれている

中、総勢 8名(男 6、女 2)で、初狩

駅(標高 460ｍ)を出発し、笹子トン

ネルに向けて登り坂が続く国道 20

号線の狭い歩道を歩き始めた。3㎞

程歩くと、白野宿跡(本陣、脇本陣、

旅籠 4軒：1843年の記録)辺りから
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笹一酒造にて利き酒を 

は、国道を少し逸れて静かな旧街道を辿るようになり、ゆったりとした気分でｳｫｰｷﾝｸﾞを楽しむことが出

来た。１つの根本から３本の幹が聳える大杉や男女合体道祖神がある稲村神社で休息。隣接して、親鸞

聖人が毒蛇になった娘を成仏させた故事に関わる念仏供養塚もあった。 

再び国道に戻り、阿弥陀海道宿跡に入り(名前は奈良時代の名僧行基が自ら彫った阿弥陀如来を安置

した堂を建てたことに由来する)、銘酒「笹一」で有名な大正 8年創業の笹一酒造が経営する酒遊館に立

ち寄った。展示物の見学、利き酒、軽食、酒や種々の土産物の購入等三々五々楽しんだ。ここから直ぐ

の距離にある笹子駅前（初狩駅の隣駅）を通過し、笹子峠を控えた 3 つの宿場で最大規模(本陣、脇本

陣、旅籠 14軒)の黒野田宿跡を過ぎると、国道 20号の坂は一段と険しさを増して、笹子トンネルへと続

く。我々は、トンネルに向かうカーブの所で左折し、更に登り坂を進んで、バス停新田(標高 710ｍ)に

漸く辿り着いた。歩行距離約 9 ㎞弱で 250ｍを登った行程であった。停留所脇にある水路の水が、足を

10秒と漬けていられない程冷たかったのが心に残った。新田から、我々しか乗っていないバスで笹子駅

に戻り、ＪＲで帰路についた。 

次は、いよいよ、今回のウォーキングで最大の山場、笹子峠越えに挑む。 

☆8月 6日に予定されていた第 9回は、35度を超える連日の猛暑の為、9月 10日に延期した。 

                                                                         東海 俊孝 記 

（第 67回）8月 20日  

御岳山レンゲショウマ、御嶽神社、御岳渓谷 

ヤッホー、会員の皆様お元気ですか。参加した皆様お疲れ様でした。 

東久留米駅改札口７時 15分集合。朝、一時の雨がありましたが、総勢 17名(男 11名、女 6名)のウォー

キングが実施され、参加しました。ＪＲ線青梅駅乗換え、御嶽駅下車、バス(超満員)でケーブルカー下

(滝本駅)へ。ケーブルカーに乗って御岳駅(標高 831ｍ)で下車。急坂を登り、レンゲショウマを鑑賞し

ながら展望台へ。蓮華升麻はキンポウゲ科に属する多年草です。その名は葉がショウマ(漢方の呼び名)

で花が蓮に似ていることに由来します。8 月上旬頃丸い堅い蕾が割れ、薄い紫の鍔片が広がり、その中

から先端が濃い紫に染まった花弁が下向きに咲く、清楚で神秘的な美しい花です。(花言葉：伝統美) 

そこから進んで、樹齢千年と言われる神代欅(けやき)を眺めながら急峻な坂を登ると、武蔵御嶽神社

の長い石段です。気合を入れて登り、合掌。神社は二千年の歴史を持つと言われ、関東平野を見下ろす
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御岳山のつり橋にて 

御嶽神社 山門前 

御岳山山頂（標高 929ｍ）に鎮座し、古くから山

岳信仰の霊山となっています。境内の一画での

持参の弁当は、適度な運動の後で美味ひとしお

でした。下山の途中で振り返ると、遠く緑の中、

山の頂に御嶽神社と並んで、奥の院とされる三

角形の山がありました。(霧雨が混じる天候の為、

この先のロックガーデン周遊は止め、山を下っ

て、御岳渓谷を歩くことになった。) 

