第 122 号

早稲田大学校友会東久留米稲門会

令和 4 年
3 月 10 日発行
発行責任者 高橋 哲男
編集責任者 片平 るみ
E-mail:bente-takahashi@jcom.home.ne.jp
http://higashikurume-toumonkai.com/
事務局 大矢 真弘 ℡042-475-8532

東久留米稲門会第 28 回定時総会のご案内
東久留米稲門会 会長 高橋 哲男
編集責任者 井坂 宏
このご案内を作成している時は、2 月中旬で新型コロナウィルスが猛威を振るっていますが、定時総
会までには終息すると思います。皆様にはご健康に充分ご留意お願い申し上げます。2 年ぶりに総会で
http://homepage2.nifty.co
お目にかかることを楽しみにしています。また、日頃、東久留米稲門会にご支援、ご協力をいただきま

してありがとうございます。
「第 28 回定時総会」は、5 月 21 日（土）に開催いたしますのでご案内す
m/35292/
るとともにご出席お願いします。今年の卒業後 60 年を超える先輩は、井坂宏、大島勝典、長田博之、
西村亨会員です。記念品のマグカップを用意してお待ちしております。
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 130 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、ご体験ください。また、ホームページ
でご閲覧下さい。ご入会をお待ちしています。

第 28 回文化講演会・定時総会・懇親会のお知らせ
日
場

時 ：令和 4 年 5 月 21 日（土） 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
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 2021 年度事業報告
2021 年度収支報告
2021 年度会計監査報告
2022 年度事業計画
2022 年度収支計画
その他
懇 親 会 ：午後 4 時 45 分 3 階大研修室 会費 3,000 円

＊万が一、新型コロナウィルスを含め、開催が困難になった場合には、ホームページに
公開するとともにご連絡をいただいた出席者にはその旨ご連絡致します。
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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 28 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、バドミントンでは、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、ゴルフ、グルメ、郷土研究、カラオケ、スポーツ観
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

2022年4月より新年度になります。2022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 月末日までに、お
振込みください。なお、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かかります。
）
なお 11 頁東稲広報室に郵貯ＡＴＭを使っての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他、必要事項をご記入の上、4月30日(土)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 28 日
4 月 10 日
4 月 18 日
5月
9日
5 月 21 日
5 月 26 日

（月）
（日）
（月）
（月）
（土）
（木）

第 84 回ウォーキング
臨時役員会
春の稲門会コンペ
第 85 回ウォーキング
東久留米稲門会第 28 回定時総会
映画鑑賞会 「鉄道員」
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16:00

14:00
14:00

「満開の桜を訪ねる」
スペース 105
熊谷ゴルフクラブ
「山躑躅を楽しむ」
成美教育文化会館
成美教育文化会館

【大学・校友会関係】
3月
5 日 （土） 西東京稲門会 20 周年記念講演会・式典
3 月 12 日 （土） 春季幹事長事務局長会
春季代議員会
5 月 29 日 （日） 清瀬稲門会
＜各部会定例活動一覧＞

