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第 26 回（2020 年度）定時総会報告

2020 年 4 月 18 日（土）午後 2 時より成美教育文化会館で開催予定でした、第 26 回文化講演会、定
時総会、懇親会は新型コロナウィルス感染防止対策のため中止とし、総会資料の配付で各議案のご確認
をお願いいたしました。
文化講演会は「武蔵野の自然史 東久留米周辺の地形・地質」という題で、校友の正田浩司氏（埼玉県
立高校教諭）にお願いしておりましたが、次年度に延期とさせていただきました。
総会の議事内容は、例年通り以下のようなものでしたが、ご異議やご質問もなく承認され、昨年から
始まりました大学卒業 60 年を超えた皆様への記念品のマグカップはご自宅までお届けいたしました。
① 2019 年度事業報告 2019 年度収支決算報告 2020 年度収支決算監査報告
② 2020 年度事業計画 2020 年度収支計画
なお、大学から依頼がありました「新型コロナウィルス感染症拡大に伴う緊急支援金」につきまして
は、会員からの強い提案もあり、予算外ではありましたが、役員の皆さんの同意を得て、会の中から 10
万円のご寄付をさせていただきましたので、ご報告申し上げます。
大学では継続して緊急支援金のご寄付をお願いしておりますので、大学校友会の HP からご協力をい
ただければ幸いです。
大矢 真弘 記
◎早稲田大学の新型コロナウィルス感染拡大への対応状況
＜学生生活は？＞
今回の新型コロナウィルス感染症の地球規模の感染拡大を受けて、早稲田大
学は①今春の卒業式と入学式の中止、②春学期のすべての授業をオンラインで
実施、③キャンパスへの立ち入り禁止（4 月8 日～6 月 21 日）
、④経済的困窮
学生への緊急支援、等々、過去に例のない果断な対策を講じてきまし た。こ
れらの対応について早稲田大学は、(1)学生と教職員の健康と生命を護り、
(2)どのような環境でも教育を提供し、(3)どんなに厳しい条件下でも研
究を継続する、という三つの使命と、「想定される最大のダメージを最小にとどめる」という考え方、「誰一
人取り残さない」という思いの二つの原則を基本方針として掲げています。早稲田大学の施策は、すべてこ
れらの基本方針に沿って決定してきたと、田中愛治総長は8 月 12 日付の学生向けメッセージの中で述べてい
ます。
今年の新入生は入学式も無く、未だに登校して同級生と顔を合わせることもなく、パソコン画面での
業だけを受け、キャンパス内外での各サークルの勧誘合戦や同級生とのコンパ・茶話会、5 月の早慶戦
を体験せずに「早大生」になっている悲惨な状況です。
幸い9 月 25 日(金)から開始される秋学期授業は、オンライン授業を継続しつつ一部教室・教場での授
業を再開するとのこと。田中総長も同メッセージの中で、『春学期にオンライン授業を行って、分かった
ことが二つあります。一つは、早稲田大学の教育は、対面で行う部分が不可欠である、と再認識できた
ことです。もう一つは、オンライン授業も、教員がしっかりと準備をして臨めば、予想以上の効果をあ
げられることが新たに分かったのです』と、オンライン授業だけでは早稲田スピリッツが伝承されない
ことを認めています。学生（3 年生）から聞いた話では、オンライン授業では毎週のように課題が出さ
れてレポートを書きまくり今までで最も勉強した、とのことで、教授にとっても学生にとってもオンラ
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インは負担がかなり重いようです。
＜サークル活動等は？＞
サークル活動等の課外活動については4 月以降一切禁止とされ、新人勧誘も行えない状況でしたが、
夏休みに入る8 月2 日以降、条件付きで「練習」が認められるようになったとのこと。新人勧誘は、もっ
ぱらＳＮＳを使って、早稲田新入生を探し出しての必死の勧誘活動となっているようです。体育局の各
部も、一時の活動禁止から徐々に練習を再開できているようですが、秋の対外試合がどのような形にな
るかは、今後の感染状況によるところが大きいようです。
＜校友会対応は？＞
年内に予定されていた校友会の会議・各種総会・会合・イベント等の校友会・稲門会活動は、すべて
開催を中止または延期。10 月 18 日(日)予定の 2020 年度「ホームカミングデー」および「稲門祭」につ
いても今年度は中止となってしまいました。（今年度の「稲門祭グッズ」は大学ホームページに紹介され
ており、希望者は各自で直接購入。当会でのとりまとめは行いません）
今後の各稲門会関係の諸活動の可否は、それぞれの稲門会の自主判断となりますが、校友会本部は、
極力オンラインなど感染リスクの少ない形で対応し、どうしても集まって活動する場合には、国・各自
治体等の注意点を遵守し、密を避けて人との距離を設けるなど、自衛と健康管理に注意しての実施を呼
びかけています。
なお、前号「東稲広報室」でもご案内した「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急支援金」の要
請に対しては、当会も速攻で 10 万円を寄付しましたが、4 月 24 日からの開始で、最初の 1 週間あまり
で約 1 億円を超え、1 ヶ月余りで約 2 億円、6 月 12 日現在で 3 億円を超え、8 月 4 日で 5 億円に達した
とのこと。これだけの短期間に 5 億円もの寄付が集まったことは、本学の歴史に残る稀有なことだそう
です。
小山田 朋樹 記
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会の報告
◎2020 年度臨時代議員会の報告
2020 年 6 月 27 日(土)に大隈講堂で開催予定であった「早稲田大学校友会臨時代議員会」ですが、コ
