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7月

早稲 田大学東久留米稲門会

18日

(水 )

お誕生会

17:30〜

東久留米「鮮乃庄」
(本 号

7月
7月

19日
25日

(本 )

(水 )

市民プラザホール
映画鑑賞会
「
題名 お熱いのがお好き」
武蔵野の野膳懐石を味わう会

東稲広報室参照)

Gl途案内チラシあり)
「
東村山 草門去来荘」
側 途案内チラシあ り)

7月

28日

1日 L)

18:00〜

カラオケを楽 しむ会

滝山シダックス
柳l途 案内チラシあ り)

8月 5日 (日 )
8月 15日 (水 )

役員会
お誕生会

13:30〜
17:30〜

成美教育文化会館
東久留米 『鮮乃庄」
(本 号

東稲広報室参照)

[大 学・ 校友会関係]

○早稲 田大学創立 125周 年記念募金
5月 末現在 125人 の方か ら寄付金 @2,000円 、計 250,000円 が納入 された。 125周 年記
念式典 の行 われ る 10月 以前に大学へ寄贈す る。なお総会決議 の寄付 金 300,000円 は 6月 22
日に松崎副会長、神 田幹事、森田会計幹事が大学へ寄贈 した。
○平成 19年 度稲門祭
福引き販売は当初 の割 り当て 70枚 を完売 し、 さらに 10枚 を追加 し80枚 を販売 した。 会員の皆
様 のご協力 に感謝。
○西東京稲門会総会
5月

20日

(日

)に 開催 され、約 50人 が出席 した。当会か らは菱山副会長、平山事務局長が出席 し

た
○東久留米三田会第 5回 定時総会
5月

20日

(日

)成 美教育会館 にて開催 された。東久留米、西東京、国分寺の 3市 長 のパネルデ ィス

カ ッションがあつた。改選期 に当た り佐藤柳次郎氏が会長に選出された。
当会か らは鮎貝、森 田両幹事が出席 した。
三
○ 多摩支部北プ ロック七稲門会 (プ ロ ック長小平稲門会会長西村弘氏)会 議

6月 1日 (金 )東伏見校舎 79号 館で開催 され、当会か ら平山事務局長 が出席 した。「地域か ら 125

フェステ ィバル」の一環 として映画 「ゼ ロか らの風」を上映す ることが提案 された。
その後、小平、西東京稲門会が幹事 にな り,青頼、東村山、福生、あきる野、東久留米七稲門会 の共催
で 9月 1日 (土 )、 「ルネ こだい ら」で 「ゼロか らの風」を上映することが決定 した。 チケッ トは 1枚

1,000円 で当会には 100枚 が割 り当て られた。チケッ ト販売に協力願 いたい。当会の実行委員は
松崎副会長、塚越幹事。
〇近隣稲門会 より総会 などの出席要請 が多 く寄せ られるが、当市隣接稲 門会 のみ出席 し、他 はこれまで
通 り欠席 させて頂 くことで、役員会で了承 した。
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広 報関係]
○「社 の西北」について、来年度の発行は 3月 1日 とし、全 10頁 うち 4頁 をカラー とす ることに した。
○各種行事 の開催案内をホー ムページ上でも見 られるように、案内チラシの原稿 をホームページ担当の
松崎幹事に送信することに した。
○平成 19年 度名簿は 7月 10日 発行 の東稲 ニ ュース 35号 と一緒に配付する。
[会の報告]

05月 の東稲ニュース配付時に 1969〜 1974年 卒業の市内在住校友 70名 に、入会勧誘 の案内 と
振込票をポス トマ ンにより配付 した結果、 5月 末までに 1名 の入会があった。
○映画鑑賞会
「アフ リカの女王」

6月 1日 (金 )午 後 2時 〜 成美教育文化会館 グリーンホール
「
昨年 8月 上映 した ひまわ り」が平 日の猛暑 のなか、満員札止めにな り多数 のお客 さまを帰 した と
い う反省 があ り、さらに回を追 うごとに増えつづ けるため、市民プラザのキャパ シテ ィに限界を感 じ
ま した。 そんな中成美教育文化会館 か ら、同グ リーンホール を使 って共同での上映会の提案があ り、
前帆角会長等 の努力 があって会場 の設備点検、