御岳渓谷(多摩川上流)は、河口まで 70㎞。ラ

フティングを楽しむ学生さん達に手を振り、遊

歩道を水の流れる音と風と一緒に歩き、途中の

酒造メーカー「沢の井」の庭先で一休み。清酒

を味見し、おいしさに納得。そして帰路。東久

留米駅近くで打ち上げ。お疲れ様でした。感謝

致します。             華洋 記 

 

朝の集合時にかなりの降雨があったので、幹

事として一旦は中止を伝えたのですが、花の鑑

賞だけでも良いから決行、とのお集まりの 10余

名の方々の熱意に押し切られて、実施に至り、

結果としては正解でした。中止の電話連絡を差

し上げた方々には、その為に不参加や遅れての

参加となり、申し訳ございませんでした。                                         

☆追：8月 27日に予定した「清瀬ひまわり畑

臨時ウォーキング」は、猛暑の為中止しました。 

東海 俊孝 記 
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＜俳句部会＞ 

第 217回 7月 15日(日) 兼題：トマト  サングラス 

高点句 

      食べごろの隣のトマト気にかかり 橘優治 

      手作りのトマトを添へて朝の膳 大久保泰司 

      幼子の口いっぱいのミニトマト 比護喜一郎  

      帰省子の嬉しさ伝える黒電話  三浦洋子 

自選一句 

      電話して語りかけたし天の川  杉本達夫 

      少年の固き拳や青トマト  片平るみ 

      サングラス古里まつり香具師の声 安宅武一 

      道の辺のトマトたわわに朝日浴ぶ 神田尚計 

      周辺が暗くなってもサングラス 本間信一 

 

第 218回 8月 19日(日) 兼題：原爆忌   秋暑し 

高点句 

                          天仰ぎ高校球児の夏終わる   三浦洋子 

                          語り部の語りつくせぬ原爆忌   片平るみ 

                          水鉄砲天まで届け裸の子   神田尚計 

自選一句 

                         秋暑し人口七十億の星   杉本達夫 

                         天上の戦士に届け鎮魂詞   比護喜一郎 

                         秋暑し行き先決めぬ二人旅   大久保泰司 

                         延び延びの再会果たす残暑かな  橘優治 

                         原爆の日の洗面に顔浸けて   安宅武一 

                         荒れ気味な地球老いしか秋暑し  馬場清彦 

                         天高く地に足湯ある気持ちよさ  本間信一 

                         天高くメタセコイアののびにけり 川島知子 

片平 るみ 記 

 

＜カラオケ部会＞ 7月 31日(火) 「カラオケを楽しむ会」 

北から南まで、喧噪の渦に巻きこんだ FIFAワールドカップロシア

大会も幕を閉じましたが、来年は、ラグビーワールドカップの日本開

催、2020 年には、東京オリンピックとスポーツのビッグイベントが

目白押し、われわれがこれらの祭典に立ち会えることは、大変恵まれ

ているのではないかと思っています。こうした中で、これらのイベン

トを軽く乗り超えていくと思われる、まだまだお元気な 18名の面々

がいつもの「オンチッチ」に相集い、日頃鍛えし「のど」のご披露に

及びました。 
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トップバッターは、いつものとおり、来年米寿を迎えられる馬場先輩の「ひばりの佐渡情話」、これを

皮切りに、懐メロ、演歌、フォークなどバラエティに富んだ歌が流れ、オンステージの本人もヤジを入

れる仲間も、その場、その時をエンジョイしていました。特に、久し振りに参加され、錦上花を添えら

れた河村さんのデュエット曲にはヤンヤの喝采が浴びせられました。 

ママ手造りの美味溢れるディッシュを前にして、ガソリンを補給しながら、そこここに歓談の輪が広

がり、同僚の BGMをバックに、政治、経済、文化、芸術の話やら、はたまた日頃のグチまで、お互い会

話が弾み、愉しい雰囲気の中で、夏の夜は更けていきました。2 周したところで、パネルに「早稲田大

学校歌」の文字が浮かび、お互い肩を組みながら、高らかに歌い上げ、さらにギアを上げて 3周目に臨

みました。一息入れて活気を取り戻し、それぞれとっておきの 18番の曲が披露され、会場は一層盛り上

がりました。 

本日のおおとりは「紺碧の空」、若き日に想いを馳せながら、精一杯声を張り上げ、お互いエールを交

換し、各々方それぞれ胸のつかえもとれ、すっきりした気分で、ホームグラウンドを後にしました。 

 

