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早稲田大学校友会東久留米稲門会

＜東久留米稲門会 恒例イベント「秋の旨いもの会」＞
今年も、好評の「いこいの森バーベキュー大会」です。ぜひご参加を！
日 時：10 月 8 日（日）13：30～16：00
場 所：西東京いこいの森 西東京市緑町 3-2（042-467-2391）
編集責任者 井坂 宏
参加費：一人￥3,000（20 代～40 代の未入会の若手校友は無料ご招待）
参加申込：出席者のみ同封のハガキを 9 月 20 日までに投函してください。
http://homepage2.nifty.co
※詳細は、同封のチラシを参照
m/35292/

会の告知板

【部会予定】
9 月 11 日(月)
ｳｫｰｷﾝｸﾞ&山歩き部会第 62 回「旧板橋宿他」
10 月 1 日(日) 第 3 回役員会
10 月 5 日(木)
映画鑑賞会「黒水仙」
10 月 8 日(日)
秋の旨いもの会「西東京いこいの森バーベキュー大会」
10 月 12 日(木)
ゴルフ部会「秋の稲門会コンペ」
10 月 14 日(土)
ラグビー観戦部会「対筑波戦」
10 月 21 日(土)
太極拳の集い 16 周年パーティ
10 月 28 日(土)
ラグビー観戦部会「対帝京戦」
10 月 29 日(日)
野球早慶戦観戦部会「第 2 戦」
11 月 10 日(金)~12 日(日) 書道部会「20 周年記念作品展」
11 月 12 日(日)~13 日(月) 旅行同好会「山梨方面」
11 月 20 日(月)
ｳｫｰｷﾝｸﾞ&山歩き部会 第 63 回「天覧山、多峯主山」
11 月 23 日(祝)
ラグビー観戦部会「対慶応戦」
11 月 24 日(金)
ゴルフ部会「三田会対抗コンペ」
11 月 25 日(土)~26 日(日) 囲碁部会合宿

09:10 東久留米駅改札口
16:00 生涯学習センター
14:30 成美教育文化会館
13:20 西東京いこいの森
08:38 玉村ゴルフ場
11:30 K.O.於秩父宮
12:00 成美教育文化会館
14:00 K.O.於秩父宮
10:30 東久留米駅改札口
10:00 成美教育文化会館
06:15 東久留米市役所前
（詳細未定）
14:00 K.O.於秩父宮
08:35 熊谷ゴルフクラブ
＜秩父 越後屋旅館＞

＜各部会定例活動一覧＞
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成美教育文化会館
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成美教育文化会館
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土

10:00~12:00

成美教育文化会館
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土
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成美教育文化会館
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東久留米ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

10:30~

東久留米ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

太極拳
バドミントン

毎週金
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毎週金

【大学・校友会関係】
9 月 30 日(土)
校友会秋季代議員会
10 月 4 日(水)
2017 稲門祭実行委員会
10 月 7 日(土)
小平稲門会総会
10 月 15 日(日)
2017 稲門祭
11 月 12 日(日)
東京三多摩支部大会
11 月 18 日(土)
東村山稲門会総会

16:00 大隈講堂(予定)
18:30 井深記念講堂
11:00 ルネ・小平
終 日
大隈会館
14:00 ｻﾝﾊﾟﾙﾈｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ

会の報告
◎役員会報告 平成 29 年度第 2 回役員会が 8 月 6 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
山岡副会長より、西東京稲門会総会(6/11)の報告、高橋会長より早大商議員会(7/1)の報告の後、今
後の予定と出席予定者の確認を行った。
（１）8 月 20 日(日) 三多摩支部会長会
コール田無
・・・高橋、大矢
（２）9 月 30 日(土) 校友会秋季代議員会 大隈講堂
・・・山口
（３）10 月 4 日(水) 稲門祭実行委員会
井深記念講堂 ・・・小野、山口
（４）10 月 7 日(土) 小平稲門会総会
ルネ小平
・・・高橋、小山田
（５）10 月 15 日(日) 稲門祭
早大全体 ・・・小野、山口、塚越
（６）11 月 12 日(日) 三多摩支部大会
大隈会館 ・・・高橋、村野、山口
（７）11 月 18 日(土) 東村山稲門会総会
ｻﾝﾊﾟﾙﾈｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝＨ・・・高橋、山岡
２．秋の旨いもの会
（１）実施内容 「西東京いこいの森公園」にてバーベキューを行う。
（２）実施予定日 10 月 8 日(日)・・抽選 NG の場合 10 月 22 日(日)、10 月 29 日(日)の順に申込む。
（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する。
（４）実行委員
高橋、村野、小野、小山田、山岡、山口、清水、河村、吉田、横田、別処、金子
片平、吉川、大矢
（５）実行委員打合せ会 9 月 25 日(月)19 時～ 市役所ロビー
３．会費納入状況
予算上 155 名分の会費を集める目標だが、7 月末現在 144 名ゆえ会費未納者へ再度督促状を出す。
４．広報関係
（１）ホームページ 新役員にも「お知らせ欄」等の更新マニュアルを送り、ＨＰの利活用を進める。
（２）東稲ニュース－記事の募集、印刷日時等
原稿締切は 8 月 25 日(木)、印刷は 9 月 9 日(土)15 時 30 分から生涯学習センター印刷室にて。
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。
（２）稲門祭へふるさと賞の寄付は、芋焼酎「黒目川」１０本とする。
（３）体育関係部への寄付(5 万円)は、バスケットボール部とする。
（４）若手校友の招待 ― 秋の旨いもの会へ招待する。
・次回役員会について 平成 29 年 10 月 1 日(日)16 時より、生涯学習センターの予定
◎東京三多摩支部会長会
8 月 20 日(日)午後 2 時から西東京市コール田無に於いて開催された。参加者は 54 名で、当会からは、
-2-