ロナ禍の影響により、実際に集まるかたちでの開催は控え、メール等による持ち回り審議となりました。今回の
「協議事項」は、役員選任の件のみであり、校友会本部より臨時代議員会資料として、メールにて校友
会本部役員（幹事、代表幹事、会計幹事）の候補者名簿が送られてきました。それに対してこちらから
申請フォームにアクセスして、それぞれの賛否を投票するかたちです。意見がある場合は、その申請フ
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ォームの末尾に意見記入欄が設けられており、意見表明することも可能となっていました。
（1）の幹事は、21 名の新任者を含む 55 名の候補者名が、（2）の代表幹事は先年就任した萬代晃氏
が、そして（3）会計幹事として近藤博氏、富永和也氏（いずれも留任）が候補として記載されていまし
た。特に反対する理由もなく、すべて賛成する旨申請フォームにて投票いたしました。7 月 6 日に校友
会本部より、全ての協議事項が承認された旨メールにて報告がありました。
小山田 朋樹 記
◎会長・副会長・会計・事務局会議の報告
2020 年度 6 月・8 月の役員会は、新型コロナウイルス感染防止のため中止としたが、東久留米市の施設
利用基準に則り、会長・副会長・会計・事務局の会を7 月 12 日（日）生涯学習センターにて行い、以下の
ような内容確認をし、後日、全役員にメールにて報告をした。
議 題
１ 2020 年度会員の状況
（１）7 月 12 日現在の会費納入、未納者状況 ⇒ 納付者：120 名 ＜予算の150 名まで 30 名＞
（２）未納会員への督促について ⇒ 事務局から督促状を出すことにする。
（３）会員増加対策 ⇒・新年会の案内を校友に配布し、勧誘活動にする。・11 月の東稲ニュースを40
代から 60 代の校友に配布する。40 代、50 代はポストマン、60 代は役員が訪問する。・家庭の事情
等で退会している会員に会長が再入会を呼び掛ける。
２ 本年度の行事予定、担当者
（１）役員 会 ⇒ 10/4（日）
・12/6（日）
・2/7（日）
・4/4（日）に実施予定。
＊（２）と（３）は 10/4（日）の役員会で実施の可否の判断及び担当者、内容等を検討する。
（２）会長・部会長・役員忘年会 ＜12 月の役員会当日＞
日時：12 月 6 日（日）18:00～
場所：
「寿美吉」
（東横イン裏の蕎麦屋）042-472-8400
会費：5000 円
（３）新年会予定 ⇒ 日時：2021 年 1 月 17 日(日)か 24 日(日) 場所：成美教育会館３階大研修室
（４）次年度総会 ⇒ 2021 年 4 月 17 日（土） 成美教育文化会館（予約済）
３ 2020 年度会員名簿印刷等について
（１） 会員氏名等の確認
（２）各部会の会長の確認 ⇒ ・ラグビー観戦は小野氏が黒坂氏に就任承諾を確認。・グルメと郷土研
究は 2021 年に変更を検討。・今年度の旅行部会はなしとする。
（３）名簿発行の要否 ⇒ ・今年度の名簿は発行せず、変更点のみを東稲ニュースに載せる。
４ 広報関係
（１）東稲ニュース再開について ⇒ ・9/10 発行の東稲ニュースから再開する。・前川氏が仕事の都
合で編集委員を退任する。・小山田氏も今年度を最後に編集委員は退任希望、後任の選任が必要。
（２）ホームページ今後の活動 ⇒ ・高橋会長、小山田副会長、坂井氏、大矢で打合せを行う予定。
５ 映画鑑賞会
・年内は中止とする。・2021 年 2/25(木)「鉄道員」、5/27(木)、 9/30(木)、 11/25(木)に実施予定。
６．サークル・部会の現況・再開について
・女性サークル、俳句、書道、太極拳、バドミントンが再開、囲碁、ゴルフ、グルメ、郷土研究、
ウォーキング＆山歩き、カラオケ、春秋早慶戦観戦、ラグビー観戦、諸芸術鑑賞はまだ再開せず。
７．来年度の役員体制について
・現役員の任期は 2021 年 3 月までであるが、新役員については 10 月の役員会等で協議する。
大矢 真弘 記
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部会だより
◎活動を再開した部会
【女性サークル部会】
女性サークルは 6 月 25 日(木)と 7 月 16 日(木)に中央地区センターで読書会を行いました。コロナウ
ィルス感染防止のために、地区センタ―の部屋の定員を通常の半数としていましたので、いつもより広
い第一会議室で、窓とドアを開け放って、マスク着用で行いました。参加者は 6 月、6 名、7 月は 4 名
でした。半年ぶりなので、「雨月物語」の最終章「貧富論」を終えてから、「方丈記」を読みま
した作者鴨長明の生きた災害の多い時代は今の私たちが置かれているコロナ禍の状況と似ている感覚が
あり、当時の作者や人々の暮らしに想いをはせながら読みました。久しぶりにお会いしたので話も弾ん
で楽しいひとときとなりました。
次回は 9 月 10 日(木)10:00～中央地区センター第一会議室を予定しています。コロナの状況によって
は変更もあるかもしれませんが、その時はご連絡いたします。
三浦 洋子 記
【俳句部会】
3 月は生涯学習センターの休館により句会はやむを得ず休会としました。
4 月と5 月はインターネット句会を開催しました。インターネット句会は幹事役に投句，幹事が清記し、参
加者に戻す。各自の選句が再び幹事に届き、集計され、結果が参加者に返される仕組みです。幹事には
負担をかけましたが、楽しめました。6 月より生涯学習センターが再開されましたので、句会もいつも
通り再開しました。参加人員の倍以上の定員の部屋を確保、インターネットによる集計を取り入れて密
を避ける句会を心掛けています。
4 月には森川紀一さん（45 年政経）が入会されましたので、併せて報告いたします。
蟄居と法華経唱ふ老鶯かな
橘 優治 記