※コロナ禍などで変更の出る可能性もありますので、ご注意ください。

3月

部 会

こもれびホール
オンライン
書面審議（メール）
清瀬アミューホール

4月

日

曜

時間

場所

日

曜

時間

場所

女性ｻｰｸﾙ

17

木

10：00

中央町地区ｾﾝﾀｰ

14

木

10:00

中央町地区ｾﾝﾀｰ

書 道

13

日

13：00

生涯学習センター

10

日

13:00

スペース 105

俳 句

20

日

13：00

生涯学習センター

19

火

10:00

生涯学習センター

囲 碁

休

太極拳
バドミントン

会

休

会

12

土

稽 古 休 止

9

土

10:00~12:00

成美教育文化会館

19

土

稽 古 休 止

16

土

10:00~12:00

成美教育文化会館

26

土

23

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

毎週金

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

毎週金

会の報告
◎東久留米稲門会新年会
1 月 16 日（日）14 時より成美教育文化会館にて恒例の新年会が行わ
れた。今年は新型コロナウイルスオミクロン株の感染が拡大し、実施す
るかどうか微妙な情勢だったが、感染症対策を十分に行い、いつもより
開催規模を縮小して実施した。参加者は合計 34 名だった。そのうち新
規参加者は 6 名いたのは稲門会にとって嬉しいことだった。
会は、高橋会長の挨拶から始まり、平山元会長の乾杯で幕開けし
た。感染症対策のため、
各テーブルにお弁当と少量
のお酒が用意された。新規参加者の挨拶の後、楽しい雰
囲気の中歓談が行われ、既に恒例となったビンゴ大会が
行われた。ビンゴ 1 番乗りは何と司会を務めていた大矢
事務局長、参加者全員が早稲田グッズ、有志持ち寄りの
景品を手にした。楽しい時間もあっという間に過ぎ、安
次峰前会長からの締めの挨拶、最後は、大矢事務局長の
リードの元、校歌を 1 番だけ斉唱、更にエールをもって
新年会は終了した。
有賀 千歳 記
ビンゴの上位当選者

右から吉田、大矢、小牧の各氏

◎第 3 回役員会報告
2021 年度第 5 回役員会が 2 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＞
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高橋会長から開会の挨拶の後、以下の事項について報告や意見交換が行われた。
１ 大学・校友会・近隣稲門会・三田会関係
（１）練馬稲門会主催新春コンサート
1/15（土）
練馬文化センター
（２）三多摩幹事長・事務局長会議
2/19（土）
Zoom 会議
（３）西東京稲門会 20 周年記念講演会・式典 3/5 （土）13:00 こもれびﾎｰﾙ＜高橋、小山田、吉田＞
（４）春季代議員会
3/12（土）
書面審議（ﾒｰﾙ審議）＜山口、小山田＞
（５）2022 年度稲門祭実行委員の選出 金子・片平 ＜2023 年：片平・大矢 2024 年：大矢・平山＞
（６）清瀬稲門会
5/29（日） 清瀬アミューホール ＜高橋、大矢＞
２．新年会の反省
３．第 28 回定時総会について
5 月 21 日（土）
（成美教育文化会館、ギャラリー・大研修室）
（１）定時総会・文化講演会について
講演会：14 時
～15 時 30 分
総 会：15 時 40 分～16 時 30 分
懇親会：16 時 45 分～18 時 30 分
（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 東久留米周辺の地形・地質」
＊打合せ（未定）
・・・高橋・大矢
＊ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰとｽｸﾘｰﾝの手配
＊東久留米市報（4/15 版）への掲載依頼
＊事前のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ確認日
（３）定時総会
司会 小山田副会長 議長 高橋会長
議題 ①2021 年度事業報告
大矢
②2021 年度収支報告
清水
③2021 年度監査報告
塚越
④2022 年度事業計画
大矢
⑤2022 年度収支計画
清水
⑥その他
（４）懇親会 16:45~18:30
司会 大矢
＊料理とお酒の手配（大矢）
＊マグカップ贈呈・・・４名（1963 昭 38 年卒）
井坂 宏氏・大島勝典氏・長田博之氏・西村 亨氏 ＜総会終了後、贈呈式を行う。＞
＊来賓祝辞：三田会・清瀬（2019）→西東京→小平→東村山→清瀬
（５）総会案内印刷及び袋詰め作業
4 月 10 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 10 日（日）16:00 生涯学習センター（予定）
４．次年度予算関係等について
（１）年会費振込手数料の件
会計担当の清水氏より、振込手数料が値上がりした旨、説明があり、総会時に現金でも受け取る
ことを東稲ﾆｭｰｽ等で広報することにした。
（２）打合せ日程等
3 月中には予算打合せを行うことにした。
５．広報関係
（１）東稲ニュース－記事の募集、印刷日時等
原稿締切： 2 月 22 日（火）
印 刷 日： 3 月 7 日（月）16:00（学習室 5 15:50～ ）
（２）ＨＰについて
６．サークル・部会関係
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７．その他
（１）今後の役員会
2022 年 4/10（日） 6/5（日） 8/7（日） 10/2（日） 12/4（日）
（２）映画鑑賞会
2022 年 2/24（木） 「鉄道員」延期とした
＊その後の日程は、5/26（木）のみ決定
（３）再入会案内者への連絡結果等
１名の再入会があった。
・次回役員会について
2022 年 4 月 10 日（日）16 時より、生涯学習センターの予定
◎2021 年度 東京三多摩支部幹事長・事務局長連絡会議報告
2021 年度は八王子と日野稲門会が主幹となり東京三多摩支部の運営にあたっていたが、昨年度と同
様に、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となった。年度末恒例の幹事長・
事務局長連絡会議も対面での開催を断念し、2 月 19 日（土）14 時より Zoom にての会議となった。
議題は、①2021 年度東京三多摩支部活動報告、②2022 年度稲門祭副本部長・運営委員推薦について、
③2022 年度各稲門会の総会日程について、④2022 年度東京三多摩支部役員について、⑤東京三多摩支
部規約、⑥東京三多摩支部の今後の組織運営についての 6 項目であった。
会議に先立ち、出席者から各会の報告があったが、ほとんどの会で役員会、各種行事を中止にしたと
のことであった。東久留米は役員会、部会活動、役員・部会長等の忘年会並びに新年会等、実施できた
ことは幸運であった。
また、数年前から三多摩支部の組織運営について会議を続けているが、今回も組織運営検討委員会設
置の提案のみで先送りされた。
最後に次年度主幹となる、立川稲門会から挨拶があり 16 時 40 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、4～5 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度読書会をしています。角川ビギナーズクラシックス文庫の中から読む本

