第 116 号

令和 3 年
3 月 10 日発行
発行責任者 高橋 哲男
編集責任者 小山田朋樹
E-mail:bente-takahashi@jcom.home.ne.jp
http://higashikurume-toumonkai.com/
事務局 大矢 真弘 ℡042-475-8532

早稲田大学校友会東久留米稲門会

東久留米稲門会第 27 回定時総会のご案内
東久留米稲門会 会長 高橋 哲男
新型コロナウィルス新規感染者数が減少傾向にありますが、緊急事態宣言が継続しているコロナ禍の
中、皆様にはお元気にお過しのことと存じ上げます。今後ともご健康に充分ご留意お願いします。ま
編集責任者 井坂 宏
た、日頃稲門会活動をご支援いただきお礼申し上げます。
http://homepage2.nifty.co
「第 27 回定時総会」は、4 月 17 日（土）に開催予定でしたが、安全性の確保と開催を実施したい
為、5 月 23 日（日）に延期するとともに、現在飲食の制限があるので懇親会は中止といたしました。
m/35292/
尚、懇親会ができないことから来賓の招待は見送りました。
多数の皆様の総会へのご出席をお待ちしております。卒業後 60 年を超える諸先輩には、今年もお祝
いを用意しておりますので、是非ともご出席の程お願いいたします。
また、早稲田大学校友の皆様には、毎年この時期に「東稲ニュース」にてご入会の案内をさせていた
だいておりますが、東久留米稲門会は、早稲田出身の約 140 名の会員からなる地元での親睦会です。
趣味や運動で楽しむことや偶には酒席で交流する気楽な会です。是非、一度体験なさってください。ま
た、ホームページからも入会アクセスできますので活動のご閲覧をお勧めします。

第 27 回文化講演会・定時総会のお知らせ
日
場

時 ：令和 3 年 5 月 23 日（日） 午後 2 時 00 分
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

文化講演会 ：午後 2 時 00 分
講演者 正田浩司氏 （S58）理工学部大学院卒
埼玉県立高校 地学担当教員
演題 「武蔵野の自然史 東久留米市周辺の地形・地質」
定 時 総 会 ：午後 3 時 40 分
議題 2020 年度事業報告
2020 年度収支報告 同会計監査報告
2021 年度事業計画
2021 年度収支計画
役員改選
その他
＊新型コロナウィルスで開催が困難になった場合には、ホームページに公開するとともに東稲ニュース
5 月号でご案内いたします。出席する校友にはその旨ご連絡いたします。
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＊校友の皆様へ

東久留米稲門会 入会のお勧め

東久留米稲門会は、今年で 27 年目。早稲田を卒業して東久留米に住み、既に仕事をリタイアした方
や、まだ現役で働いている方が共に「心のふるさと早稲田」を胸に刻んで集まり、年 3 回の懇親会、趣
味や運動の各部会・サークル活動を楽しんでいます。
「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ご近所で仲間になれる。
＜3＞新年会、総会懇親会、秋の懇親会では、飲食の中で親交を深められ、早稲田の
校歌を学生時代に戻ったように、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。校友の皆様のご入会
を心からお待ちしております。
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、弔意規定を含む）が配付されます。また
当会主催の総会、秋の懇親会、新年会の案内の他、太極拳、囲碁、俳句、書道、ゴ
ルフ、バドミントンなど同趣味の仲間と楽しみながら親睦を深め、技量の向上も図られます。女性サー
クル、ウオーキング＆山歩き、グルメ、郷土研究、カラオケ、早慶戦観戦、ラグビー観戦、芸術鑑賞、
及び映画鑑賞会に何時でも参加できます。

＊校友・会員の皆様へ

早稲田大学校友会 入会のお願い

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、校友会費（5,000円）のほとんどは次代を
担う早稲田大学奨学生を応援するために使われております。母校、早稲田大学校友会への入会をお願い
します。（校友会会費振込用紙同封）

＊会員の皆様へ

東久留米稲門会 会員継続のお願い

2021年4月より新年度になります。2021年度(4月より1年間)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。
＊東久留米稲門会年会費の振込手続
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 月末までに、お振
込みください。なお、総会が開催され、ご出席の方は受付の際、直接 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 203 円かかります。なお 11 頁東稲広報室
に郵貯 ATM を使っての手数料 100 円での送金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他、必要事項をご記入の上、4月30日(金)までにご投函くださいますようお願い
いたします。

会の告知板
【部会予定】
3 月 22 日 （月） 第 79 回ウォーキング「桜の花見」
4 月 4 日 （日） 臨時役員会
20 日 （火） ゴルフ部会「春の稲門会コンペ」
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9：30 東部地区センター
16：00 生涯学習センター
＜玉村ゴルフ場＞