当日の参加者（敬称略、歌の順）は次のとおり。 

1. 馬場 清彦 ①ひばりの佐渡情話 ②東京 Hold Ｍe Tight  ③望郷酒場 

2. 村野 建彦 ①ふりむかないで ②中の島ブルース ③愛の園 

3. 渡辺 真司 ①東京ブギウギ ②栄冠は君に輝く ③再会 

4. 河村 洋子 ①栄冠は君に輝く（渡辺） ②麦畑（山口） ③二人の大阪（髙栁）   

5. 安次峰 暁 ①泪の乾杯 ②妻恋道中 ③哀愁の街に霧が降る 

6. 橘  優治 ①別れの夜明け ②無錫旅情 ③（所用のため中座） 

7. 東海 俊孝 ①柿の木坂の家 ②酒と泪と男と女 ③みちのく一人旅 

8. 山口 謙二 ①よこはま物語 ②女のくやしさ ③白い街 

9. 小牧 完次 ①偉人西郷隆盛 ②さざんかの宿 ③見上げてごらん夜の星を 

10. 安藤 信雄 ①あゝそれなのに ②みちずれ ③踊子 

11. 後藤 秀作 ①くちなしの花 ②男の子守唄 ③カサブランカ・ダンディ 

12. 平山 正徑 ①すずめの涙 ②冬隣 ③越前竹舞い 

13. 井坂  宏 ①青葉城恋歌 ②三都物語 ③昴 

14. 帆角 信美 ①旅姿三人男 ②襟裳岬 ③石狩挽歌 

15. 長谷山勝美 ①霧笛が俺を呼んでいる ②女のため息 ③別れ雪 

16. 髙栁 康夫 ①北酒場 ②千年の古都 ③涙をふいて 

17. 比護喜一郎 ①恋の町札幌 ②悲しい酒 ③大阪しぐれ 

18. 村上 万里 ①傷だらけのローラ ②チャコの海岸物語 ⓷海の声 

   全   員 ①早稲田大学校歌 ②紺碧の空 

髙栁 康夫 記 

 

部会だより 

＜ウォーキング＆山歩き部会＞  

第 68回 飯能駅から高麗峠を越えて、巾着田で五百万本の彼岸花を鑑賞 

日時：9月 24日(月)秋分の日 9時:30分 東久留米駅改札口集合 ＊雨天の場合、原則順延 

    ☆従来 9月 25日(火)でご案内していたものを変更した。 

ウォーキング番外篇 甲州街道を歩く 

第９回 笹子峠（標高 1,096ｍ）越え【新田バス停→JR甲斐大和駅】9.5㎞ 

日時：9月 10日(月) 6時 25分 東久留米駅改札口集合 
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第 10回 いよいよ甲府盆地へ【JR甲斐大和駅→JR石和温泉駅】 下り坂 14㎞程度 

 日時：10月 15日(月)6時 25分 東久留米駅改札口集合 

【これまでの実績】 

第１回 10月 23日（月）内藤新宿（新宿三丁目） ➡ 調布 行程 16.1㎞ 

第 2回 11月 27日（月）調布          ➡ 日野 行程 14.3㎞ 

第 3回 12月 18日（月）日野          ➡ 小仏 行程 16.7㎞ 

第 4回 1月 22日（月）小仏峠越え ☆悪天候予報により中止 

第 4回 2月 19日（月）与瀬（相模湖駅） ➡上野原 行程 10.7㎞（上野原駅+1.5㎞） 

小仏峠の残雪により、１区間を先行して実施 

第５回 3月 19日（月）小仏峠越え                 行程 7.7㎞ 

第６回 4月 16日（月）上野原から鳥沢駅              行程 14.6㎞ 

第７回 5月 21日（月）鳥沢駅から猿橋、大月、初狩駅        行程 13.6㎞ 

第 8回 6月 18日（月）初狩駅から白野、阿弥陀街道、新田バス停 ☆降雨の為、途中で中止。      

第 8回 7月 9日（月）初狩駅から白野、阿弥陀街道、新田バス停  行程 8.4㎞ 

                                        東海 俊孝 記 

 