三浦洋子

を決めています。これまで、
「古事記」
「伊勢物語」
「今昔物語」
「雨月物語」
「方丈

Tel:042-475-0879

記」を読んできました。昨年度から「竹取物語」を読んでいます。子どもの頃絵
本で読んだ昔話も原典を読んでみると、その時代の風刺等が効いている話だとい
う事がわかり面白いものです。コロナ禍なのでマスクを着用し、離れて着席して
行っています。また、昨年 12 月コロナ感染者の少ない時期にランチ会を開きま
した。12 名の方に参加いただき、楽しいひとときを過ごしました。今年度も状
況をみながら、読書会やランチ会、散策会を企画していきたいと思っています。
皆様のご参加をお待ちしています。
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ゴルフ

ゴルフ部会と言っても会費も制約もなくゴルフ好きな会員が一緒にゴルフを楽

金子孝司

しむ会です。平成 10 年に発足し平成 15 年までは春・秋に稲門会コンペを、平成

090-2626-3506

16 年からは東久留米三田会との対抗戦も春・秋開催となり年４回のコンペを開

e-mail:cgm.knk@

催しております。現在までに実施した稲門会コンペは 44 回、三田会との対抗戦

gmail.com

は 30 回になります。三田会との対抗戦は始めた頃は三田会が優勢でしたが稲門
会が盛り返し現時点では 15 勝 15 敗となっております。新型コロナウイルス感
染防止の為に令和 2 年は開催なし、令和 3 年は秋の１回のみの開催となりまし
た。現在のクラブの悩みは高齢化に伴い、参加者が減ってきましたが直近で１名
の新規参加があり、さらに女性 2 人の入会も予定されています。期待するところ
です。稲門会以外の校友、ご家族の参加も歓迎しますので気楽に参加して下さい。
囲碁

俳句

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

中村敏明

体戦、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

cooky1011_0311@

は A クラスの上位キープ、部員は西東京含めて 20 名。但し、現在はコロナ禍に

yahoo.co.jp

より休会中。

090-6562-7677

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

日常のささいな出来事、何かを感じたことなどノートに書き、そのことと季語を

090-4718-0301

取り合わせてはいかがでしょうか。俳句は自分の心の産物です。日記代わりに一

padre.de.leon@

日一句作るのもありですね。俳句部会でみんなと一緒にわいわいわいわやるのも

nifty.com

楽しいですよ。入会をお待ちしています。
オミクロンさまよう街に春立ちぬ 橘
書道

和敬寛楽、書を趣味に持つ同窓の友が心を和らげ、共に寛ぎ楽しむ会として H９

武藤 豊

年発足、爾後,和気あいあい、楽しい趣味の書道部会として 25 周年を迎えました。 090-1691-3246
月例会は、第 2 日曜日 13 時～15 時、生涯学習センター。自分の好きな言葉等

y.muto@

を書いて持参、互に批評し、添削しながら 2 年に一度の作品展、半年毎のミニ作

jcom.home.ne.jp

品展、座右の銘展、書き初め展等で自由気儘に楽しんでいます。昨年は 2 年に一
度の第 11 回作品展を成美教育会館にて実施しましたので、今年はミニ作品展を
スペース 105 にて楽しむ予定。
太極拳