5 月 10 日
23 日
27 日
6月 6日

（月）
（日）
（木）
（日）

第 80 回ウォーキング「関八州見晴台」 8：00 東久留米駅
東久留米稲門会第 27 回定時総会
14：00 成美教育文化会館
映画鑑賞会 第 67 回 ＜鉄道員＞
14：00 成美教育文化会館
令和 3 年度第 1 回役員会
16：00 生涯学習センター

＜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

女性ｻｰｸﾙ

11

木

10：00

中央町地区ｾﾝﾀｰ

15

木

10:00

書 道

14

日

12：30

成美教育文化会館

11

日

13:00

生涯学習センター

俳 句

21

日

10：00

生涯学習センター

18

日

10:00

生涯学習センター

囲 碁

28

日

25

日

6

土

10:00~12:00

成美教育文化会館

10

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

17

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

24

土

10:00~12:00

成美教育文化会館

10:50~

東久留米ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

10:50~

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

中

止

毎週金

場所
中央町地区ｾﾝﾀｰ

中

止

※この予定は 3 月 5 日（金）までに判明したものです。以降に変更の出る可能性もありますので、ご注意ください。

【大学・校友会関係】
1 月 16 日（土）練馬稲門会主催新春コンサート（中止）
2 月 20 日（土）三多摩幹事長・事務局長会議（Zoom にて）
3 月 13 日（土）春季代議員会
（中止・書面審議に）
3 月 or４月
三多摩支部引継会

会の報告
◎役員会報告
2020 年度第 3 回役員会が 2 月 7 日（日）16:00～生涯学習センターにて開催された。
＜議事録概要＞
高橋会長より、開会の挨拶、総会並びに役員改選について説明の後、以下のような報告等があった。
１．大学・校友会・近隣稲門会・三田会関係
（１）1 月 16 日（土）練馬稲門会主催新春コンサート（中止）
（２）2 月 20 日（土）三多摩幹事長・事務局長会議（Zoom） 高橋・大矢
（３）3 月 13 日（土）春季代議員会
小山田・山口
（４）3 月 or4 月
三多摩支部引継会
高橋・有賀・大矢・他
（５）2021 年度稲門祭実行委員の選出
吉田・金子
（2022 年：金子・片平、2023 年：片平・大矢）
２．第２７回定時総会について（成美教育文化会館、ギャラリー）
（１）定時総会・文化講演会について 5 月 23 日（日）
講演会：14 時
～15 時 30 分
総 会：15 時 40 分～16 時 30 分
＊懇親会は中止とし、来賓の招待並びに市報への掲載依頼もしない。
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（２）文化講演会
司会 大矢
講演者 正田浩司氏
1983（昭 58）年理工学部大学院卒
埼玉県立高校 地学担当教員
演題「武蔵野の自然史 東久留米市周辺の地形・地質」
（３）定時総会
司会 小山田副会長 議長 高橋会長
議題 ①2020 年度事業報告
大矢
②2020 年度収支報告
清水
③2020 年度監査報告
塚越
④2021 年度事業計画
大矢
⑤2021 年度収支計画
清水
⑥役員改選・・・会長より報告
⑦その他
（４）マグカップ贈呈・・・４名（1962 昭 37 年卒）
＜総会終了後、贈呈式を行う。＞
福田稔氏・佐藤雄二氏・比護喜一郎氏・長瀬邦子氏
（５）総会案内印刷及び袋詰め作業
４月４日の役員会にて決める。また、会員以外の市内校友への案内は､50 代～70 代の卒業生
とし、秋の行事時には 20 代から 40 代の校友に案内する。
（６）臨時役員会 ４月４日（日）16：00 生涯学習センター 学習室４
３．次年度予算関係について
（１）繰越金、周年記念事業積立金、経理処理規定改定等も勘案し、執行部で予算案を策定し、役員会
に提案する。
（２）ＨＰ（ホームページ）委託先並びに関連費用等について
ＨＰ担当の坂井氏より、資料に基づき詳細な説明があり、ＨＰ改修案、委託先並びに関連費用等
が承認された。なお、４月の役員会にＨＰテスト版を準備し、６月の役員会にて最終確認をお願
いしたいとのことであった。
４．広報関係
・東稲ニュ―ス
編集責任者の小山田副会長より、編集企画案に基づき今回の 116 号、次回の 117 号の内容につい
て説明があり、決定された。
５．サークル・部会関係
６．その他
（１）今後の役員会
2021 年 4/4（日） 6/6（日） 8/1（日） 10/3（日） 12/5（日）
（２）映画鑑賞会
2021 年 5/27（木）
「鉄道員」
（予定）
（３）三多摩支部会の運営等について
・次回役員会について
2021 年 4 月 4 日（日）16 時より、生涯学習センター「学習室４」
大矢 真弘 記
◎2020 年度東京三多摩支部幹事長・事務局長連絡会
2020 年度は東久留米稲門会が主幹となり、清瀬・東村山と共に東京三多摩支部の運営にあたっていた
が、すべての会合等が新型コロナウイルス感染防止の観点から中止の憂き目にあっていた。年度末恒例
の幹事長・事務局長連絡会議だけは対面で実施したいと計画していたが、緊急事態宣言延長を受け、成
美教育文化会館での開催を断念しＺｏｏｍにての会議となった。
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議題は、①2020 年度東京三多摩支部活動報告、②校友会からの依頼事項について、③2020 稲門祭副本
部長・運営委員推薦、各稲門会実行委員選出について、④2021 年度各稲門会の総会日程について、⑤2020
年度版東京三多摩支部稲門会役員名簿について、⑥2020 三多摩アンケートついて、⑦校友会本部から見
た東京三多摩支部の位置づけと今後の課題の７項目であった。
数年前から、大学校友会より東京 23 区や他道府県支部と同様に三多摩支部の支部長任期を現在の単
年度ではなく複数年にしてほしいという要望が来ているが、三多摩にある 26 の会の状況は大小強弱と
様々である。今回、現状把握のアンケートを実施し、各会の基礎的データと活動状況等の調査結果が集
計され、各会、各ブロックの問題点が明確になったので、東村山稲門会の大内副支部長より詳細な説明
が行われた。引き続き、大学校友会の大島組織委員長から校友会本部の組織体制等の説明と三多摩支部
にて検討してほしい課題について説明があった。その後、それぞれの会の状況と三多摩並びに校友会制
度との関係について意見交換をした。
最後に次年度主幹となる、八王子稲門会から挨拶があり、16 時 50 分に終了した。
大矢 真弘 記