高橋.会長、大矢事務局長が出席、2016 年度活動報告並びに決算・監査報告、2017 年度支部役員選出、
2017 年度事業計画案並びに予算案、2018 年度主幹稲門会選出（調布、町田）が決議された。尚、本年
度の東京三多摩支部大会は、11 月 12 日(日)13 時より、大隈記念大講堂で開催されるので各稲門会に 10
名以上の動員を依頼された。
高橋 哲男 記

部会報告
＜書道部会＞ 「書道部と私」
2010 年の稲門会賀詞交歓会で書道部部
会長の武藤先生に入会したい思いを伝え
たところ、快く受けていただきました。小
学校のお習字の授業以来の取り組みにチ
ョッと勇気がいりました。キッカケは葬儀
や展覧会等の記帳の際、毛筆で記入せざる
を得ない時の一歩引いた気持ちや出来栄
えの悪さ（ミミズのはったような筆の跡）
全く情けない・・・・やんなっちゃう・・・・
～風雪人を磨く～
只今奮闘中‼
でした。
再び武藤先生 「ところで渡辺さん、
『永字八法』という言葉を知っていますか？」と問われ、全く知
りませんと回答『
「永」という字は書のエキスが沢山つまっている字なのです。この字を何度も何度も練
習して書の基礎を勉強するのです』と。皆さんも一度筆ペンで書いてみてください。面白いですヨ。
はじめに「多書、多見、多聞」と教えられました。沢山書いて、沢山の書を見て、多くの人の話を聞
くべしと。学問、スポーツ、人生すべてその通りだと思います。多書の書の部分を当該のことに置き換
えればよいのだと思います。
入会して 7 年、少しだけ書く楽しみがもてるようになりました。
「さあ書くぞ」と思い切るまでがたい
へん。準備ができてしまえば、なかなか、やめられない、止まらない。
今回の写真の「風雪磨人」は、テレビでたまたま見た京都浪漫という歴史・旅の番組で、京都・大徳
寺黄梅院の小林大玄住職の書かれた言葉を、私なりにアレンジして書いてみたものです。まだ練習中で
すが、いずれ仕上げて作品にしてみたいと思います。
ふと触れた言葉、心、風景を書いてみる。なかなか楽しいものです。
“一緒に稽古してみましょう”
渡辺 真司 記
＜ウォーキング＆山歩き部会＞
第 61 回「小峰公園と秋川コース」
7 月 10 日（月）、気象庁による梅雨
明け宣言が未だ出ていないのに連
日の猛暑続きで、当初の目算である
「梅雨の晴れ間の爽快な気分を味わ
う」が全く外れてしまいましたが、この
時期としては多い 15 名（内女性 6
名）の参加を得て、林道の涼風に包
まれて森林浴をしながらのハイキン
グという目論見を、ＪＲの終着駅武蔵
五日市から始めた。
綺麗な内装の駅を出てバスが通る
馬頭観音にて
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全員で集合写真