現在二つの太極拳にチャレンジしています。スタート時からの「楊名時太極拳」
、 渡辺真司
そして中国伝統の「24 式太極拳」です。入念な準備運動、様々な呼吸法を体得

042-478-6023

し、無理なく体を動かしてこれからの人生の基礎体力を養い、健康の維持増進に
役立てたいと思います。稽古以外では 3 月に桜を愛でながらの宴、9 月の周年記
念パーティーで楽しく語らい合います。
※ 最近の新規入会者は 3 人いらっしゃいます。
【 稽古 】
1、毎月 3 回 （年初に確定）
2、時間

午前 10 時～12 時

3、場所

成美教育文化会館

4、会費

入会金---1000 円

5、準備

運動できる服装、飲料水、靴を履く場合はなるべく底の薄いもの、

参加の都度

500 円

今は マスク
グルメ

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

吉田清郎

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

042-424-8090

20 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
りましたら、是非ご紹介お願いします。
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ウォーキング＆

原則として１回／月、月曜日に実施。名所（花、景色等）、旧跡を訪れる。別

山歩き

に、山歩き（歩く負荷は初級程度）を数回。参加費：100～300円／回。参加人
数は数名～20名程度／回。 R3年度実績では、コロナの合間を縫って、葛西臨海
公園他４回開催出来ました。当面はコロナ次第ですが、3月末の花見ｳｫｰｷﾝｸﾞ、5
月高山不動・関八州見晴台、６月小岩菖蒲園or嵐山町ラベンダー園、7月浅草寺
ほおずき市、等々を企画しています。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。

郷土研究

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

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。一方、東久留米市には数多くの神社もあります。これまで

@jcom.home.ne.jp

見学した人は多いと思いますが、 また、コロナ禍の落ち着いた時期に訪ねてみ

042-474-2366

たいと思っています。
カラオケ

スポーツ観戦

現在休会中です。オン・ステージでお腹の底から声を出してストレスを発散し、 高柳康夫
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、気の置けな

090-8741-8424

い仲間と歓談しつつ楽しいひとときを満喫できます。今後、コロナの経過をみな

y-takayanagi@

がら、できるだけ早い機会に開催したいと思っています。

watch.ocn.ne.jp

「春秋早慶戦観戦」と「ラグビー観戦」両部会を統合し、
「スポーツ観戦部会」

山口謙二

に衣替えしました。当面、従来同様野球・ラグビーを主体にしますが、機会が

yiu23466@nifty.com

あれば他の競技もと考えています。野球はコロナ禍で入場制限が厳しくかつて

042-425-2915

のような観戦が難しい状況です。六大学野球連盟の指示の内容を見た上で活動
判断します。ラグビーは公式試合(対抗戦・選手権)を対象にしますが、これも
チケットがネット販売でかなり制約を受けています。両競技ともに日程が近く
なりましたら、東稲ニュースなりチラシでお知らせ致します。
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ャーイヤーコンサート

小野泰右

(練馬稲門会主催)を鑑賞することを中心とした会です。プロの指揮者や、オペラ

090-7251-0648

歌手を迎え本格的なオーケストラの演奏に、当東久留米稲門会より 30～40 名の

t_ono_1120@

方がリピート鑑賞しています。(早稲田大学交響楽団は 100 年を超える歴史を持

yahoo.co.jp

ち、年 4～5 回の主催公演、その他外部からの依頼公演、又通算 15 回に及ぶ海
外公演を行う等感動を呼ぶ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

坂井淑晃

東久留米」でゲーム形式の練習を楽しんでいます。部会員は、女性 4 名を含め現

sakaiy@

在 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

jcom.home.ne.jp

～13 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

090 3223 9447

が掛かりますが、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

國米家巳三

とする年 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

042-474-1119

も門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”
。
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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

高橋哲男

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、 bente-takahashi
毎回約 200 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

@jcom.home.ne.jp

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

042-474-2366

のか人気があります。新型コロナウィルスの感染で 2 年間休会していましたが、5
月 26 日より再開する予定です。観客の減少を心配していますので会員及び校友の
皆様の参加を宜しくお願いします。