未入会の校友のみなさま、部会未参加の会員のみなさまへ！

東久留米稲門会 部会一覧
東久留米稲門会には、下記のような部会・サークルがあり皆様をお待ちしております。当会会員にな
れば、いずれのサークル・部会にも参加することが可能です。定例で活動しているもの、開催の都度お
知らせをして参加を募る形の会、等々盛りだくさんの機会を設けています。会員全体が集まるのは、1 月
の新年会、4 月の総会・懇親会、秋の懇親会と年に 3 回の機会がありますが、活動の中核をなすのは部
会活動です。是非、ご興味のある部会にご参加ください。大歓迎いたします。
部 会 名
女性

活 動 内 容

連絡先（部会長）

月に１度の読書会。角川ビギナーズクラシックス文庫の中から読む本を決めてい

三浦洋子

ます。これまで「古事記」
「伊勢物語」
「雨月物語」を読んできました。昨年度は

Tel:042-475-0879

コロナ禍で、緊急事態宣言時は休会しましたが、それ以外はマスク着用で離れて
着席して行いました。
「方丈記」を読みました。鴨長明の生きた災害の多い時代と
共通するものも感じました。今年度は「竹取物語」を読む予定です。昨年はでき
ませんでしたが、年に 2 回のランチ会や散策もしています。
ゴルフ

平成 10 年にゴルフ部会が発足し稲門会コンペ、三田会との合同コンペを共に春

金子孝司

秋と開催し、年 4 回になります。通算回数は稲門会コンペが 43 回、合同コンペ

090-2626-3506

が 30 回になります。通算成績は 15 勝 15 敗です。2020 年度はコロナの影響で

e-mail:cgm.knk@

開催できませんでした。今年は開催したいと願っています。会員数は 18 名で元

gmail.com

気に楽しんでいますが参加者が減少傾向なのが気がかりです。稲門会の会員以外
の校友、ご家族の参加も歓迎しますので気楽に参加してください。
囲碁

例会は毎月１回第 4 日曜日(成美会館 3F 13 時〜16 時半)、春に早大囲碁祭、団体

中村敏明

戦、個人戦、秋に稲穂会「個人戦」
、大学親善囲碁大会、11 月合宿。東久留米は

cooky1011_0311@

A クラスの上位キープ、部員は西東京含めて 20 名。

yahoo.co.jp
090-6562-7677
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俳句