広い坂道を 1.7 ㎞歩き、あきるの市留原地区で共同の草刈場として、古くから利用されていた山林に作られた
「小峰ふれあい自然郷」（8.2 ㌶、都立小峰公園）を訪れた。入口のﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰで公園の展示を観ながら小休
止。真夏の遮蔽物のない道路での歩行を少し味わって、これから歩む公園の樹間の尾根道と、広徳寺まで続
く林道迄は良いとして、それを抜けた後の駅までの帰路の酷暑が心配になった次第。（閑話休題：中国の太古
の伝説によれば、10 個の太陽が１個づつ日替わりで天に昇っていた。堯（ぎょう）帝の時代に 10 個が一度に出
現し、灼熱で草木は枯れた。堯の命を受けた弓の名人羿（げい）が９個の太陽を射落とし、人々を救った。10 日
＝10 個の太陽、という期日設定が悪かったと、主宰者として反省至極）
公園内では、八坂神社➡庚申塔➡馬頭観音➡最高地点 336ｍへ、1.2 ㎞の距離で標高差 130ｍを登った。
この間、階段を含む急坂もあったが、樹間をそよぐ涼風が心地よく、休憩をとりつつ皆難なく登頂し、木立の下
の狭いが涼しい道端で昼食を広げた。
午後は公園の頂上から園外に出て、木々の間にそよぐ涼風を浴びながら 1.7 ㎞のなだらかな林道を下り、南
北朝時代開山の禅刹、広徳寺を訪ねた。我々以外に訪れる者が殆どいない閑静な山の麓に、古色蒼然として、
歴史を感じさせる山門や本堂が、数本の銀杏の巨木に抱かれて佇んでいた。場所と時代は異なるが、「閑かさ
や 岩にしみ入る 蝉の声」と芭蕉が詠んだ出羽国立石寺の風景が、訪れたこともないのに頭をよぎった。境内
には、都が天然記念物に指定した「タラヨウ」（中国の暖帯、日本では東海以西に分布する高木の常緑樹）と
「カヤ」の巨木も茂っており、五日市の古刹を讃えているかのようであった。
広徳寺から武蔵五日市駅迄の帰路２キロ半は、午前中での危惧の通り酷暑の洗礼に苛まれてしまった。途
中、阿伎留神社に詣でたが、普段なら手こずらないであろう秋川河畔から神社境内に登る坂道が非常にきつく
感じられた。大半の参加者がここまでに飲み水を切らせており、その後漸く駅に至る大きな道路に出て飲料の
自販機に出会って喉を潤したという、普段はしない経験をさせてしまい、反省！
帰路は朝とは逆に JR 五日市線を拝島で乗り換え、西武の各線を乗り継いで東久留米に戻り、恒例の打ち上
げとなった。駅前のファミレスで、酷暑を凌いだ本日の参加者ほぼ全員の参加を得て、盛り上がっていた。
東海 俊孝 記
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＜女性サークル＞ 「ロールキャベツでランチ会」
7 月 19 日、ひばりヶ丘の｢ココット｣でランチ会が
行われました。ココットは、テレビでも紹介された
ことのあるロールキャベツが有名なお店です。
いつものように、定刻前には全員(といっても 7 名
ですが)集まり、早速楽しいお喋りが始まりました。
これ、今日の朝イチで作っていたレシピよ、と持っ
てきて下さった方もいらっしゃいます。と、すかさ
ずスマホを取りだし、レシピを写メする方が何人も。
オバサマ方にも、スマホの普及率はなかなかのよう
です。
その合間に、前菜やロールキャベツも食べなくてはならないし、パンだってきます。が、そこはそれ、
皆さんテキパキと両立されていらっしゃいました。ロールキャベツは、もちろん、家庭でも作りますが、
キャベツを一枚一枚破れないようにはがし、軽く茹でてたあと、予め用意した挽き肉ダネを包み‥‥な
どなど、気合いのいる料理です。
ココットで美味しくいただいたので、当分の間我が家では登場しないかもーと思いつつ、家路につき
ました。楽しく美味しいランチ会でした。
片平 るみ 記
＜カラオケ部会＞ 7 月 25 日(火) 「カラオケを楽しむ会」
7 月 25 日参院予算委閉会中審査が終わり、何事でも然りですが、一旦躓くと元へ戻すには、莫大なエ
ネルギーを要することをあらためて痛感しつつ、篠突く雨の中、ホームグラウンドに足を向けました。
幸いにして、辿り着く頃には、驟雨も収まり、やがて 15 名の歌侍が揃い、店のドアに「貸し切り」の札
も掲げられ、準備万端相整いました。
恒例により、馬場さんの「ひばりの佐渡情話」を皮切りに、それぞれ日頃鍛えし自慢の「のど」のご
披露におよび、ママさんの心のこもった手料理に舌鼓を打ちつつ、ヤジと拍手と歓声の中、楽しい時が
流れていきました。

大雨の中、集合したのど自慢の面々
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3 周巡ったところで、頃はよし、パネルに「早稲田大学校歌」の文字が浮かび上がり、村上リーダー
の発声により、みんなで肩を組みながら「都の西北」を声高らかに熱唱し、大団円を迎えました。
それでも、まだ歌い足りない面々や時間と体力に余裕のある方は、特に規制はかからないので、残業
に勤しみ、お腹がいっぱいになったところで幕を下ろし、三々五々家路につきました。
当日の参加者〈敬称略、歌の順〉と曲目は次のとおり。
1. 馬場 清彦 ①ひばりの佐渡情話 ②おんなの宿 ③望郷酒場
2. 安次峰 暁 ①丘は花ざかり ②並木の雨 ③君の名は
3. 髙橋 哲男 ①雪国 ②夢一夜 ③時の流れに身をまかせ
4. 髙栁 康夫 ①奥入瀬 ②心のこり ③あの素晴らしい愛をもう一度
5. 比護喜一郎 ①夜の銀狐 ②私祈ってます ③ラブユー東京
6. 村上 万里 ①いとしのエリー ②Ｗブッキング ③傷だらけのローラ
7. 橘
優治 ①旅の終りに ②雨酒場 ③想い出まくら
8. 山口 謙二 ①振り向かないで ②黄昏のビギン ③我が人生に悔いなし
9. 東海 俊孝 ①北の旅人 ②季節の中で ③みちのく一人旅
10. 後藤 秀作 ①夢芝居 ②涙をふいて ③風の盆恋歌
11. 安藤 信雄 ①高原列車は行く ②みちづれ ③踊子
12. 渡辺 真司 ①星は何でも知っている ②あこがれの郵便馬車 ③ポカン・ポカン
13. 平山 正徑 ①酒場の金魚 ②おふくろさん ③風速四十米
14. 帆角 信美 ①銀座九丁目は水の上 ②新宿の女 ③武田節
15. 小山田朋樹 ①そしてめぐり逢い ②津軽恋女 ③足手まとい
16. 長谷山勝美 ①北へ（所用により 1 曲のみ）
髙栁康夫 記
＜俳句部会＞