̲̲̲

試写を経て実施することにな りま した。
当初はM・ モンローの 「お熱 いのがお好き」
を予定 していま したが、会場が変更にな り、
教育 と名 のつ く会館 の第 1回 上映作品がマ リ
リン・モ ンロー では相応 しくない と判断、急
遠地味ではあ りますが、「アフ リカの女王」に
変更 しま した。

ヽ

・ト
鶴爾

Ｌ■

会場変更による動員に心配があ りま したが、
危惧にすぎず過去最高の 230〜 240人 の

・

‐、、 … ■
趣、

来場 があ り、大盛況で した。
tξ 嗅讐
′
映画は第 1次 大戦下の独領東ア フ リカ。
(グ リーンホール はほぼ満員 になった
勝 ち気な宣教師の妹 ローズ (K・ ヘ ップバーン)
と、おんぼろ蒸気船 「アフ リカの女王」の酔 っ払 い船長 (H・ ボガー ド)が 、ドイ ツ砲艦撃沈に挑む。
ス リリングな追跡劇 に加 え、 2大 ス ターの掛け合 いが最高に楽 しい名作で、お客 さまも満足 していた
̀

)

だきま した。
名匠 J。 ヒュース トン監督の最 も油の乗 りきった時期で、撮影 の名手 J・ カーディフを得て素晴 ら
しい映像に仕上げま した。
次回は、M・ モンローの 「お熱 いのがお好き」 (7月 19日 ―市民プラザホール)
9月 は成美教育文化会館 で 0・ ヘ ップバーンの 「マイフェア レディ」を予定 しています。
(米 光慶二郎記)

○第 22回 ウォーキングを楽 しむ会
平成 19年 4月 30日 (月 )昭 和 の 日の振替休 日、朝 8時 50分 に東久留米駅改札 口に集 まった。
連体 の谷間なのによく大勢の人が集ま り、総勢で 30名 になった。天候は雲一つないよく晴れた暑い
日で した。多摩モ ノ レールの北端にある上北台駅で下車 し、芋窪街道を通 り新緑の狭山丘陵の雑木林
を歩いてい る時 ウグイスがまるで私達を迎えているかのよ うによく鳴き、暑 くてぐった りしてい るの
ですけど、気持ちを慰 めて くれま した。
大曲を右折 して渡辺酒造所を左折 し、武蔵村山第二小学校 の前を通 り真福寺に行 つた。そこにはシ

2

第 35号

ャガの花がきれいに咲いていた。 じっ くり眺めま した。 シャガ といえば捨我 とい う字が思い浮かびま
す。 つ ま り捨我得全であ ります。私達は我を捨てることによって全を得 ることである。
とてつ もない大窮地に陥 った時に一切を
投げ打 って、捨 てて しま う。地位 も、名誉
も、財産 も、生命 も捨てて、思い も寄 らぬ
好結果が得 られ ると古人は教えています。
シャガはアヤメ科常緑多年草で、山地 の
陰地斜面などに群生 しています。高 さは 30
〜 60セ ンチメー トルで厚 くて光沢のある
剣状 の葉を してお り、花はアヤメに似るが
小型、自色で紫斑があ り、中心は黄色であ
ります。漢名は胡蝶花 であ ります。
LI劉 院龍 の入不動尊にぼけ
それ か ら真誠山′

:

｀
一
「

(今 までの最高 30名

の参加者があった)

除け不動明王の像があ りま した。私達は年
をとって くると忘れ っぼ くな り、ついつい
頼み たくもな りますね。
帰 りは武蔵村山に出て所沢 に行き、ステー
シ ョンビルの レス トランで打ち上げ式をや り
ま した。みんな和や かな団 らんの一時を過 ご
しま した。本当に楽 しかったです。