毎月第 3 日曜日 10：00~12：00 生涯学習センターにて。年会費 2,000 円。

橘 優治

寅さんは「アエラ句会」に参加していました。俳号は言わずとしれた「風天」で

090-4718-0301

す。寅さんの句①年賀だけでしのぶちいママのいる場末②好きだからつよくぶっ

padre.de.leon@

けた雪合戦③花冷えや我が内と外に君の居て④一っ杯めのために飲んでるビー

nifty.com

ルかな⑤お遍路が一列に行く虹の中⑥赤とんぼじっとしたまま明日どうする
寅さんのようにふらりふらりと句を作りませんか。
書道

毎月第 2 日曜日 13 時。書の基本基礎の習得、四字熟語と芭蕉の俳句、座右の銘

武藤 豊

他自分の好きな言葉等を各自が書いて持参、互いに批評、添削しながら気軽に書

090-1691-3246

を愉しむ趣味の書道部会。２年に一度の作品展、半年毎のミニ作品展、座右の銘

y.muto@

展、書き初め展等。10 月 22 日～24 日、第 11 回書道作品展を成美教育会館にて

jcom.home.ne.jp

実施します、改めて稲門会の皆様にご案内を差し上げます。ご来駕下さり忌憚の
ない批評を頂ければ幸甚です。
太極拳

毎月 3 回の土曜日(年初に確定)、午前 10 時から 12 時、成美教育文化会館、会費

渡辺真司

は参加ごとに 500 円。無理なく体を動かす、強度アップは自由自在。これからの

042-478-6023

人生の基礎の体を作り上げます。稽古以外には、3 月に桜の中での稽古及び懇親
会、9 月には周年記念懇親パーティで楽しく語り合っています。
ウォーキング＆
山歩き

グルメ

郷土研究

カラオケ

１回／月、原則月曜日に実施。名所（花、川）や旧跡を訪れる。山歩き数
回を含む（歩く負荷は初級程度）。参加費：100～300円／回。参加者：８
～18名程度／回（女性、80歳台の方を含む）
今年度は、コロナの為に、秋の２回開催（日和田山、奥多摩むかし道）以外
全て中止。来年度は、コロナ次第であるが、以下を企画している。関八州見
晴台／青梅塩船観音、小岩菖蒲園／嵐山町ラベンダー園、浅草寺ほおずき市、
武蔵横手から五上の滝、奥多摩鳩ノ巣渓谷、等々
人との接触回避要請の下では、家に閉じ籠っての運動不足が危惧されます。
せめて天気の良い日は近隣のｳｫｰｷﾝｸﾞ等でご自愛を。

東海俊孝
toshi-tokai@
kvj.biglobe.ne.jp
＊連絡はメール優
先で、お願いしま
す
080-1205-9494
042-473-8566

グルメの会場を決めるのは、なかなか難しい面がありますが会員及び校友の皆様

高橋哲男（代理）

が、少しでも満足できる店を案内したいと思っています。具体的には年 1 回 20

bente-takahashi

人ほど の参加で、5000 円程度の昼食会を予定しています。素敵なお店がありま

@jcom.home.ne.jp

したら、是非ご紹介お願いします。

042-474-2366

南沢湧水群は、平成の名水百選で、村野家住宅は国登録重要文化財です。また、 高橋哲男（代理）
東久留米市には独自の七福神があります。さらに、浄牧院の五百羅漢等は、比較

bente-takahashi

的新しい観光地です。これまで見学した人は多いと思いますが、 また落ち着い

@jcom.home.ne.jp

た時期に訪ねてみたいと思っています。

042-474-2366

7 月、12 月に開催します。オン・ステージでお腹の底から声を出してストレスを

高柳康夫

発散し、スッキリした気分になること請け合いです。そのうえ、年次を越え、気

090-8741-8424

の置けない仲間と歓談しつつ楽しいひとときを満喫できます。ただ、今年はコロ

y-takayanagi@

ナ禍により、7 月開催は、目下思案投首で、なかなか難しいかと思いますが、12

watch.ocn.ne.jp

月は、是非開催に漕ぎつけたいと願っています。
春秋早慶戦観戦

昨年はコロナ禍で春秋ともに人数制限・飲酒禁止という異例のシーズンでした。 山口謙二
今年はまだ連盟から運営方針が発表されていません。実施詳細が判明いたしまし

yiu23466@nifty.com

たら、東稲ニュースなりチラシでご案内致します。各校とも戦力充実しており、 042-425-2915
面白いシーズンになる予感がします。
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ラクビー観戦

早稲田ラグビーの公式試合である対抗戦、および大学選手権の観戦、応援をする

黒坂斉

部会です。毎年対抗戦は 9 月から 12 月の初旬に行われ、大学選手権は 12 月中旬

042･477･5141

から始まり翌年の 1 月中旬までトーナメント方式で開催されます。

f-kurosaka
@r6.dion.ne.jp

諸芸術鑑賞

当会は、毎年新春に開催される早稲田大学交響楽団のニューイヤーコンサート（練

小野泰右

馬稲門会主催）を鑑賞することが中心の会です。プロのオペラ歌手も参加しての

090-7251-0648

華やかな公演に、例年東久留米稲門会より 30～40 名の方が参加しています。今年

t_ono_1120@

2021 年は残念なことにコロナ禍で中止となりました。来年の開催を期待します。 yahoo.co.jp
（早稲田大学交響楽団は 100 年を超える歴史を持ち、年 4～5 回の主催公演、他外
部の依頼公演、又通算 15 回に及ぶ海外公演と、多彩な演奏活動を行っている。
）
バドミントン