第 239 回 7 月 12 日(日)

第 240 回 8 月16 日（日）

兼題：冷素麺 トマト 他当季雑詠：1 句

兼題: 盆踊り 木槿 他当季雑詠：1 句

＜高点句＞

＜高点句＞

一日に一つ良き事サクランボ

川島知子

ワンテンポ遅れ真似る子盆踊り

川島知子

ギヤマンの大皿美しき冷素麺

片平るみ

合いの手の月に届くや盆踊り

杉本達夫

祇王寺に日傘の女と詣でけり

大久保泰司

木槿咲く里は静かに老いにけり

片平るみ

令和の子平成の姉と夏の夢

比護喜一郎
大久保泰司

＜自選一句＞
踏切の開くを待つ間の夏夕日

神田尚計

手をつなぎ昔語りや星月夜

夕焼けや真っ赤に熟れたトマト三つ

安宅武一

＜自選一句＞

週一に通うビルにもミニトマト

本間信一

盆踊りいなせな夫の桴（ばち）さばき 三浦洋子

わが邑の自慢のトマト道の駅

比護喜一郎

夕暮れの家路に木槿に迎えられ

神田尚計

短夜をカミユのペスト読み耽り

橘優治

虫たちの旅籠となりし釣鐘草

橘優治

妹と取りっこ冷や麦赤き麺

馬場清彦

咲いては散り散りては咲きてむくげかな 馬場清彦

薄暑光枝のふりする青い虫

三浦洋子

むくげ咲く参道ほのかにやすらぎて

横田慧子

冷素麺湯の中騒ぎ今静か

森川紀一

教え子が子供背にして盆踊り

森川紀一

ダリヤ咲く祖父の好みの色しのぶ

横田慧子

幼稚園同じ番地で盆踊り

本間信一

ひとときの国粋気取り冷やそうめん 杉本達夫
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【書道部会】
書道部会は早速7 月から練習を始めました。約半年ぶりの顔合わせであり、さぞ皆さん退屈疲れでは
ないかと心配していましたが、なんと皆さん元気一杯、やる気満々の気合のこもった面持ちでした。当
日は予め自作の書を持参、多数の書作品が展覧され各自の批評も嬉々としたものでした。
大矢さんの素直にしてシャープな書、笹井さんの丁寧な温和な書、小野さんの温かみのある論語の書、渡
辺さんの気迫のこもった力量感あふれる書、そして安次嶺さんの335 字に及ぶ王義之（書の神様）の臨
書等いずれも努力、努力の跡が見られる書作品であり、来年の第 11 回作品展を見据えた力強い書でし
た。半年ぶりの和やかな書道部会の雰囲気でした。
展覧書の中からの1 点 ～閑 古 錐（禅語：かんこすい～（書作者：渡辺 真司さん）
閑古錐とは、(以下、渡辺さんの解説）禅では、真
の修行者のこと。
閑・・ひま、落ち着いている。 古・・古い。 錐・・大
工道具のキリ、使い込まれて古くなり、先も丸くな
ってしまったキリ。 新しく鋭いキリは、容易に穴を穿
つことができるが、反面注意して使わなければ、人を
傷つけることもある。使い込まれたキリは、鋭さは
やや欠けるが、その胴も黒光りをし、どっしり
として何とも言えない風格がそなわり人を傷つけることもない。味わい深いものである。熟さなければ
出せない味。
記： 武藤 豊（号：豊翆（ほうすい）
書評（武藤）
：
「大胆な運筆、躍動感のある出来栄えで 洒脱な雰囲気の書」です。
【太極拳部会】
太極拳部会では、新型コロナウィルス感染拡大に伴い 3 月から稽古をすべて中止いたしました。5 月25
日の「緊急事態宣言」の解除を受けて活動再開のタイミングを模索し、活動拠点である「成美教育文化会館」
の会場貸出の再開もあったことから、感染予防対策を確実に実施したうえで、7 月より通常稽古を再開
致しました。
太極拳の動作は激しい身体活動ではなく、呼吸法も含めとてもゆっくりとした動きであることから、