＜映画鑑賞会＞  

第 61回 9月 27日(木) 14：00 於：成美教育文化会館 

「サイコ」1960 アメリカ アルフレッド・ヒッチコック監督 

アルフレッド・ヒッチコック監督は当鑑賞会には 5回と最多を

誇り、それだけ安定した人気がある。彼はもともと英国出身で 40

歳の時ハリウッドに招かれ、第一回作品「レベッカ」が成功、以

降ミステリー＆サスペンスを基調にすぐれた映画術を駆使して秀

作を輩出した。 

「サイコ」(精神病者)はヒッチコック晩年の 60歳の時の作品で、これは一種の恐怖映画である。主

演のアンソニー、ジャネットも恐らくあまりやりたくない役柄であっただろうが、いずれも好演で恐怖

感を盛り上げた。残暑の 9月に一服の清涼剤として相応しい作品かも知れない。なお、ストーリーの解

説等はこの種の作品では扱わないことになっているのでご了承を賜わりたい。    米光 慶二郎 記 

 

＜ゴルフ部会＞ 

 10月 22日(月)「東久留米稲門会ゴルフコンペ」 11月 19日（月）「三田会合同コンペ」 

秋季コンペのご案内をします。会員以外の校友の参加も歓迎します。 

連絡先：金子携帯（090-2626－3506） 

 

１．東久留米稲門会コンペ 

日にち：10月 22日(月) 

ゴルフ場：Ｊゴルフ鶴ヶ島 

プレイ費：￥11,308(セルフ）、参加費：￥2,000 

申し込み期限：9月 30日 

＊武蔵の森に抱かれた本格派コースで 

初開催のゴルフ場になります。 
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金具屋の木造4階の夜景 

２．三田会合同コンペ 

日にち：11月 19日(月) 

ゴルフ場：熊谷ゴルフクラブ 

プレイ費：￥13,968(キャディ付）、参加費：￥3,000 

申し込み期限：10月 31日 

＊春は三田会に僅差で負け、連勝がストップしまし

た。リベンジしましょう。    金子 孝司 記 

 

＜野球早慶戦観戦部会＞ 

今年の秋季リーグ戦は 9月 8日(土)から始まり、早慶戦は 

10月 27日(土)、28日(日)の予定です。今秋は 28日(日)の観戦を予

定しています。春シーズンは早慶戦で勝ち点を挙げ辛うじて面目を保

ちました。秋シーズンも各校実力伯仲していて、激しい戦いが予想さ

れます。最近参加者が少ない状況が続いていますが、秋の一日神宮球

場で学生気分に戻って、校歌と応援歌を大声で歌ってみませんか。                                                        

①  日時:10月 28日(日) 

②  集合場所・時間：東久留米駅改札口 午前 10時 30分 

③ 費用：入場料＋交通費＋お弁当、飲み物(各自で) 

    ※今回は、第 2戦の観戦になります。雨天は中止にします。 

     尚、優勝が懸かり混雑が予想される場合、集合時間を 

10時にします。 

連絡先：山口謙二  ＴＥＬ：042－425-2915  e-mail：yiu23466@nifty.com 

     事前に参加のご意思ご一報戴けると助かります。             山口 謙二 記 

 

＜旅行同好会＞  

第 14回東久留米稲門会旅行同好会 「渋温泉金具屋に泊まり富岡製糸場と小布施を巡る旅」 

 2011年より 7年間に亘ってバス旅行を実施してきましたが、今回はアニメ「千と千尋の神隠し」のモ

デルとなった登録有形文化財を持つ木造４階建ての旅館「金具屋」に泊まる旅としました。また世界遺

産になった富岡製糸場をガイド付きで見学、その後名門大浅間ゴルフクラブでの昼食、宿には早めに到

着しゆったり寛いでいただけます。翌日は小布施の葛飾北斎の有名

な「八方睨みの鳳凰」の絵の見られる岩松院、北斎館等を見て、小

布施名物栗おこわの昼食とショッピング、帰路リンゴの直売所に寄

り横川ＳＡでは釜めしなどお求めになれます。沢山のお楽しみが詰

まった企画です。 晩秋の二日間を楽しい仲間と楽しい時間を共有

しませんか。皆さんの参加をお待ちしています。 

 