毎週金曜日の午前 11 時から午後１時の 2 時間、
「東京ドームスポーツセンター東

坂井淑晃

久留米」でゲーム形式の練習を楽しんでいます。部会員は、女性 5 名を含め現在

sakaiy@

17 名です。基本をしっかり教えてくださるコーチの他は素人ばかり、毎週 12～13

jcom.home.ne.jp

名が自由に参加しています。１回毎にコートの使用料として 200 円の費用が掛か

090 3223 9447

りますが、上履き用の運動靴をご持参いただければ、現場で無料ラケットの貸し
出しが受けられますので、どうぞお気軽にお試しください。健康維持にはちょう
ど良い運動になるはずです。
旅行同好会
マグカップの会

休

会

中

2019 年 11 月に創部したばかりの新興部会。早稲田卒後 60 年以上の会員を中心と

國米家巳三

する年 4 回(2、5、8、11 月の第 2 土曜、午後 1 時から)の歓談会。若い会員にも門

042-474-1119

戸を開放して入会は自由。毎回、会員または賛同者による 20 分間スピーチが、こ
の会の“売り物”
。

東久留米稲門会としての活動
映画鑑賞会

諸先輩が設立し、開催 60 回を超える映画鑑賞会を現在、役員が主体となり
運営しています。5・9・11・2 月の最終木曜日に開催予定。東久留米市民にも
愛され、毎回約 250 名の観客が参加しております。著作権の関係から約 50 年
前の洋画を上映して、アメリカ映画が中心ですが、イタリア映画は、日本人の
情緒と繋がるのか人気があります。観客は市内及び近隣の方が大半ですが、会
員及び校友の皆様の参加をお待ちしております。

高橋哲男
bente-takahashi
@jcom.home.ne.jp

042-474-2366

部会だより 【活動報告】
＜早稲田ラグビー観戦記＞ 早大ラグビー部 大学日本一奪還に向け活動開始
1 月 11 日大学選手権決勝で天理戦に敗れ準優勝、悔しさの残るシーズンでしたが、コロナ禍で練習
自粛となる中オンラインでミーティングを続けるなど、主将・監督のチーム運営により例年と異なる活
動を体験できた 1 年でもありました。それから 2 か月、4 年生は引退して次のステップへ、3 年生以下
は大学日本一奪還に向けた新チームでスタートを切りました。
■引退する 4 年生、トップリーグへ 3 名が加入（サントリー、リコー、NEC）
、大学院、一般企業へ、ま
た丸尾主将は海外留学へと進路は様々ですが、ラグビー部での 4 年間の経験を活かし新天地での活躍が
期待されます。
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■一方の新チーム、新主将は同期からの指名で長田智希（東海大仰星 CTB）
、副将は
長田の指名で小林賢太（東福岡 PR）
、ともに 1 年生からレギュラー入りを果たした逸
材でフォワード・バックスの要でもあり、二人三脚で新チームをリードしてくれると
思います。
■4 月 1 日より監督が交代、新監督に大田尾竜彦ヤマハ・コーチが就任。低迷していた早稲田をよみが
えらせた相良南海夫監督（名将と思っております）は 3 年で後任へのバトンタッチとなりました。
大田尾新監督は 2003 年の主将、大学選手権で関東学院に 7-33 で敗戦し準優勝となった経験から、その
悔しさを学生と共有できる（山口さん談）ことで一体感のあるチーム風土が醸成されそうです。ヤマハ
仕込みの指導力も期待されます。
■4 月には新人も入部します。早実からは花園出場組が、また花園優勝校桐蔭の主将も入部の予定、新
一年生の活躍にも大いに期待できそう（小野さん談）です。
スタートした新チーム、バックスは下級生の成長もあり盤石、2 年生コンビ
だったハーフ団は共に 3 年生になり経験値アップでトップレベルへ。例年課題
のフォワードは 4 年生の抜けた LO、No.8 が厳しそうですが、練習量と試合数
の確保でカバー。大田尾監督の指導の下、大学日本一奪還を目指す早大ラグビ
ー部を今年も応援していきます。

＜俳句部会＞

第 245 回 1 月 17 日(日)