204 回 7 月 16 日
兼題

生涯学習センター

麦茶 遠雷

遠雷や美瑛の丘のコンバイン

神田尚計

草野球麦茶の冷えた大薬缶

神田尚計

遠雷や声あげ母にとびつく子

三浦洋子

麦茶にて締める一日や夕茜

川俣栄一

完走のメダルが嬉し麦茶飲む

比護喜一郎

麦茶濃く煮立たせ朝の始まりぬ

松田博雄

夜の秋いつか独りになる二人

川俣栄一

青春の恋よみがへる蝉しぐれ

大久保泰司

遠雷や淋しいことを母の言ふ

川俣栄一

百億の細胞欲す麦茶かな

片平るみ
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205 回 8 月 20 日
兼題

生涯学習センター

天の川 今朝の秋

棄てかねし紬のモンペ敗戦忌

松田博雄

巡礼の鈴の音過ぎる今朝の秋

大久保泰司

天の川我は地球の隅で飲む

杉本達夫

小海線駅を降りれば銀河濃し

大久保泰司

歳時記の少し古びて今朝の秋

片平るみ

湧き水のひそと流るる今朝の秋

橘優司

更け行くや稲架の上なる天の川

安宅武一

天の川悠久の時流れをり

川俣栄一
片平 るみ 記

＜バドミントン部会＞
ユニフォームができたーー！
スポーツセンター体育館が使えず、3 週間ぶりのバドミントン部の活動日の 9 月 1 日。バドミントン
部 12 名全員が集まったその日、折よく、ユニフォームが届きました。サイズはもちろん色々、各自好き
な色を選んでのユニフォームは文字通り色々な色。しかしながら、なかなか様になってるのではと自画
自賛しています。

新しいユニフォームで全員集合

打ち損じようが、スマッシュを決めようが、笑い声が上がる楽し
いバドミントン部。少しでも興味をもたれた方、ぜひ一度バドミン
トンを体験してみませんか？
ユニフォームはすぐ、追加注文できますよー。(笑)
片平 るみ 記
-7-

新連載企画

部 会 探 訪

今回から、
「部会探訪」企画の連載が始まります。東久留米稲門会の活動の中核をなすのが部会活動
です。現在、東久留米稲門会には 150 名以上の会員が登録されていますが、半数近くの方が部会活動
未経験ではないかと思います。せっかく会員になって年会費を支払っているのに、部会活動に参加しな
いのは、本当にもったいないと思います。現役で働いている方も、すでに引退して悠々自適の方も、
是非、この企画をお読みいただいて、16 ある各部会がどのような活動をし、どのように楽しんでいる
のかを知っていただき「始めの一歩」を踏み出していただきたいのです。
毎号 2～3 の部会を紹介していきます。活動内容はもとより、活動日・活動頻度や活動場所、参加費
用の詳細等、従来の当誌の記事だけではよくわからない部分にも触れて、部会を紹介しています。この
連載企画をお読みいただき、ぜひご自分に合った部会を見つけていただき、一緒に楽しみましょう！
今回は「囲碁部会」
、
「ゴルフ部会」
、
「ラグビー観戦部会」です。
＜囲碁部会＞ 「囲碁部会のあらまし」
囲碁部会の会員は平成 29 年 8 月で、
東久留米稲門会員 16 名、西東京稲門会
からの会員 4 名、計 20 名です。会員の
棋力は九段から 5 級までと幅広く、会員
の対局は点数制を採用しているため年間
の平均勝率は全員 50％近くになってい
ます。
囲碁部会活動の基本は毎月第四日曜日
午後 1 時～4 時の定例部会による自由対
局で、会場は成美教育文化会館 3F で
昨年の秩父「越後屋旅館」での研修旅行囲碁会にて
す。
その他の活動としては首都圏稲門会の中にある各種囲碁会事務局の運営による棋戦への参加がありま
す。主なものは、秋の稲穂会囲碁大会（個人戦）と、春のオール早稲田囲碁祭（稲門会別団体戦）があ
り、その他には年末の首都圏囲碁早慶戦や夏の大学親善囲碁大会（30 校ぐらいが参加）などがあり、
この中には出場希望者によるもの、事務局の方から個々に参加依頼があるものなどがあります。
昨年秋の稲穂会（個人戦）は、早稲田祭の行事の一つとして大学構内（文学部棟）で行われ、無差別
級で東久留米囲碁部代表が優勝し、今春のオール早稲田囲碁祭 A クラスでは、東久留米チームが優勝
するなど、東久留米囲碁部会の活躍は首都圏各チームの中でも注目されています。
定例行事のもう一つは、秋の囲碁研修旅行です。毎年 11 月第四土日曜日の 1 泊旅行で、近年は奥秩
父の温泉宿越後屋旅館を定宿として参加者全員による囲碁大会を行っています。
囲碁部会参加ご希望の方は、毎月第四日曜日（11 月を除く）午後 1 時～4 時、成美教育文化会館 3F
会場へお越し下さい。入会金、部会年会費等は一切ありませんが、月 1 回の定例部会参加者のみは成
美会館の使用料負担ということで、1 回 500 円をお願いしています。
また、オール早稲田囲碁祭その他の棋戦に参加する方は所定の参加料を各自負担していただきます。
こちらの参加費は各棋戦の運営事務局が定めるものですが、運営実費に早大囲碁部への支援を含むもの
もあるため若干割高になる場合もあります。
「囲碁は集中力が身につき、想像力を育み、発想が豊かになる頭脳ゲームです」
・・・
これは各大学・高校が教科として囲碁を採用し始めたのに合わせて日本棋院が編集した「学校囲碁指導
員ガイドブック」冒頭の一節です。ぜひ一人でも多くの方に入会していただき、共に囲碁を楽しみたい
と思います。
囲碁部会 会長 苅草 正守
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＜ゴルフ部会＞
平成 10 年ゴルフ部会発足時より
平成 29 年 6 月までで稲門会コンペ
38 回、三田会との対抗戦が 26 回開
催されております。三田会との対抗
戦を始めたころは三田会が優勢でし
たが直近は稲門会が盛り返して 6 月
時点で 13 勝 13 敗となっておりま
す。
① 活動日・活動頻度：
稲門会コンペ：春秋の 2 回／年
三田会との対抗戦：春秋の 2 回
／年
2016 年 4 月 25 日の稲門会コンペ（玉村ゴルフ場）にて
② 活動場所：近郊のゴルフコースで最近で開催頻度の多いのは玉村ゴルフ場（群馬）
、熊谷ゴルフク
ラブ（埼玉）
③ 活動内容：コンペ、パーティを通しての部会員の親睦をはかる。
④ 参加費用：プレイ費、賞品代、交通費込みで￥15.000 程度
⑤ メンバー：
（直近 3 年間のコンペ参加者）氏名の後の(数字)は卒業年度
青柳成彦(34)、平子敏夫(36)、比護喜一郎(37)、池田信一(39)、平山正徑(40)、上原徹也(40)、
伊東 毅(40)、上條 忠(41)、村野建彦(42)、清水正弘(43)、東海俊孝(44)、岩崎俊彦(45)、
横田治彦(45)、別処尚志(46)、小野泰右(49)、金子孝司(49)、大工原光男(49)、山口謙二(49)、
長束輝夫(50)
⑥ 部会のポリシー：年齢、ゴルフの腕前と幅広い集団ですが好きなゴルフを通じて仲間づくり健康維
持、親睦をはかることを一番の目標としています。
稲門会の会員以外の早稲田校友の参加も歓迎します。
ゴルフ部会長 金子孝司
＜ラグビー観戦部会＞
十数年前稲門会入会。伊東さん等にお世話になりゴルフを楽しんでいました。幹事就任を機に名刺を
作ってくれるとのこと。名門早稲田の RUGBY を現場観戦する人が少ない。稲門会会員を案内しよう
と RAUGBY 観戦部会を立ち上げ。松崎先輩が部会長の肩書を付けた名刺を PC で作ってくれた。特定
の部会員は居ない。東稲ニュースで早慶戦、早明戦、正月の大学選手権、準決、決勝の秩父宮、国立競
技場での観戦希望者を募り、前売り券発売日に青山の RUGBY SHOP に出向いてチケット購入。一
人 4 枚しか売ってくれない。買っては最後尾に並んでまた買う。3 回程 2 時間弱。当時は骨っぽい相手
は関東学院、明治、慶応あたりだったが、最近は骨が多過ぎたり手に追えない相手が増えてしまって。
マークしなければならない相手、試合が不規則に多くなってしまった。観戦のお誘いを出すにも、東稲
ニュース発行月に TIMING が合わない。
チケットは女子マネが部 OB や部員家族に手配しているのを知り、これに潜り込んで簡単に入手出
来るようになった。今後東稲ニュースを最大限活用さ
せて頂く一方、手元の Mail address を使って観戦勧
誘他の情報を提供します。Mail を受け爾後不要の方は
お知らせ下さい。また mail にて情報欲しい方 address
をお知らせください。RUGBY 観戦は安上がり。秩父
宮 back stand(陽当たり良し)指定席で￥3,000．チケ
ットは前もって宅配します。練馬又は中井から都営地
-9-