部会だより 【活動報告】
＜太極拳部会＞
「不良会員の弁」
記憶が不確かですが、私は 2001 年か 2002 年に稲門会に入会し
ました。当時まだ現役会社員で参加できる部会は稽古日が土曜の太
極拳でした。仕事で中国へ出張した折、朝広場で人々がゆったりと
太極拳を行っているのを眼にして何となく興味を持っていたのも入
会の動機かもしれません。成美会館での稽古を覘いたところ参加を
勧められ体験入会しました。当時は参加者も多く 30 名近くの方が
いて、校友だけでなく一般の方も多くお見受けしました。殆ど予備
知識もないまま会場で前後左右をキョロキョロしながら、まさに見
様見真似していたところ、当時の会長さんに「本当に初めて？ ど
こかで少しやっていたのでは？ 初めてにしては筋が良い」とお世
辞を言われ、
「〇〇もおだてりゃ木に登る」でついついその気にな
ってしまいました。
毎週の如く金曜夜は乱行で、土曜朝は不謹慎ながら大概二日酔い
状態でしたが、身体を動かしていると多少酒気もぬけました。尤
も、稽古の後は家内と待ち合わせて近くの蕎麦屋でまた昼ビールと
いうのが常でした。入会時教本を買い、ビデオをダビングしたりしましたが、いつも予習復習ナシのぶ
っつけだったので、八段錦も二十四式も一向に覚えられず、毎回稽古では前後左右キョロキョロ状態が
続きました。
2006 年転勤の為一旦中退し、2016 年 10 年間の単身赴任生活を経て退職再入会した次第です。退職後
「落合川いこいの水辺市民ボランティア」
（通称「川ボラ」第一第三土曜活動に参加し始めた為、土曜
日は稽古と日程バッティング。従って、稽古にはせいぜい月に１〜２回しか参
加できずにいます。鮎貝前会長、渡辺現会長、小山田さんには熱心にご指導頂
いているにも拘らず、未だに前後左右キョロキョロで誠に申し訳なく思ってい
ます。学生ならさしずめ「出席日数不足、学業成績不良」です。それでも除籍
抹籍にならないのは、会場費を納入して枯れ木も山の賑わいになっているから
でしょうか。来るもの拒まず去る者は追わず、という居心地の良い部会ですか
ら、太極拳に興味関心のある方は入会をご検討下さい。
山口 謙二 記
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＜ニューイヤーコンサート＞
2022 年 1 月 15 日、練馬稲門会主催の早稲田大学交響
楽団による第 15 回「ニューイヤーコンサート」が練馬文
化センター大ホールにて２年ぶりに開催されました。昨
年は新型コロナウィルスの感染拡大により中止、今年も
オミクロン株による感染拡大で心配していたが、関係者
の感染防止対策により入場者を７割ほどに制限し開催さ
れました。楽団員も有観客での演奏は１年ぶりとのこと
管楽器以外はマスク着用での演奏でした。当会からも約 20 人が後輩の若々しい演奏を楽しみました。(チケッ
ト購入は30 人）
。
前半はブラームスの「交響曲第２番」
、後半はニューイヤーコンサー
トらしくヨハンシュトラウスのオペレッタ、ワルツ、ポルカをプロの
ソプラノ歌手高橋唯さんの歌声と大胆な衣装に魅了され、定番の「美
しく青きドナウ」
、
「ラデツキー行進曲」の手拍子で一気に盛り上がっ
た。そして〆は「早稲田の栄光」
、
「校歌（都の西北）
」でフィナーレを
迎えた。歳のせいか思わずうるっとしてしまった。
前回はコンサート終了後、会場近くに住む友人夫妻と近くで新年を
祝い会食したが今年は自粛し来年へ思いを馳せて帰途についた。
金子 孝司 記
金子 孝司 記
＜書道部会＞
2022 年 1 月 9 日（日）
、今年最初の活動日は新年会を兼
ね、成美教育文化会館３階和室で行いました。
12 月の例会時に武藤部会長から書初めの文字が示さ
れ、今回は「気」と「華」の２文字が課題文字となり
ました。通常通り各々の作品を展示し、その字に込め
た思いを発表いたしました。私は勤務先の学校の校訓
である「去華就実」とし、意味は「華やかなものを去
り、実に就く」ということで、質実剛健と同じような
意味になります。
例年はお酒とおつまみ、お寿司に差し入れのご馳走
などを前にし、武藤先生を中心に皆さんから辛口甘口
様々な励まし等の
お言葉をいただ
きます。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るので
すが、今年はコロナ禍により、残念ながらお寿司と缶ビールと
お茶１本ずつの淋しい宴でした。来年の新年会は豪華に行いた
いものです。
書道部は創設 25 年を迎える部会ですが、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
関わらず楽しめる会です。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
大矢 真弘 記
-9-