全員マスク着用必須で稽古を再開いたしました。会場の成美教育文化会館も、入り口での体温検温装置、消
毒用アルコールの設置をはじめ、ドアと窓を開放して換気を十分に行う等の対策を行っています。
稽古中も、各自の立ち位置を前後左右とも約 2 メートルほど間隔をあけて「密」にならないよう注意し、
部会独自の消毒用アルコールも用意して、万全の予防対策を講じたうえで稽古を続けております。
小山田 朋樹 記
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【バドミントン部】
バトミントン部は、スポーツセンターが再開されてすぐ、6 月 11 日から練習を再開しました。3 ヶ月
ちょっとのお休みです。8 月 24 日時点までに計 11 回実施、１日当たりの平均参加者数は 10.9 名です。
閉鎖される直前の 12 月中旬～2 月末までの 11 回の平均が 11.7 名でしたので、0.8 名の減少となりまし
た。仕事やご都合で参加者は少し減少していますが、検温やアルコール消毒など、スポーツセンターか
らの注意事項をしっかり遵守しながら運動不足の解消を兼ねて楽しく続けています。
坂井 淑晃 記
◎活動再開が期待される部会
【野球早慶戦観戦部会】
ご案内のごとく今春の六大学野球春季リーグ戦は、「8 月開催1 試合総当たり方式」という異例の形で
行われました。肝心の早慶戦も8 月 15 日に１試合のみ（他の日々は2 試合）で行われましたが、この試
合のみ前売り（3000 枚）で売り出し日（12 日）即完売にて、私は観戦できませんでした。尚、NHK BS
で中継されていたのでご覧になった方もいらっしゃると思います。
私は物好きにも２回現場へ参りましたので、様子をお伝えします。開幕日（10 日）で入場人員制限
（3000 名）があるため、観戦できるか些か不安でしたが、試合開始（11 時）10 分前に入場。内野席の
み、しかも間隔空けてマスク着用・飲酒禁止という制限だらけの観戦ですが、開場前に行列ができたそ
うですから、熱心なファンも多かったようです。比較的ゆったりとした感じで観戦できました。応援団
は入場していないので、およそいつもの学生野球とは雰囲気が違っていて、選手たちの声はよく聞こえ
ました。とくにベンチの選手はどこも大きな声で味方を鼓舞していて、普段なら応援の声にかき消され
ていますが、あんなにいろいろな声を出しているのかと新鮮な驚きを感じました。10 日第１試合東大はあ
わや慶応に勝利かと期待しましたが、9 回裏無念のサヨナラ負け。第２試合早大登場。ドラフト候補早
川主将の好投と2 年生蛭間選手の 2 打席連続ホームランで快勝。10 日は単独観戦でしたが、2 回目は16
日に友人と観戦。第１試合慶法戦は優勝決定戦で法政勝利。優勝が懸かっていて観客の入りもまずまずでし
た。大声も禁止で拍手だけですが、法政が逆転すると大きな拍手（無論私も）
。早大は第２試合立大に快勝。
3 年生徳山投手８回１アウトまでノーヒットピッチング。「夏リーグ戦」早大3 勝2 敗で立大と同率 3 位。2
敗は法大・慶大に共に10 回タイブレークの末敗戦。早慶戦後、小宮山監督「ミスが多くてはらわた煮えく
りかえった。秋に向けて鬼になる。一球入魂の精神で臨む」とコメント。秋季リーグ戦は9 月 19 日開幕、
早慶戦は 11 月 7，8 日の予定ですが、観客の入場条件は後日発表されます。早大含め他大学全て見ましたが
実力拮抗していて、眼の離せない秋リーグ戦になりそうです。
乞うご期待。