紘籠吉記)
0長 割

○東京六大学野球早慶戦観戦会
6月 2日 (土 )に 開催 した。参加者 2名 。優勝をかけた一戦であり、斎藤佑樹人気でチケットが入手
困難 と回避 したのが理由力、
○第 23回 ウォーキングを楽 しむ会
6月 17日 (日 )、 総勢 17名 、今回の
探訪テーマは 「染井公園か ら飛鳥山公園
へ」
。
平成 15年 6月 15日 、第 1回 ウォー キ
ング 「水元公園 と江戸川堤散策」 (14名
参加)以 来満 4年 、かな りのハイペース
で開催 されていますが欠かさず参加 し
ています。
コースは、巣鴨駅→染井吉野の碑→ と
げぬき地蔵→本妙寺 →慈眼寺→染井霊園
→染井神社→妙義神社→ 旧古河庭園 (昼)
→平塚神社→滝野川神社→七社神社→
飛鳥山公園→音無親水公園→王子神社→
王子稲荷→名主の滝公園→王子駅前 (反 省会)。
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この コースの旧古河庭園から後半は訪れた ことも無かった為か印象が深い。武蔵野台地の傾斜地
を巧みに利用 した明治の元勲・陸奥宗光の別邸である旧古河庭園、人代将軍徳川宗光の鷹狩 の場 で
後、明治の大実業家・渋沢栄一の邸宅 となった飛鳥山公園、音無親水公園、名主の滝公園には数多
くの滝や池があ り昔から湧水が豊富であった と思われ る。渋沢栄一が王子製紙を設立 したの もこの
豊富な水を利用する為だったろ う力、
今回で都 立の庭園 9ケ所は全 て訪れたことにな り、東京はまだまだ緑が多い と実感することが出
来ました。来春はゆっ くり桜の飛鳥山公園へ行 こ うか と思 っています。
しめくくりの反省会は王子駅前、宴たけなわの頃、早稲田大学 「全 日本大学野球選手権」に 33年 振

(松

りに優勝 !の 報に最高潮、暑さもひとしおであった。

D
時 博言

○帆角前会長の慰労会
帆角前会長の 3年間のご苦労と献身的な努力に感謝 し、慰労 しよ うと、幹事・部会長有志 17名 が 6
月 26日 (火 )18:30東 久留米 「鮮乃庄」に集まった。東久留米稲門会設立の裏話から、これから
の稲門会のあり方にまで話が弾み、名残を惜 しみつつ 20:30す ぎに散会 した。
[部 会報告]

○俳句部会
8月 以降の開催 日

8月 11日 、 9月

9日 、10月

14日 〜 15日

(稲 取吟行)、

11月 10日

12月 15日
○書道部会

11月 16日

(金)〜

18日

(日

)

成美教育文化会館ギャラリーで作品展の開催を予定 している。

○太極拳の集い
毎週土曜 日、成美教育文化会館ギャラリーで開催 している。毎回平均 17名 の参加がある。

部会だよリ
女性サー クル
今年度第一回の例会を、6月 18日 (月 )磯 久において開催 しました。前半では今年度の活動について話
し合いを行いました。後半 12時半より、安宅さん、高橋さん、帆角さんの 3人 の元会長さんを昼食に
お招きし、ご苦労をねぎらうとともに親睦をはかりました。 これは初めての試みでしたが、東久留米稲
門会の設立当時の思い出話や女性サークルの歴史などに話が弾み、午後のひ と時はあっとい う間に過ぎ
ていきました。今回は皆さんの 日程が合い、元会長さん達 3名 、女性サークル会員は新入会員の佐藤さ
んも加わり 11名 、合計 14名 の楽 しい昼食会となりました。
*今 年度の活動予定
① ll月 15日 (木)都営大江戸線 中井駅から徒歩 6分 の林芙美子記念館を訪問します。関Ю坪の敷
地内の庭は、紅葉が美 しいそ うです。
②来年 2月 〜3月 頃 可能であればホームコンサー ト、
そ してその後昼食あるいはお茶の会の予定です。
(山 岡恭子記)
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散策山歩き会
5月 26日 (土)、 前日夕方まで降った雨の影響もなく快晴の朝、8時 36分 の電車で、ゆつたりと座
って、「武蔵横手駅」で下車。一 同、山登 りに
備 えて準備体操を し、一路、「五条の滝」を経て
「北向き地蔵」へ。青空 にまぶ しいくらいの青
葉若葉 のなか、夏みかん等、柑橘類 の花が満開
の為、山全体がその薫 りで一杯 で した。「ユガ

イ̲)、

]