＜俳句部会＞
第 257 回 1 月 21 日(㈮)

第 258 回 2 月 20 日（日）

兼題：葉牡丹・星冴ゆ 当季雑詠一句

兼題：悴む・下萌え 当季雑詠一句

＜高点句＞

＜高点句＞

梅便りギブスの足を愛おしむ

比護喜一郎

悴みし心ぬくめる万葉歌

杉本達夫

初雪や狭庭も雪舟絵のごとく

大久保泰司

梅が香や出稼ぎ庭師出羽なまり

大久保泰司

竹林にかすかな羽音春時雨

川島知子

＜自選一句＞
星冴ゆる無欲の人となりにけり

川島知子

星冴ゆる足音だけが響きけり

三浦洋子

家居して心悴むオミクロン

馬場清彦

葉牡丹や五人がかりで読めぬ句碑

片平るみ

下萌える憂きことすべて融けゆき

横田慧子

熱きミルク難民キャンプに星冴ゆる

杉本達夫

悴みて犬を抱きしめ膝の上

橘優治

葉牡丹や渦に紛れて生きて来し

橘優治

ぐいぐいと進む秒針草萌ゆる

片平るみ

球根の指折りかぞえ芽ぶきの日

横田慧子

ビルの街道路のすみに草萌ゆる

三浦洋子

毎年の母の好みの葉牡丹美
奥深く静けき部屋に星冴ゆる

馬場清彦
本間信一

＜自選一句＞

部会だより 【今後の予定】
<ゴルフ部会>
１．春の稲門会コンペを熊谷ゴルフクラブで開催します。今回もキャディ付きで
の実施となります。
終了後のパーティはコロナの感染状況をみて考えます。
２．東久留米三田会ゴルフ部会の幹事が佐武さんから中川さん（S55 卒）に変わ
りました。今後のコンペ開催について打ち合わせをし、今年度は従来通り開
催と決めました。
３．稲門会に新規加入の女性 2 人がコンペに参加表明していただきました。参加
を期待します。
金子 孝司 記
＜ｳｫｰｷﾝｸﾞ＆山歩き部会＞
活動方針：行動途中での交通機関内はマスク着用。歩いている時は
マスクをしないで済む、密集のない場所を巡ります。 政府、都知
事による移動自粛要請がある場合は、中止します。
（第 84 回）3 月 28 日（月）満開の桜を訪ねる
久米川駅から多摩湖自転車道路を経て、小金井公園にて乾杯
（2016.4 に実施済）
（第 85 回）5 月 9 日（月）西吾野駅から高山不動、関八州見晴台
（山躑躅を楽しむ）
標高差 500ｍを登る少しハードなハイキング
参加者希少な場合、他の場所も今後検討する
★実施詳細はメールでお知らせします。参加実績のない方はメールアドレスの登録がありませんので、
参加ご希望の方は以下宛にメールアドレス or FAX 番号をご通知下さい。(メール or SMS メールを希望)
宛先：toshi-tokai@kvj.biglobe.ne.jp 携帯 080-1205-9494
部会長 東海 俊孝 記
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東稲広報室
石寺美弥子会員 （S53 文）2021 年 5 月 31 日逝去
小 池 忠 之 会 員 （S36 商）2021 年 12 月 9 日逝去
＜新入会＞ 安田克己
S48 理工 前沢在住
＜訃報＞

高野正人

S50 商

大塚和恵

S54 教育 中央町在住

青木規宣

S54 理工 氷川台在住

西東京市在住

佐田悦子
H29 人科 八幡町在住
＜年会費 3,000 円…送金手数料の節減方法＞
郵貯銀行では今年から『料金の新設・改訂』がされ、窓口送金では「現金利用時の料金」が加算され
手数料(\100～313)が高くなります。
下記の要領で ATM を使って【払込書を挿入せず】 お持ちの郵貯通帳またはキャッシュカードから こ
の青紙の振替口座、または稲門会口座へ送金されますと最安の 100 円です。
なお、ご自身の年会費の支払状況のご確認、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』
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 ※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