第 246 回 2 月 21 日（日）

兼題：氷柱 初のつく季語 当季雑詠一句

兼題：麦踏 蜆 当季雑詠一句

＜高点句＞

＜高点句＞

月光も星も宿して氷柱かな

片平るみ

後ろ手に麦踏む人や夕陽落つ

川島知子

玉砂利の軋む音満つ初詣

比護喜一郎

晩鐘に祈るがごとく麦を踏む

杉本達夫

＜自選一句＞

＜自選一句＞
初富士やコロナ禍知らぬ如く見え

本間信一

地下足袋のやさしくやはと麦を踏む 橘優治

年賀状宛名書く手の老いにけり

杉本達夫

帰郷の子歓声あげて麦を踏む

比護喜一郎

初刷りのずしりと重き郵便受け

橘優治

休肝日律儀に守り蜆汁

片平るみ

朝陽さし下がりし氷柱ドレミファソ 横田慧子

朝もやに舞ふがごとくに蜆舟

大久保泰司

氷柱から落ちそで落ちぬ一雫

三浦洋子

キシュキシュとしじみが話す夜のキッチン横田慧子

水仙の蕾気になる一日かな

川島知子

眼下には宍道湖蜆舟二、三

三浦洋子

ラクビーの球に祈りや五郎丸

大久保泰司

二日酔い後悔しつつしじみ汁

馬場清彦

新春はせめてコロナの佳句出でよ

馬場清彦
片平 るみ 記
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＜書道部会＞
毎年、新年の書初め作品展を成美会館の大広間にて開催し英
気を養う手筈になっていましたが、コロナ禍緊急事態宣言下で
あったことから止むを得ず 2 月 14 日に繰延して生涯学習センタ
ーにて作品展を開催しました。書初めの課題は「寂」と「和」
、
この字を含む書作品 33 点が一堂に展覧され各自の個性ある書作
品を満喫しました。その中から次の作品を選択し披露します。
栄田卓弘先生の書作品：和安而好敬（わあんにして敬を好む)
和らぎおだやかにして敬うことを好む。幽寂閑雅（ゆうじゃく
かんが）静かで趣がある様子。
書作品 2 点はまさに栄田先生の冷静沈着、清廉潔白な人生が映
し出されているかに思われる美しい優雅な詩です。先生とは稲
門会書道部発足（平成９年）以来 24 年に亘って書を趣味として
ご一緒して頂きました。その間、先生は常に書は日本の伝統文
化の最たるものとして真摯に前向きに対応して下さり今日に至
っております。今回の書初め作品 2 点は蓋し先生の人生に相応
しい美しく奥ゆかしい文句の書です。

栄田先生の書（号:三無）

書評等：ご年齢を感じさせない生き生きとした書作品です。しかも一発勝負の作品と聞きます（私は作品を
仕上げるには 50 枚ぐらい書きます）颯爽とした線、筆力、筆勢に富み益々円熟味が増してきた美がありま
す。特に和安而好敬の和安而は素晴らしい筆さばきで渇筆が実に美しい。川端康成は「書は老いとともに良
くなりこそすれ悪くはならない、書で一番大切なのはこの言葉をこのように書いてみたいと云う情熱であ
る」と言っています。栄田先生がその実例では、と思われます。幽寂閑雅は草書で素直に温厚な線で気品良
く書かれた佳品です。が、天地の余白・文字間の余白のバランスに留意され全体にやや重量感と緊張感を意
識されれば更に躍動的な書作品が期待されるのではないでしょうか‼
栄田美智子さんの書作品：
「寂」の一字。
「寂」の字を草書で書かれたとってもユニークな書作品です。ス
ピード感のある運筆で見事な流動美を感じます。一見、プロが書
いたのでは、と勘違いする程の魅力的な作です。 皆さんよくこの
字をご覧ください、最終画の真っ直ぐな線が途中で線が切れてい
ますね。ここがミソです。通常はこの線は切れずに伸び伸びとし
た優雅な線です。中国唐の時代に草書の大家（懐素）が「寂」の
字の草書体を無数に書いていますがその線は切れてはいません。
数多ある展覧会でもこれほど大幅に線の切れた「寂」の草書体字
は見当たりません。栄田さんの画期的な書であり独特のアートカ
リグラフイー（芸術的書道）です。吉川英治は「書が上手になる
という事よりも書くと云う事で愉しい」と言っています。栄田さ
んにピッタリですね⁉ 栄田さんは根っからのポジティブ志向のネ
アカですから、単に書が上手くなりたいということよりも如何に
自分らしく朗らかなセンスのある書を、と云う気持ちから今回の
書のようなアート的雰囲気の書作品を意図されたものと思いま
栄田美智子さんの書（号：瑞穂）