下鉄を使えば、シルバーパスが利く。校歌斉唱は起立して(back stand は途中から tempo が速まって
先に終わってしまうのは何年たっても直らない）
。
着席すれば何方か持参してくれた飲み物・ツマミを出してくれる。早稲田 chance、Try 時には周囲
の人達が突然歓声を揚げて立ち上がるから手に持った紙コップに注意。試合後は東久留米に戻って、レ
ストラン「鮮乃庄」にて祝勝会（or 反省会）をそれなりに丁寧にやらねば。
上井草では junior の公式戦が行われる。門を入って左の建物。一階は食堂、トレーナー室、マネジ
ャー室、二階は選手宿舎。洗濯物が干してある。右の建物は OB が寄付してくれた一億円を元手に建
てたクラブハウス。ここで練習前 meeting をする。机上 box に小銭を入れて member 表を取り
ground へ、右回りで stand に席をとる。早めに行かないと芝生に腰をおろして観戦することになる。
選手が目の前。臨場感たっぷりです。
地方の招待試合もその地の B 級グルメや温泉を楽しみながら。来年は創部 100 周年。遠征は
STANFORD と HARWARD らしい。楽しみですね。
ラグビー観戦部会長 藍原昌義
e-mail:mattaihara@ozzio.jp

部会だより
＜ウォーキング＆山歩き部会＞
【旧中山道を歩く：板橋宿から、とげぬき地蔵、六義園】
日時：9 月 11 日(月) 9：10 東久留米駅改札口集合
＊雨天延期：9 月 25 日(月)
費用：参加費 300 円、交通費等 1,187 円
行程：全行程平坦な道：６.５㎞
連絡先：東海俊孝 電話 472 - 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
次回予定： 11 月 20 日(月)
飯能駅からハイキング：天覧山（標高 195ｍ）
、多峯主山（ﾄｳﾉｽﾔﾏ 標高 271ｍ）
◎ウォーキンクﾞ番外編【甲州街道を歩く】の参加者募集
趣旨：内藤新宿から下諏訪までの甲州街道の全行路を、
毎月 1 回、計 8～10 回程度で歩く。1 回当たりの目標距離 20 ㎞
(但し、当初の歩いた実績をみて決める。)
実施期日は、各月の月曜日の内の 1 日。10 月に第 1 回実施。
例：10 月 16or23 日、11 月 6or27 日、12 月 11or18 日
参加条件：下見はしない、資料作成はしないので、
各自ガイドブック購入（1,620 円）
交通費等全額自費負担。全行程への参加を目指すこと。
参加連絡先：東海俊孝 電話 472 - 8566 (e-mail) toshi-tokai@kvj.biglobe.ne.jp 東海 俊孝 記
＜ゴルフ部会＞
ゴルフ部会では、秋恒例のコンペを下記の通り開催いたします。ぜひふるってご参加ください。
稲門会に入会されていない校友の方の参加も歓迎します。連絡先：ゴルフ部会長 金子(090-2626-3506)
① 稲門会コンペ ・日にち：10 月 12 日(木）
、8 時 38 分スタート
・場所：玉村ゴルフ場
・費用：プレイ費（昼食付）￥6,950、参加費￥1,500
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② 三田会との対抗コンペ
・日にち：11 月 24 日(金)、8 時 35 分スタート
・場所：熊谷ゴルフクラブ
・費用：プレイ費（キャディ、昼食付）￥13,968、参加費￥3,000