山口 謙二 記

【囲碁部会】
私達は 3 月度から例会を当面中止としました。ほぼ収束した６月に７月度からの開催を決めた。勿論
マスク装着 アルコール消毒 窓開け部屋の換気など必要事項厳守としました。ところが決定した６月
下旬になると状況は一変し 7 月の開催は延期とし、8 月度以降についても、当面中止といたしました。
囲碁は考えるスポーツだとも言われる。確かに盤上は石を取ったり取られたり、石が死ぬか活きるかの
バトルである。多くは静かに考えて石を置く。だが中にはボヤいたり独り言を呟いたりと自分の癖が出
てしまうものもあり、それが楽しみでもあります。碁盤の長い方は 45.5cm。これを挟んで向かい合うの
だから確かに密接にはなる。また１局打つのに 30～40 分 長い時には 1 時間 2 時間を越えることもあ
る。日本棋院も各棋戦は開催しており 1 対 1 での対局は全く問題ありません。多人数で密になり密に
なれば楽しい会話がつづくそこが問題となる。リスクゼロとは言えません。もう暫く感染者数が落ち
つくまで辛抱していきましょう。
中村 敏明 記
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【ラグビー観戦部会】
大学日本一連覇を目指す早大ラグビー部も思わぬコロナ禍により活動を大幅に制限されていますが、
8 月中旬にはフルコンタクトの練習ができる段階まで進んできています。一方、関東大学ラグビー対抗
戦の日程、観客の有無等は現在未定で、正式発表は 9 月 10 日になるようです。ラグビー観戦部会としま
してはその発表結果とコロナ状況を踏まえて観戦内容を検討する予定です。尚、観戦実施を決定した場
合にはメールでご案内い たしますので、参 加を 検討される可能性 がある会員の皆様は fkurosaka@r6.dion.ne.jp 宛てでメール連絡をお願いします。
黒坂 斉 記
【ｳｫｰｷﾝｸﾞ＆山歩き部会】
コロナ猖獗の第２期にあり、都知事も自粛を要請されている現状に加え、一方で猛暑に見舞われてい
る中、ｳｫｰｷﾝｸﾞ＆山歩き部会の活動再開は、目処すら立っていません。交通機関内でのマスクは致し方あ
りませんが、ｳｫｰｷﾝｸﾞに当たってはマスク着用無しについてコンセンサスが出来上がる迄は、部会として
は隠忍自重です。
東海 俊孝 記
【諸芸術鑑賞の会】
当部会のメーンイベントである恒例の練馬稲門会ニューイヤーコンサートは、来年の 1 月 16 日に開
催予定で準備を進めていましたが、コロナ禍の関係で中止となりました。学生は開催を希望していたよ
うですが、主催者の判断のようです。確かに現在のコロナの状況下では、非営利組織である練馬稲門会
の判断は当然のことと思います。
期待されていた皆さん、大変残念ですが次の機会を楽しみにお待ちください。 小野 泰右 記
【マグカップの会】
「前途洋々」そのものは、ごく平凡なありふれた言葉。でも、89 歳が口にしたとしたら、ちょいと
した驚きですね。この人、作家の久木綾子さん。89 歳で処女作「見残しの塔」を発表した直後、
「わた
し、書きたいことが山ほどあるの。前途洋々で、しおれているヒマはありません。
」今年、ちょうど
100 歳を迎え、7 月この世を去りました。現下のコロナ禍を無視して、マグの会は合言葉をこの「前途
洋々」にしたいと思いますが、会員の皆さんのご意見はいかがでしょうか。
國米 家己三 記
【ゴルフ部会】 「秋のコンペ中止します」
ゴルフ部会の皆様はいかがお過ごしでしょうか？ 今年の春のコンペはコロナの影響で中止、秋には
できることを期待していましたが、感染者がさらに拡大している状況なので残念ですが稲門会コンペ、
三田会との合同コンペ共に中止します。個人ではラウンドされている方もいらっしゃると思いますが、
コンペは感染の危険が高まりますのでご理解下さい。来年は安心してできることを期待します。しばら
く自粛生活が続くと思いますが気をつけてお過ごし下さい。
金子 孝司 記
【カラオケ部会】
現状では、いつ収束の方向が見えるか分かりませんので、12 月部会の開催は難しいと思っています。
早い段階での好転を祈っています。
髙栁 康夫 記
【映画鑑賞会】
入場の制限などは事実上困難であり、年内の上映は中止とし、来年以降に新型コロナウィルスの状況
をみて再開を検討しています。
高橋 哲男 記
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【グルメ部会】
3 密や飲食など感染については、最大限注意しなければならない部会であり、新型コロナウィルスの
感染が解決するまでは、実施は難しいと考えています。
高橋 哲男 記
【郷土研究会】
本年度の開催は困難と判断して、早くても季節の良い新緑の 5 月頃か、天高く馬肥える 10 月頃を予
定するが、いずれも新型コロナウィルスの状況によります。
高橋 哲男 記