■旅行日  平成 30年 11月 11日(日)～11月 12日(月) 

■集 合  平成 30年 11月 11日(日) 午前 7時 30分 

  東久留米市役所前 

■行 程  11月 11日(日) 

東久留米市役所前 7：45＝＝9：55富岡製糸場 11：30＝ 

＝12：25大浅間ゴルフクラブ(昼食)13：15＝＝15：00金具屋旅館 

着後厄除け外湯めぐりが出来ます 
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■行 程   11月 12日(月) 

金具屋旅館 9：00＝＝9：20小布施(岩松院、高井鴻山記念館、北斎館)＝＝竹風堂小布施本店 

(昼食・ショッピング)＝＝リンゴ直売所＝＝横川ＳＡ＝＝17：30東久留米駅 

■旅行費用  39,000円 

■募集人員  20名(満員になり次第締め切ります) 

■申し込み先  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      井坂 宏 記 

 

東稲広報室 

＜新入会員＞ 大矢 崇弘さん（平成 30年社学 大矢事務局長のご子息です）  

若手校友の入会、大歓迎です。是非イベント等にもご参加ください。一緒に楽しみましょう！ 

 

＜稲門祭記念グッズの購入御礼と福引抽選番号＞ 

2018年の稲門祭に記念グッズを購入し「奨学金支援」にご協力いただきありがとうございました。目

標が 14 万円のところ 47 名の協力を頂き 21 万円と、大幅に目標を超えることができました。重ねて御

礼申し上げます。 今年の稲門祭は 10月 21日(日)の開催です。稲門祭は校友会の OG、OBが主催し学生

たちの協力も得て一緒に盛り上げていく「祭り」です。どうぞ家族、友人など誘ってご参加ください。 

抽選番号一覧（敬称略）安次峰暁(0881 0882)、有賀千歳（0883）、鮎貝盛和（0884）、池田信一（0885）、 

井坂宏（0886 0887 0888 0889 0890)、石寺美弥子(0891）、伊東毅(0892 0893）、上田敦嗣(0894 0895）、

上原徹也(0896 0897）、大矢真弘(0898 0899)、小野泰右(0900 0901 0902)、小山田朋樹(0903 0904 0905 

0906 0907)、梶井琢太(0908 0909)、片平るみ(0910)、金子孝司(0911 0912 0913 0914)、刈草正守(0915)、 

河村洋子(1006)、神田尚計(1007)、吉川明美(1008)、久家政裕(2397)、後藤秀作(2398)、酒井正敬(2856 

2857)、酒巻千賀(2858)、清水正弘(2859 2860 2861)、高橋哲男(2862 2863 2864 2865 2866)、高柳康夫

(2867)、橘優治(2868 2869)、塚越崇(2870)、東海俊孝(2871 2872)、中村敏明(2873 2874 2875 2876 

2877)、長束輝夫(2878 2879 2880 5656)、平山努(5657)、平山正徑(5658)、別処尚志(5659)、帆角信美

(5660)、前川初子(5661)、松崎博(5662 5663)、三浦洋子(5664)、武藤豊(5665)、村上万里(5666 5667)、 

村野建彦(5668 5669 5670)、山岡恭子(5671 5672 5673 5674 5675 5676 5677 5678 5679)、山口謙二

(5680 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5687)、米光慶二郎(5688)、渡辺真司(5689 5690 5691 5692 

5693)、大野貴志夫(5694)、佐武昇(5695) 