金子 孝司 記

＜ラグビー観戦部会＞ “”菅平便り“”
8 月 19 日 早稲田 C vs 帝京 C 13:30 K.O 於早稲田グラウンド
早稲田ボール K.O 押され気味ながらまあまあ五分の入り。10 分過ぎ自陣で相手ミスから CTB 吉田→
WTB 安倍でゲイン→ゲーム CAP 杉本頼 Halfway からパスダミーを交えた上手い走りで INGOAL ま
で。吉田 GOAL 成功。７：０ その後杉本自陣から相手陣深く好 KICK 作田君惜しくも抑えきれず。
二三度攻め込まれるも守り切って７：０で前半終了。
後半 6 分頃相手陣深く攻め込んで相手ボールに。中央のデフェンスで踏ん張っていたところ大きく外に
振られ、WTB か FB に長躯走しられ失 TRY。７：７．10 分頃自陣から WTB 加藤がカウンター、何人
か繋いで No.８佐藤健が TRY。吉田 GOAL１４：７ Fresh leg が入って元気な帝京。バテた早稲田
は専守防衛。相手ミスのボールを Long kick。懸命に走った作田、抑えるか。手が届かない。３０ｃｍ。
30 分過ぎ、相手モールに耐え切れず。コラプス。認定 TRY１４：１
４．その後押され、押し返し。良く耐えた好試合でした。
苦言：SO 武田君タッチ kick の direct が幾つか。Penalty kick（出
すのが肝心とは言え）おつりが来る程の安全策。もう少し距離稼げ。
一寸アッパレ。杉本君。PASS OUT を逡巡して捕まってしまったの
が二度いただけないが、上手い走り。回転の利いた kick で測ったよう
にタッチ line を切っておつり無し。二度見事。吉田君。上井草でタッ
クルバックを蹴って kick 力をつけようと一人努力していたの見てい
たよ。地味な defence で頑張った。
8 月 20 日 早稲田 A vs 帝京 A 13:00 K.O. 於サニアパーク
早稲田ボール K.O. 早稲田ボールスクラム。耐えられずコラプス。これから延々と自陣で専守防衛。モ
ールでたて続けて２TRY 献上。モールじゃ仕様がない。０：１４．20 分頃早稲田わずかに攻めて相手
ボールに CTB マクラカン弟に抜けられ ０：２１．力の差ありあり。今日は何点取られるか？ 早稲
田 TRY 取れるか？が注目点。前半０：４０、後半０：４２．１２TRY、11GOAL を献上して０：８２．
で試合修了。10 年程前新人早明戦で０：９６の敗戦を観たことはある。早稲田は SH 斎藤（2 年）
、SO
岸岡
（2 年）
、
CTB 中野
（2 年）
、
WTB 古賀
（1 年）
の主力を U20 と怪我で欠き、
相手は BEST MEMBER。
とは云え同じ学生相手にこの大敗。言葉無し。FB 梅津君が二度 Linebrake したが、Tackle を食ってノ
ックオンや相手にボールを取られてしまって、良いところ見ようにも見つからない。
早稲田 B vs 帝京 B 15:00 K.O.
A の試合よりマシ。それでも前半０：１９．勝つ匂いはしない。CTB フリン君は縦突っ込み後のボール
生かせている。後半開始、冷たい雨が。１TRY でも取って呉れれば良いが。と思いつつ宿に引き上げる。
スマホ達人の連れが、
「TRY 取れたよ。１２：３３だ。フリン君が抜けたのと、ラインアウトから井上
だ。
」
“”RUGBY 応援・観戦のご案内“”
練習試合の結果・内容が思わしくなくても、母校を変えることは出来ません。
応援するのはただ一チーム「早稲田大学 RUGBY 蹴球部」
。U20 や怪我で欠けていた主力選手が戻った
ら、異例の 3 次合宿を組んで 9 月 16 日からの対抗戦に
望むようです。BACKSTAND の指定席チケット（多分＠3,000）を手配し宅配します。希望者はご連絡
ください。
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10 月 14 日（土）vs 筑波 11:30 K.O. 於秩父宮（14:00 K.O. 帝京 vs 青学 有）
10 月 28 日（土）vs 帝京 14:00 K.O. 於秩父宮（11:30 K.O. 慶応 vs 明治 有）
11 月 23 日（祝）vs 慶応 14:00 K.O. 於秩父宮
12 月 3 日（日） vs 明治 14:00 K.O. 於秩父宮
上井草早稲田グラウンドでのジュニアの好試合（無料です。
）
9 月 17 日（日） vs 法政 13:00 K.O.
10 月 15 日（日） vs 筑波 13:00 K.O.
8 月 24 日 藍原 昌義 記
＜映画鑑賞部会＞ 『黒水仙』 10 月 5 日(木) 午後 2 時～ 於：成美教育文化会館
この作品は 1946 年制作のイギリス映画です。2 年後 48 年同スタッフによる代表作「赤い靴」－内容
に＜動＞と＜静＞の違いはあるが、美術、撮影面に多大な影響を与えたと云われています。
土地の子供の教育への使命に燃え、ヒマラヤ山脈にやって来た 5 人の尼僧。宮殿を利用した尼僧院で