す。
（他に芸術的書道作品は山ほど所蔵されています）

武藤 豊 記（号：豊翠）

武藤 豊 記（号：豊翠）
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部会だより 【今後の予定】
＜ウォーキング＆山歩き部会＞
下記の予定は、非常事態宣言延長の下、中止いたしました。
（中止：第 79 回）野火止用水に沿って平林寺へ 2 月 15 日（月）東久留米
駅 9：30 集合
（中止：第 80 回）湯島天神・小石川後楽園で梅見、又は、高尾梅郷で梅見
3 月 8or15 日（月）
非常事態宣言の更なる延長がない場合、活動が屋外であり３密を回避できることから、下記を企画し
ております。
（移動中の交通機関内では、マスク着用をお願いします。
）
（第 79 回）
（神山大橋から）黒目川を遡上しながら桜の名所を散策・白山公園で打ち上げ
3 月 22 日（月）9：30 東部地区センター・東部図書館入り口集合 ★雨天中止
★途中参加、途中離脱ＯＫです。
（第 80 回）高山不動と関八州見晴台を巡る（最大高低差 525ｍ）
、ハイキングと山躑躅の花見
5 月 10 日（月）8：00 東久留米駅集合 西武秩父線 西吾野駅からハイキング開始
★雨天の場合、１週間延期
●山登りが駄目な方が多く、他所をご希望の場合、4 月 26 日（月）青梅塩船観音の躑躅の用意あり。
（第 81 回）6 月 7 日（月）or14 日（月）に計画中
小岩菖蒲園、鎌倉長谷寺（紫陽花）等を検討しています。場所、その他ご希望等ご連絡下さい。
★実施詳細はメール or Fax でお知らせします。参加実績のない方はアドレスや Fax の登録がありませ
んので、参加ご希望の場合は、以下宛にメールアドレス or/& Fax 番号をご通知下さい。
連絡先：東海俊孝 (e-mail) toshi-tokai@kvj.biglobe.ne.jp
Fax & Tel：042-473-8566
別処尚志 (e-mail) t_bessyo@jcom.zaq.ne.jp
Tel：042-475 - 1710
部会長 東海 俊孝 記
＜映画鑑賞会＞
映画鑑賞会は、5 月 27 日（木）午後 2 時より成美教育文化会館にて 1 年以上延期とな
っている「鉄道員」を上映予定しています。映画鑑賞会は、20 年の歴史があり、また会員
以外がほとんどですが、参加者数は稲門会の行事の中で最多数になります。しかも高齢者
が多いので、開催については安全性に最大限の注意を図らなければならないと思います。
万が一新型コロナ感染が発生したら、再開するのはかなり厳しいものと考えられます。現在において新規感染
者は減少傾向にありますが、ステージⅠ以下で会場の制限がないことが上映の条件と考えています。
高橋 哲男 記

高橋 哲男 記

東稲広報室
＜訃報＞
安宅 武一 初代会長（S28 商）2020 年 12 月 30 日 逝去 通夜・葬儀は家族葬で行われた
コロナ禍が落ち着いたらお別れ会（偲ぶ会）を開催予定
☆東稲ニュース 117 号で安宅初代会長の追悼特集を組みます。安宅会長との思い出等の原稿を
募集しています。書いてくださる方は編集委員までご連絡ください。
三田 三（S33 政経）2021 年 2 月 8 日 逝去
稲門会より供花として生花一基
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＜年会費 3,000 円―手数料 100 円のお支払い方法＞
年会費を郵貯銀行窓口で振込取扱票を使って支払いされますと 203 円かかります。
これを郵貯 ATM で ご
自身の貯金通帳から「東久留米稲門会・振替口座」へまたは稲門会口座へ送金されますと 100 円で済み
ます。なお、会費が既払いか、未払いかのご確認、あるいは振込票の必要な方は事務局または会計係に
お問合せください。
郵貯ＡＴＭの画面操作⇒振替口座へ
①「ご送金」を選択（３段目）
②「郵貯口座にご送金」を選択（２段目）
③『通帳またはカードを入れる』
（音声案内）
④「暗証番号」をキーボタンで入れる
⑤「記号」…００１００ ６ をキーボタンで入れる（確認する）
⑥「番号」…１１６０７をキーボタンで入れる（確認する）
⑦「金額」…３０００円（円も）をキーボタンで入れる（確認する）
⑧「お名前の確認」⇒「はい」を押して終了
※表示の「いいえ」
、
「メッセージ…（有料）
」は押さないでください。