尚、抽選は 10月 21日午後に行われます。2千円に付き 1枚の福引券が割り当てられ、合計 105枚の

福引券があります。今回ナンバーの小さい方からアイウエオ順に割り振りをいたしました。過去のデー

タによると約 15％の当選率でした。15～6人の方々チャンスありますよ！  当選者には責任を持って商

品をお届けいたします。                       担当：山口謙二・中村敏明 

 

＜おわびと訂正＞ 

①  7 月 10日発行第 101 号中の私の文章＜野球早慶戦観戦部会＞に誤字がありました。最後の部分の

「隔世の観」は、申すまでもなく「隔世の感」の誤りです。誠にお恥ずかしいミスで、お詫び申し上

げます。申し訳ありませんでした。                                              山口 謙二 記 

②  7月に東稲ニュース№101と一緒にお配りしました「2018年(平成 30年度)会員名簿」の中で、2か

所誤記載がありました。申し訳ございません。 

P.6 №24 菊池伸明さんの卒業年度、(誤)60年、⇒ (正)46年、 

№25 村上万里さんの卒業年度、(誤)46年、⇒ (正)60年、 

以上、お詫びして訂正いたします。 
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＜会員リレーエッセイ＞ ～噴水広場～ 

西日本豪雨災害 ボランティア報告 

梶井 琢太（平 6 年 政経） 

7 月 26 日、私は先の記録的豪雨により甚大な被害を受けた岡山県倉敷市を訪れました。 

25 日夜、新宿からの夜行バスで朝方に現地到着、倉敷市災害ボランティアセンターで登録を済ませ

た後、5 人一組になり災害要請のあったお宅に伺います。歩いて目的地へ向かう最中も、辺りの道路に

は瓦礫が山積みされ、民家はほとんど骨格だけを残すのみで、人影はまばらでした。 

ご自宅でご夫婦とお会いし、早速、作

業に取りかかりました。どこからか漂流

し、あるいは家屋から崩れ落ち散乱する

木材などを拾い集め、数十メーター先の

集積所まで運びます。照りつける太陽の

下、滝のような汗がふきだします。ご夫

婦も暑い中、一緒に作業をしながら、私

たちのことを気遣い、休憩をとるようこ

まめに促しながら、氷を浮かべたクーラ

ーボックスから飲料等を取り出してはふ

るまってくださいました。 

昼過ぎまで作業をした後、家屋の中をご夫婦が案内しながら、当時のお話を聞かせてくださいまし

た。気づくと水かさがどんどん増してきて、必死で 2 階に上がり押し入れの天袋に逃げ込んだ。天袋

まで水面が上がり、あとは屋根に上がるしかないと観念しながら、じっと助けを待っていた、と。な

お、この災害では、高齢の 1 人住まいで 2 階に上がれず、命を落とした方もいるとのことでした。 

現在、ご夫婦は隣町でアパートを借りながら、自宅の片付けを続けています。ご近所でも程度の差は

あれ、皆さん必死で元の生活が少しでも戻るよう、懸命に現実と向き合い、前へ進もうとしています。

ご夫婦のお話の中で、岡山は昔から災害が少ない土地として有名で、まさかこんなことになると思って

なかった、との言葉が私の心に重く残

っています。 

災害がいつどこで起きてもおかしく

ない今、日頃からの備えと地域の密な

つながりづくりに取り組んでいく必要

が私達にはあります。 

最後になりましたが、災害で亡くな

られた方々のご冥福および、今なお被

害に苦しまれている方々がこれから少

しでも元の生活を取り戻せるよう、心

より祈念致します。 

 
＜編集後記＞ 

長く暑い夏だった。フルタイムで頑張った家のクーラーに感謝。沢山台風がやってきて西日本、大阪

では未曽有の豪雨･暴風･高潮に襲われ、北海道では大地震が。被災された方本当にお気の毒です。東京

でも雷鳴の激しさ、雨の降り方が以前と明らかに変わった。地震･雷･火事･親父、前二つは自然現象、

防ぎようがない。防災を心掛け命を守る対処法を学ぶ必要が。巻頭でご紹介の通り、秋は当会イベント

目白押し。10 月には恒例の「秋の旨いもの会」。今回は屋内での開催、是非お気軽にご参加を。(朋) 

 

 