禁欲生活を送るが、異常な風土と男の匂いを発するイギリス役人に信仰は揺らぎ始めます。
この映画の魅力は、カラー映画撮影の素晴らしさと主演女優デボラ・カーの美しさです。監督は珍し
くコンビによるもので 10 本程撮っていますが、後年夫々独立しますが良い作品はものしておりません。
主演：デボラ・カー、
デビット・ファラー
ジーン・シモンズ（助演であるが後年ハリウッドで大スターに）
監督：マイケル・パウエル、
エリック・ブレスバーガー
・アカデミー撮影賞 ・アカデミー美術監督賞 ・アカデミー装置賞
・上映時間 97 分
米光 慶二郎 記
＜野球早慶戦観戦部会＞ 10 月 29 日(日）
春シーズンは些か残念な結果でしたが、夏に鍛えた結果を秋には必ず見せてくれるものと信じて応援
しましょう。秋の一日学生気分に戻って神宮球場へ足を運んでみませんか。奮ってのご参加期待してお
ります。
・日時 ：10 月 29 日(日) 10：30 東久留米駅改札口集合
・費用 ：入場料＋交通費＋お弁当＋飲み物(各自で)
・連絡先：山口謙二 ℡:042－425-2915 e-mail:yiu23466@nifty.com
※ 雨天の場合中止。優勝が懸かり、混雑が予想される場合は
集合 10：00 にします。
山口 謙二 記
＜書道部会＞「東久留米稲門会書道部 20 周年記念作品展」
当書道部会は発会して今年で 20 年を迎えました。諸先輩が築いてきた伝統ある部会を受け継ぎ今年
も、第 9 回目の作品展を開催いたします。部員が様々な思いを込めた作品を展示いたします。稲門会会
員の皆様是非ご来場賜りますようお願い申し上げます。
作品展会場、日時
・会場：東久留米成美教育文化会館 1 階ギャラリー
・日時：2017 年 11 月 10 日(金)～12 日(日) 開場 10：00～17：00
小野 泰右 記
＜旅行同好会＞ 11 月 12 日(日)～13 日(月)
「昇仙峡・諏訪・清里バスの旅」
第 12 回の東久留米稲門会の旅行は、まだ行っていなかった山梨
方面とし、昇仙峡から白州、諏訪、清里のバスの旅としました。
昇仙峡は紅葉の渓谷を歩きますが、徒歩に自信のない方はバス
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を使うこともできますので、どなたでも楽しめます。そのあとは、白州のサントリー蒸留所、日本酒の
「七賢」にも立ち寄り、宿泊は上諏訪温泉の高級ホテル「紅や」です。
二日目は、諏訪大社下社秋宮を拝観し、平山郁夫シルクロード美術館を見ます。昼食は、清里高原ホ
テルでのフレンチを楽しんで頂きます。その後は小海線野辺山の
ＪＲ鉄道最高地点の碑を訪ねるなど、今回も大いに楽しめる内容
になっています。
今回は早くから日程をお知らせしていたので、大勢の方の参加
を期待しています。初めての方一度参加してみては如何ですか。
きっと楽しめると思います。
バスは 1 時間おきくらいに休憩を取りながら行きます。
今回は、紅葉の時期で混むことが予想されるため、6 時 30 分
出発とします。
■日 程：平成 29 年 11 月 12 日(日)～13 日(月)
■集 合：平成 29 年 11 月 12 日(日) 午前 6 時 15 分
東久留米市役所前
■行 程：11 月 12 日(日)
東久留米市役所 6：30＝＝国立府中 IC7：00＝＝8：15 談合坂 8：30＝＝9：15 甲府昭和 IC＝＝9：30
武田信玄像＝＝9：50 武田神社 10：20＝＝11：15 昇仙峡口・・徒歩(渓谷沿い 1.5～2 時間弱)・・
長潭橋・・天鼓林・・羅漢寺橋・・石門・・12：50 仙娥滝・・13：00 ほうとう会館(昼食煮込みほう
とう御膳)13：45＝＝14：30 甲府昭和 IC＝＝14：50 長坂 IC＝＝15：10 サントリー蒸留所見学 16：00
＝＝「七賢」立ち寄り＝＝16：35 長坂 IC＝＝17：00 諏訪 IC＝＝上諏訪温泉「紅や」宿泊
11 月 13 日(月)
上諏訪温泉「紅や」8：30＝＝8：40 諏訪大社下社秋宮 9：05＝＝9：35 諏訪 IC＝＝9：50 小淵沢 IC＝
＝10：00 平山郁夫シルクロード美術館 10：45＝＝小荒間＝＝八ヶ岳高原ライン＝＝11：15 美しの森
11：50＝＝12：00 清里高原ホテル(昼食フランス料理)12：45＝＝13：05JR 鉄道最高地点の碑 13：20
＝＝清里＝＝14：10 須玉 IC＝＝15：00 談合坂 15：15＝＝16：00 国立府中＝＝17：30 東久留米駅前
■会 費：36,000 円
＊参加希望者は、井坂 宏 Tel：042-477-1632 Email：isk-h112226@globe.ocn.ne.jp
または、平山正徑 Tel：042-473-3289 Email：mx3hirayama@m8.dion.ne.jp
までご連絡ください。
（所要人数になり次第締め切らせて頂きます）
井坂 宏 記