＜追悼文＞

「石寺さんを偲んで」

当会設立総会の時、初めて石寺さんと出会った。1978 年次同期だが、彼女は 3 年次
編入・院卒なので私の少しお姉さん。石寺さんとは、女性サークルの催しや同期の
集まりなど様々な所にご一緒した。大学で専攻された西洋史に造詣が深く、クラシ
ック音楽の知識も豊富で、演奏会やオペラにご一緒するのも楽しみだった。
印象深く覚えているのは､3･11 直後のフィレンツェ歌劇場の来日公演「運命の力」
を 2 人で鑑賞した時のこと。福島原発事故で不安なあの頃、オペラは暗く絶望的な
結末で、それゆえ「頑張って生き抜こうね。
」と強く誓い合えた。あれから 10 年余。
これほど早く突然に別れが訪れるとは想像もしていなかった。最近は彼女の体調がすぐ
れずお会いしていなかった。電話してみるものの、呼び出し音が鳴り響くだけ。あの時、私が億劫がら
ずに滝山のお宅を訪ねて行くべきだったと悔いている。
今私の手元には彼女からいただいた「山岡」という象牙の印鑑がある。旅の途中、中国でわざわざ彫
って貰ったという。印鑑登録にしているその印は、使う度に彼女を思い出すだろう。
「私は本当に幸せ。
人生やり残した事はないの。
」が口癖の優しく謙虚だった彼女…を。
心不全が彼女を襲ったが、最後は安らかに旅立たれたと伺った。きっと今は大好きだったツィマーマ
ンの演奏をゆったりと聞かれていることだろう。
「いつか私も行くから待っていてね！」ここまで書いて
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いたら急に涙が止まらなくなってしまった。私ができることは、石寺さんのご冥福をお祈りするのみ。
そして彼女との楽しかった日々の思い出を何度も辿るのみ。
「石寺さんありがとう。楽しかったね。そしてまたね！」
山岡 恭子 記

＜会員リレーエッセイ＞ ～噴水広場～
我が故郷

鈴木 則子（S48 文）

縁あって自然豊かな東久留米に住むことになりました。皆さんに私の
故郷のご紹介をしたいと思います。
私の生まれ故郷は静岡県の島田市です。その島田市の牧之原台地
に私の生家はあります。牧之原は全国有数のお茶の産地としても知
られています。森進一の港町ブルースには、焼津、清水に御前崎と
3 つも静岡県の港町が出てきます。静岡県は海の幸にも山の幸にも
恵まれた温暖な地です。また島田市は「越すに越される大井川」と
言われた東海道五十三次の宿でもあります。大井川にかかる世界一
長い木橋として知られている蓬莱橋は、とこ
ろどころに空いている小さな穴も、子供には、とてつもなく大きく危なく恐ろ
しく、吸い込まれてしまうのではないかと、感じたものです。今はその風情ある
佇まいで、テレビドラマなどに何度も登場しています。
牧之原は温暖な気候で大昔から住み易かったのでしょう。あちこちに前方後
円墳の跡が残り、子供の頃は古墳の入り口に座り、遊んだものです。幕末の藩士
が逃れ住み、闊歩した足跡は我が家の襖の書にも残されています。三舟の師で
ある伊佐新次郎はお酒やお米と引き換えに書を残したと言われています。
私は子供の頃はその襖の書の前に立ち、手で宙にその書をなぞったものです。
もう牧之原に行ってみたくなったのではないでしょうか。
こんな自然の中で育った私は花が大好きになりました。植えた花がよりきれ
いに見えるよう、家の周りを箒で掃き、水で清めるのが私の毎朝の日課になっ
ています。道を通る人から花が綺麗ですねと声をかけることも多々ありそれが
花を育てる励みともなっています。もう 3 月。冬の寒さで縮こまった花たちが
一斉に咲きほこる春の到来です。とても楽しい季節になりました。

編集後記 大学の授業にまさか本当の体育があるとは思わなかった。しかも必修で、1 単位を取らなけ
れば 3 年への進級が出来ない上に、卒業にはもう 1 単位が必要だという。否応もなく選んだのは、2 年
時には剣道。3 年時には弓道。今となってはいい選択だったと思うが、剣道で被った面の汗臭さは忘れ
られない・・・
編集委員：片平るみ（今回の担当）
・有賀千歳・小山田朋樹

東久留米稲門会ホームページにアクセスできます。
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