特別企画
私の with コロナ生活
安次嶺 暁（45 年 社学）
コロナの影響で稲門会の仲間と、近隣にも拘わらず会うことが出来ないということが、こんなにも辛
いことだと再認識しました。
偶々、今年の初めから、それまでの朝のウォーキングの距離を延長することを試していて、それが幸
いしたのか、多少は気を紛らわせることが出来たような気がします。ということでコロナ生活の一端で
す。
朝 6：00～6：30 頃家を出て、黒目川に沿って源流（柳窪、天神社裏）迄行きます。今年からは更に
歩を進めて、新青梅街道を渡り小平霊園を通り抜けて「久米川駅」へ。そこから「八坂駅」へ廻り、狭
山～境自転車ロードで「小平駅」まで。そして再度小平霊園を通り抜けて黒目川沿いに戻ってくるとい
うコース（約 3 時間半、15km）です。
帰ってから、朝昼兼用の食事をし、14：00 頃から約2 時間、下手な習字をしています。それが下手なり
にも老人の身には、集中力の養成に役立っているような気がしております。
暫くは、「オールドパー」にならないように、「ジョニーウォーカー」ならぬ、ジョニーウォーキングを「ニ
ッカ」にしていきたいと考えています。
わたしの with コロナ生活in8 月
呉 淳久（60 年教育）
仕事：勤務は東京女子医科大学隣の早稲田大学先端生命医科学センターという研究所である。研究所
は女子医大と共同で使用しているので、コロナ対策はしっかりとしている。事務所は平日、開室はして
いるが通常より時短としており、勤務も三密を避けるため在宅と出勤を交代で行っている。Zoom なるも
ので打ち合せ、会議等をやるようになった。マスクで外を歩く時はつらいが、手を常に消毒している事
を考えると却って病気にならないような気がする。（勝手な思い込みです）個人的には在宅勤務は正直言
ってまだ落ち着かない。でも大好きな音楽を聞きながら出来ることも考えるとちょっとうれしい。プラ
イベート：外で採取してきたクワガタと会話をしていたら妻から「おたく」と冷たく言われてしまっ
た。会話で思い出したが、午後 7 時の夕食時は家族で会話をする
ことが増えたことは間違いない。在宅勤務の後は、そそくさと我が
相撲資料館（アパート借りてます）を訪問する日々にご満悦だが、
家族からは帰りが遅くなることになり顰蹙。読書の時間も増え特に
歴史関係の本を読むが、日本だけでなく、 お隣の中国、朝鮮、韓
国、台湾と間違った知識を持っていたことに少々落ち込むが、立ち
直りも早い。（楽観的）コロナについてはデメリットと考えるより
チャンスと考えるようにしている。
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「わたしのwith コロナ生活」
黒坂 斉（s57）工研（修）
「わたしのwith コロナ生活」は在宅勤務、いわゆるテレワークで始まりました。
今年 2020 年は定年延長 3 年目にして会社員最後の年、定年生活に向けた準備を開始する一年となる予定で
したがまさかのコロナ禍、会社員生活は一変してしまいました。年初はごく普通に勤務していましたが、2 月頃から
はコロナが忍び寄り、4 月、ついに会社で在宅勤務が始まりました。在宅率８０％などという目標値まで 掲げられ、
出社は週1 日、4 日が在宅勤務にとなりました。
生涯初の在宅勤務、開始当初は不慣れなこともあり、いろいろと時間を要していましたが、慣れてくるにつれ
徐々に時間を持て余すようになり、あたかも定年生活の予行演習のようになってきました。しかもそれが 1 ヶ月2 ヶ
月と続くとその生活のペースにすっかり飽きてしまい、このまま年末の定年を迎えることに危機感を覚え、思案の結
果、もうしばらく定年延長することにしました。
「わたしのwith コロナ生活」のお陰で思いがけず定年後の生活を実感し、また定年延長で”行くところがあるの
はよいことだ”の生活を選択する動機を与えられました。
定年延長を決めた一方、在宅勤務は現在も続いています。健全な社会活動のため、また在宅勤務から解放さ
れるため、一刻も早いコロナ終息を願っています。