テ」の林 の中で昼食をとり、その後東吾野迄歩
いて帰途 につ き、途 中 「所沢駅」で下車 し、慰
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労会を致 しま した。
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ゴル フ部会
三田会懇親コンペは 6月 8日 群馬県の玉村 ゴルフ場で当会 8名 、三田会 12名
第 7回 東久留米稲門会ノ
参加のもと開催されました。当日は我々のコンペが終了直後、
猛烈な雷雨に襲われゴルフ場はクローズ。
本当にラッキーでした。
競技は個人戦は三田会菊地さんがグロス 72、 ハンデキャップ 0、 ネット72で 完壁な優勝、またネッ
ト上位 4人 の合計スコアーで競 う団体戦も三田会 290ポ イン トに対 し稲門会は 300で 大差で敗れ通
算成績は 6敗 1勝 となりました。玉村 ゴルフ場での過去 2回 の対抗戦の団体ポイン ト平均は両会 とも3

00だ ったことからして稲門会はそれなりに健闘したが、相手が素晴らしく良かったといえます。
今回稲門会参加者は上原 さんグロス 83、 初参加
の小野泰右 さんが同 84、 太田さん ∞ 、自石 さん
及び藍原 さん 92、 森本 さん 93、 帆角 さん、伊東
で した。夕刻志乃での表彰式はグロスパープレー
の優勝者 が ゴルフ上達のポイ ン トを熱心にア ドバ
イ ス され、みな敬意をもって聞き入 った り (写 真)、
にぎやかに懇親を深め秋 の再会を約 してお開きと
な りま した。本年秋 も 2回 ゴルフ会を計画 してお
ります。多数のご参加 を期待 します。

(伊東毅記

)

囲碁部会
6月 9日 (土)、 恒例の 「第 7回 オール早稲田囲碁祭

て盛大に執 り行なわれた。
参加チームは 50(1チ ーム 5m、

(首 都圏)」

が市ヶ谷 日本棋院本院 2階大会場に

これに個人戦、現役学生の応援等を加えると、参力[晴 は 27
0〜 80名 になり、終 日熱気につつまれた一大イベン トであった。
大会は、例年通 り無差場:Iク ラス、ランク順にA〜 Fの 6プ ロック (1プ ロック8チーム)、 級位者個人
戦に別れ熱戦が展開された。
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当部会 か らは、Aク ラス、 Eク ラスに各 1チ ーム、
個人戦 に 1名 、西東京チームに応援 1名 の計 12名
が参加。戦績はAク ラス 2位 、 Eク ラス 3位 、級位

￨

ォール早稲θ』ぶ

■ 7け

者個人戦は全勝優勝 と大健間であった。大会終了後、
西東京チーム も参加 して近 くの私学会館にて反省会
を行 った。
話は前後するが、大会開会 の宮崎会長 の挨拶 で早
大現役囲碁部の活躍が紹介 され、会場は大いに盛 り
上がった。
(昨年の全国制覇 、本年 の春季関東学生 リーグ優勝)
振 :巳 徳蔵記)

(熱 戦の東久留米チーム)

俳句部会
5月

26日

(土)

13時 30分〜 16時

松田 博雄
川俣 栄一
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大久保泰司
俣 田 宅 田 場
川 太 安 神 馬

「麦秋」、「草笛」、「当季雑詠」
兼題
高得点句
麦秋の穂波に風の形かな
麦秋を 「かつ」と見据える不動明
麦秋や我が青春の小津映画
村老爺鍬の手で吹く草の笛
母と来しなじみの老舗柏餅
神殿の廃壊に無心彗粟の花
どこからかカ レーの匂ひ五月晴
新緑をは じきとばして草野球

中央公民館

〈
会員リレーエッセイ〉〜1屈 レ角広 ルし
:瑠

55年振 りの同窓会
矢 部 不 三雄

(27年 教 育

)