⇒稲門会口座へ直送
「記号」…１００００

→ 「番号」…２３２８６８４１ → ３,０００円

＜会員リレーエッセイ＞

～噴水広場～
羊の銅像
酒巻 俊雄（S35 法研）

私は、昭和 29 年の法学部卒業であるが、住友銀行に就職が決まっていながら、卒業間近に肋膜炎を患
って 1 年間闘病生活を送り、改めて学者への途を志して大学院法学研究科に進学した。2 年間の修士課
程を経て博士課程に進学し、途中で大学の助手に任用されてから専任講師になるまでの 6 年間は、指導
教授の星川教授の研究室にもう一つ机を入れて相対する形で、原則として朝 9 時から夜 9 時まで、日曜・
祭日の休みなしで大学の研究室に通うという日常となった。さすがに大晦日と正月 2 日までは休みとな
ったが、3 日にはもう研究室に出勤した。驚くべきことに 1 月 3 日には、老齢の中村宗雄先生も、研究
室に出勤しておられたので、必ず新年のご挨拶に伺ってから研究室に戻るのが慣例となった。
当時、星川先生は、博士論文となる「イギリスにおける会社企業の形成と法の発展」をテーマとした
博士論文の執筆に専念されていた。私の役割は、日夜、大塚久雄教授の「株式会
社発生史論」を始めとする、日本やイギリス経済史等に関する資料収集と文献検
索や解読に励むことであった。研究者となるには、図書館から研究室にどれほど
文献を運ぶか、それを読解するかにかかっているといわれた時代である。この研
究も 2 年ほどで終わり、
「英国会社法序説」として出版されると、当時文献の少な
い分野の研究としてかなりの反響があった。
その後、私は専任講師 2 年、助教授 5 年を経て昭和 45 年に 38 歳になったとき
教授に任用された。その年の 9 月に 1960 年代の安保闘争を経て、学園騒動がまだ
続いている時期の 9 月に教務主任に任命された。しかし、法学部は民青の拠点となっており、大教室で
の団交にも直接臨まなければならないというような経験もした。その労苦に報いる趣旨もあってか、49
年の 11 月に 1 年間の在外研究が認められ、イギリスのロンドン大学高等研究所に留学した。その直前
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の 6 月に法務省法制審議会幹事・委員に任用され、事後、70 歳の大学定年まで会社法改正に関与した。
改正も長期に及ぶので、法務省も 1 年の休暇を認めてくれ、またこれまでの研究成果の一部をまとめた
博士論文を大学院に提出でき、解放感があるなか家族も一緒であればという思いもあったが、家庭の事
情で単身赴任となった。
しかし、他大学の教授達もロンドン留学が多い年であったのか、同じ学問分野の学者達との交流も盛
んで、家人から送ってもらったユーレルパスを使ってヨーロッパ縦断旅行や 5 箇国めぐりの旅行もした
が、7 月にはスコットランド一周旅行もした。
この旅で印象深かったのは、イギリスの実体はその名の通り連合王国（the United Kingdom）である
ということである。アイルランドの独立後は、イングランド王国、スコットランド王国、ウェールズ公
国の連合王国となっており、スコットランドでは独自のスコットランド銀行の紙幣が発行されている。
そのようなイギリスの繁栄を支えたのは、産業革命までは羊毛であった。イギリスは島国であるが、島
の西側にはメキシコ暖流が流れており、北国でありながら気候が比較的温暖であり、雨が多い。特にイ
ングランドでは、山というより丘陵が続いており、一年を通じて枯れることのない牧草が生え、羊の繁
殖に適しており,良質な羊毛が刈れ毛織物が作られた。特に中世期から、これら良質な羊毛や毛織物を小
舟で、危険なドーバー海峡を渡ってヨーロッパ大陸まで売り込んだ商人達を冒険商人（merchant
adventures）と呼んでいた。彼らは次第に初期商業資本を蓄積し、国王に貢納金を献上して、ギルドと
して特権階級を形成した。それがいわゆるカンパニー（Company）であり、各職業毎に立派な制服を作っ
て特権を誇示したので、制服組合とも制規会社（regulated company）とも訳されている。これら商人達
がロンドンの中心部にある自治邑を形成したのが旧ロンドンであり、現在の行政区としての Great
London とは異なる。従って、現在でもロンドンには二人の市長がいるが、旧市長には行政権はない。
これら制服組合の商人達が 100 人ほど集まり、国王に莫大な貢納金を献上して、インドとの独占的な
交易権を付与する特許状
（Charter）
を得て 1602 年に設立したのが私企業としての東インド会社である。
この会社は、インドやアジア諸国から香辛料や宝石類だけでなく綿花をももたらし、後の産業革命の誘
因となったが、サボイの乱といわれる傭兵の反乱を経て大英帝国に組み込まれ、イギリスのインド統治
の行政機関の一部となって 1947 年のインド独立まで存続する。
私のスコットランド旅行で特に目を惹かれたのは、広大な丘陵地に広がる
緑の牧草地であり、丘の上まで白く点在する羊の群れであった。バスがヨーク
の手前のシェフィールドの街に入ると、その広場の一隅に鈍く金色に塗られ
た 2、3 匹の「羊の銅像」が建っていた。これは、この街がスティプル（staple）
と呼ばれる羊毛の輸出公認場所であり、かつての冒険商人達の羊への感謝の
印とも思われた。

＜編集後記＞
コロナ禍で世の中一変、それでも季節は廻り木々の芽が膨らみ梅の花が咲いて卒業シーズン到来。東稲
ニュースの編集を 8 年間。初めの 4 年 24 号（№70～93）は編集担当、その後の 4 年 23 号（№94～116）
は編集責任者として携わってきた。直近の 2 年程は編集委員会を組織し、複数人で編集作業を分担。そ
れにより後継者も無事に育ち、この辺で私は卒業することに。拙い誌面であったがホームページと共に
当会の広報活動の一翼を担えたものと自負している。次号以降、新編集責任者のもと楽しく充実した誌
面を期待したい。引き続き会員の皆様のお力添えとご愛読を乞う！ 小山田
編集委員：片平 るみ(今回の担当）
、有賀 千歳、小山田 朋樹
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