東稲広報室
＜訃報＞
浅野雅司会員は、8 月 3 日（木）にご逝去されました。弔意規定に従い、8 月 21 日(月)に高橋会長、
大矢事務局長が弔問いたしました。
＜名簿正誤表＞
7 月に東稲ニュース№95 と同時に会員に配布した「2017 年会員名簿」に誤表記がありました。
お詫びして下記の通り訂正いたします。 P.4「平成 29 年度東久留米稲門会役員名簿」の中の、
9 行目「会計監事」
（誤）⇒「会計」
（正）
、
22 行目「会計」
（誤）⇒「会計監事」
（正）
＜Table for children＞
前号の記事でお知らせしました通り、皆さまのご協力により「滝山ふれあい子ども食堂」に、8 月７
日、7000 円を送金することができました。ありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。
河村 洋子 記
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〈会員リレーエッセイ〉

～噴水広場～
柳窪の「古民家」と「屋敷林」の保全
村野 建彦（42 年 政経）

市内の柳窪地区には江戸時代から明治の初期にかけて建てられた「古民家」と、古民家を取り囲む
「屋敷森」と呼ばれる大木の茂った林が数多く残り、空から見ると「緑の島」のように見えます。これ
らの古民家と屋敷森を守っていくのは所有者たちにとって非常に困難を伴い、中には維持できず屋敷ご
と売却する例も出てきていました。所有者の一人であった兄もその保全に悩んでいました。私にも相談
がありましたので、市の都市計画部に相談すると、
「逆線引き」という方法があると教えられました。
「逆線引き」とは「改正都市計画法」により、都市計画区域が「市街化区域」と「市街化調整区域」
に分けられ、その時「市街化区域」に編入された区域を「市街化調整区域」に戻してしまうということ
です。数年のうちに区域の見直しがある。緑を守りたいならその時「逆線引き」を申請したらというの
です。
しかしこの「逆線引き」は所有者にとってメリットは多いのですが大きな副作用も伴います。メリッ
トは土地の維持費が大幅に安くなることです。固定資産税は登記簿上の「地目」によって違いますが、
宅地は約３分の２、畑や山林はほとんどただ同然になります。そして都市計画税はなくなります。しか
し相続税にはあまり恩恵がなく、すべての「地目」で評価が３分の２くらいに下がる程度で、いまだに
この地域の保全の障害になっています。
一方デメリットとしては「市街化調整区域」は、当分の間（事実上永遠に）市街化を抑制すると定め
られた地域で、
「宅地開発」や「建物の建築」が事実上できません。要するに土地の値段が大きく下が
ってしまうということです。普通に考えれば不動産を所有している人が逆線引きを申請するということ
はありえないことです。
しかし兄は意外にも大いに乗り気で、ほかの地主にも勧めてほしいということでしたので、大反対を
覚悟で恐る恐る所有者を回り始めました。ところがあるお宅では「建彦さん、いいことを考えてくれ
た。自分の目の黒いうちはこの家を売り渡すわけにはいかない。その提案には大賛成である」
。またあ
るお宅では、息子さんの大反対に対して「あの土地は天神社の入り口だからいつまでも緑を残すのだ」
と説得してくださいました。自宅と屋敷森を何としても守るという家長のプライドと責任、そして部落
への義務をこのように重く感じておられるのかと心を打たれました。
昭和 62 年 9 月、黒目川の南側の地主 7 人の連名で要望書が提出され、黒目川の北側の地主も市の勧
めで逆線引きに加わり、平成 2 年(1990 年)3 月 9 日東京都告示第 271 号により、12・2 ヘクタール
（122,899 平方メートル・36,600 坪）が市街化調整区域に「逆線引き」されました。こうして保全の
道筋が出来上がったわけです。
その後平成 7 年(1995 年)と平成 9 年(1997 年)逆線引きされた地域の黒目川沿いの一部(13,592 平方
メートル・4111.58 坪）が東京都の「緑地保全地域」に指定され、その約 7 割が東京都の所有になりま
した。
＜編集後記＞
やっと暑さが去り秋らしくなったけど、今年の夏はなんだか不完全燃焼。ぎらつく太陽、盛り上がる
入道雲と青空、そんな日が梅雨明け後なかったように感じる。いつの間にか蝉時雨が聞こえなくなり、
鈴のような虫の音に代わっている。いよいよ食欲の秋。今年も「秋の旨いもの会」は公園でのバーベキ
ュー。青空の下で飲んで食べて楽しみましょう。今号から「部会探訪」企画連載開始。部会活動未経験
の方、ぜひご一読の上ご参加を。地元での活動なのでお手軽に楽しめます。
（朋）
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