東稲広報室
＜2019（令和元）年度 東久留米稲門会会員名簿 変更点＞
2020（令和 2）年度の当会会員名簿については新規作成を行わず、修正・変更点のみを東稲ニュース
でお知らせすることになりました。お手元の「2019（令和元）年度会員名簿」を、下記の通り加筆・修
正してください。なお個人情報ですので、ホームページにアップする「東稲ニュースＰＤＦ版」では、
住所・℡等は削除して掲載いたします。
【名簿に追加】（新入会）
岡部智亜希 2010（ｈ22）
佐々木 堯 2010（ｈ22）
佐藤真理人 1974（ｓ49）
【名簿を修正】
(132) 酒巻俊雄
(121) 栄田卓弘
(122) 栄田征子
(137) 戸 塚 剛

商
政経
文研

卒業学部訂正 ⇒（訂正後）1960（ｓ35）法研(博)
転居 住所・℡訂正
同
上
転居 住所訂正

【名簿から削除（ご逝去）
】
(64) 鈴木 昇（2020 年 6 月 22 日逝去）
、
(77) 岡田 潔（2020 年 5 月 14 日逝去）
、
(78) 藍原昌義（2019 年 6 月 27 日逝去）
、
(111) 遠山晃司（2019 年 12 月逝去）
【名簿から削除（退会）
】
(35) 日比野利彦、 (85) 臼田利忠、 (107) 長澤育男、 (134) 上條 忠、
以上 ＜※敬称略＞
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＜平山元会長 第 82 回謙慎書道会展において『春興賞』受賞＞
当会会員で元会長の平山正徑(雅号十方)さんが、2020 年第 82 回謙慎書道会展において、出品された作
品が『春興賞』を受賞されましたのでご紹介いたします。作品および詩文は写真の通りです。展覧会は
3 月 18 日～23 日に東京都美術館で開催予定でしたが、コロナ禍の為に中止となりました。

×

（
２
２
８
５
３
）

（会員リレーエッセイ） ～噴水広場～
現生人類（Homo-sapiens） の一人として
市川 三郎（S30 商）
闘争と競争の人間社会内では考え方も束縛されます。自然且つ自由な立場で、物を考えるのは精神衛生上 でも
楽しい事では？ 雨ニモマケズの後半の文句―ミンナニデクノボートヨバレ ホメラレモセズ クニモサレズサウイフ
モノニ ワタシハナリタイ は人としての賢治（宗教家）の言葉では？ 20 万年前、アフリカで発生した現生人類
は、11 万年前から 6 万年前にかけて、地球各地に移動したと言われています。 80 万年前から氷河期に入り、氷
期と間氷期とを繰り返しています。衣食住に苦労し、他の動物と闘い、先住民族の北京原人、ジャバ 原人、ネアンデ
ルタール人等々とも、友好的では無かったと考えられます。他の人種を圧倒していたのでしょう。好奇心と物欲にか
けては、類まれなるヒト属である現生人類は、文明と文化を発展させてきました。西欧の文明 は産業革命等を経て、
闘いと民生向上のために、著しく発展して来ていますが、文化面では、人本位に思われ ます、自然破壊も厭いませ
ん。日本文化は自然に逆らはず同調の心です。ヴェルサイユ宮殿の庭（直線と円）、日本の苔寺、後楽園の庭（曲
線）と対比すればハッキリします。力が物言う国際社会では、やはり文明度の高い 方が優位な立場に立ちます。 鉄
砲伝来以来日本も、弓や刀から、戦術に鉄砲が加わりましたが、遅れています。人は何のために生きるのか？先
哲の指針は数々あれど、TPO が違い過ぎ、信じ切れ無い、諸法無我（自分と言う実在は無い）は釈尊の言葉です
が、我欲の深さから、自己中心を否定し縁起説（すべての物や現象は 連続性、関係性を持つ）を述べました。また
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諸行無常は世の実相を示している言葉です。 自然界への恐怖心、命の有限性から、天や極楽と言う別世界を取り
入れ、現世と結び付けています。しかし、現世の事は現世のみで考えれば良いのでは？輪廻の思想は人の慾であ
ります。無神論者ではありません、大自然に畏敬を持つ者です。余計な事ですが、種の絶滅に関心があります。
ケナガマンモスは 400 万年前に出現 ～ 2 万年前（絶滅）。
現生人類は 20 万年前に出現 ～ 地球各地に広がり、70 億の人口、多過ぎる？
恐竜の絶滅、化石生物の多さ等を見ると、ウィルスに襲われる現生人類も心配になります。

欧米と日本との文化の違い（例 庭園）
ヴェルサイユ宮殿の庭園です。
円と直線から成り立つ幾何学模様
には圧倒されますが、人間の意に
任せた、自然破壊では？文明の進
化だけでなく、人間の生活環境を
良くする文化を重視したい。地球
環境の保護です。現生人類（ホモ
サピエンス）は何処に行く？
1 億年前 最初の霊長類が現れる。
原猿類だが、目の仕組み、手足の繊細さ、脳の大きさ等で他と区別出来る。4 千万年前より大型の猿が
出てくる。ゴリラ、チンパンジー、オランウータン、後ろ足立ちが出来、爪が鉤爪から平爪に、顔つき
も人に似てくる。3 千万年前、尾の無い猿が現れ、手長猿からヒト系統が分岐する。600 万年前、より
ヒトに近く、ヒト亜科と区分される動物が現れる。これが人類の祖先と目される。
猿人…ヒト亜科のうちにピテクス（サル）と名付けられた猿人が出てくる。他の猿と異なる点は、「直立
二足歩行が出来るようになる」また「前足で道具が使えるようになる」「脳が大きくなる」。人の脳は
1500cc 程、チンパンジーは 500cc 程。240～140 万年前にホモハピリスが現れ、ヒト属の始めと言われ
る。
原人…ホモエレクトスと言い、猿人の次に来る：猿人アウストラロピテクスから進化し、身長は 160-180cm
位、脳の大きさ 1000cc 前後。発見場所からジャワ原人と言われる。60 万年からは、氷河時代に入り、
原人は毛皮を身に着け、洞窟等に住む。北京原人（ホモエレクトスペキネンシス）の身体には、火の使
用の痕跡が見つかり、石器の使用等もあったと思われる。7 万年前には衣服を着ていたとか。
旧人…ネアンデルタール人が有名です。40万年～4万年前まで生存し、脳の大きさは1600cc 程で 現生
人類より大きい。洞窟絵等が有名。
現生人類…約 20 万年前にアフリカに現れ、約 10~6 万年前 地球各所に散っていった。時は氷期であり、
海面の低下があり、ベーリング陸橋を通って、北米、南米へ着いたと思われる。この移動では他人類と
の闘いがあり、混血の証拠が稀にある。マンモスも被害を受けたと想像される（日本列島にはナウマン
象が居、北海道にはマンモスが棲息していたとも言われる）
ケナガ・マンモス 400 万年前 ～ 約 2 万年前（絶滅） 自然気候要因か？
現生人類… 20 万年前 ～（地球各地に広がる） 現在になる。
最終氷期…11 万年～1 万 5 千年：→ 間氷期で現在に至る。
氷期は 80 万年前から始まり、上記は第四氷期にあたる。過去、 間氷期は平均では 2 万 8 千年。
現生人類は 5Ｋｇ位の頭を持っているので、脳の容量を増やすには巨人化が必要。大敵は細菌やウィ
ルスで、変異の仕方では、人類危うし。現生人類は6 万年～11 万年前にアフリカの気候変動で、脱アフリ
カを図る。
原人・旧人にとっては、後発組と言えよう。ネアンデルタール人、クロマニオン人、北京原人、ジャバ
原人、或いはピグミー人種（小人種）等と絶滅前ならば、闘いがあったかも。今は一種類（我々）のみ・・。
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現生人類は何処に行く（２）
① 人の形態的進化は 巨人化で脳の容積の拡大になる筈では･･･。ただ、巨大化で、身体のバランスの問題
が出てくるでしょう。
② 人間社会の進化はどうなるでしょうか？政治面では 集団の戦いの結果によるー 国別では、独裁国の
方が闘いに強いが、独裁者が長続きしない。従って、民主主義が起きる。民主主義も人が我慾に走
れば、国は衰退する。人の教育が必要。公と私とのバランス感覚を持たねばならない。今は国家意
識が強すぎるから、理想としては、地球政府の樹立でしょう。五輪も国家意識を駆り立て過ぎます、
反省の要有り。
人類を宇宙の支配者と間違える事勿れ。たかが猿から出てきた多少知能が良いだけではないか。強敵
は微生物の変異・進化でしょう。

＜図の出典；wikipedia＞

＜編集後記＞
今回の新型コロナ感染症の流行や自粛対策等により、自分の生き方を見直す良い機会になりました。ロ
ゴス（言葉、理性） もノモス（法律制度）もなく、衛生観念だけで世の中における人の行動様式が左右
される時代に自身の生き方を何処に位置づけるか今でも整理ができない状態です。
東稲ニュースの編集は正直大変だが、自身の勉強にもなります。投稿者の生き方や人生観に接すること
ができるからです。今後も肩に力を入れず編集に携わりたいと思っております。（有賀 千歳）
編集委員：有賀 千歳（今回の担当） 片平 るみ 小山田 朋樹
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