2001年 の早稲田大学ホームカミング・ デーに卒後 Ю 年クラスで出席、これを機にクラス会をや
ろうと云うことになり、一昨年の 11月 20〜 21日 、信州の松本に6名 が集合 しました。
1947年 入学当初は (4年制)高 等師範部でした。まだ焼け跡だらけの東京で、1私 は進駐軍の将校
宿舎にボーイとして住込み、将来の設計図など全くゼロでしたが地方から上京 してきた学友の大部分は
故郷の教育界で働 く、とい う確たる目的を持ってお りました。みんな素朴で努力家でした。
ある日、A教授が 「アルバイ トしている人は ?」 と聞くと50数名の殆ど全員が手を挙げました。
バイ トは大部分が宝 くじと南京豆売 りでした。約 3尺 四方の組立て式台で、吹きさらしの路上に、 日
なが立ちんぼして売る学生さんの姿は当時、東京の どこでも見かける風景でした。少ない収入の割 りに
は、ずいぶん厳 しい仕事でした。
終戦直後、誰もが極めて少ない収入で生活を支えていた時代に、東京の大学にいる息子に仕送 りをす
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る親御 さんもたいへんなご苦労だ った と思います。
旧制 中学卒業で入 った高等師範部は四年制で し
たが、その後新学制度により教育学部に変わって
歯

来ま したが、当時それぞれ の事情で、「一年延期」
の選択には誰 もが深刻に迷つたことと思います。

,

=

●ヽ

5年 在学 とな りました。 もちろん 4年 で卒業 も出

↑

半世紀余 の星霜を経て一堂に会 し、積 もる昔話
を楽 しく語 り合 いま した。
本年齢 77才 、私だけ海軍に寄 り道をしてきた
・・・できた ら今年 も 55年 振
ので 3コ 上の 80才・
りの同窓会を開いて、みんなで都 の西北を合唱 し
たいと思 ってお ります。

(野 球大会

I ! 'ギ 冒:要
・

1

S26.6.30前

列向か って右端が筆者)

●一
″

︲ト ー
専︱
ｌ ｊ ︱ ●
︐

馬智 ヽ
ザ

メ

S26.2.12

(松 本開智学校の前で

■７ ・

コＩ Ｌ ●

(窪 田章一郎教授の短歌会

H17.11

21左 端が筆者)

中央が窪田教授、後列右端が筆者)

○当会元会長、安宅 さんが東久留米奇術協会 マ ジ ックボ ックス"の 会長であることは皆 さんご存 じで
しょ う。 6月 10日 に中央公民館において、その 15周 年を記念す るシ ヨウがあ りま した。
時折 のかな りの雨にも大勢 の観客で一杯 の大盛況 、そ して大盛会で した。 当日同館内では当会 の書道
部の例会 も行われていま したので、皆 筆
を置き会場へ向かいま した。
安宅 さんはこの 日「多曲多」の芸で黒 い箱
を見事に操 り、観客を魅了 して くれま した。
最後 のご挨拶に立たれた安宅 さん、まだま
だと謙遜 されながらも満面の笑みを見せて
くれま した。 幼稚園、保育園、老人ホー
ム、市の行事 とボランテ ィアとして廻るの
に忙 しい安宅 さんと会員 の皆 さんを心か ら
応援 したい と思いま した。
「安宅 さん、マ ジ ックボ ックスの 15周
年
おめで とう」

(菱

̲̲

山房子記)
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くるめフォ トサークル"の 写真展が 6月 23日 から中央公民館で開催 されま した。 当会会員 の自田
さんは毎年 この写真展に出展 されてきま した。今年 は 7点 もの力作を出展 されま した。
毎年必ず伺 うとい う訳ではないが、

○

今までになく特に立派な作品が並んで
い ると思 いま した。平凡 な普通の景色
が情景 として、それぞれ 「伝えるもの、
語 るもの」を豊 かに感 じさせてくれ る
作品で した。 1海外、国内 と作品はさ
まざま、会員 の皆 さんは撮影を目的に
旅行を楽 しまれています。
レープに取 り囲まれては説明
数人 の グノ
や質問に答 えるのに大忙 しの自田さんは、
話題 が尽きない様子。

(臼 田さんの作品 悲しみの聖母 (ピ エタ))
当会でも皆 スナ ップ写真を撮 って、配 っ
て くだ さる方 が多 いのです か ら、私は 「当会 に もこんな写真 のグループが出来 る と良い な」 と。
(菱 山房子記)
○お誕生会 をやろ う
この催 しは東村 山稲門会な どが実施 していて大変好評 とのこ と、会員の誰 もが 自分 の誕生月 に参加資格
があ り、毎月第二水曜 日 17:30に 東久留米駅前 の 「鮮乃庄」で開催、参加費 3,000円 、ちよっと
!

したプ レゼン ト付き、先ずは 7月 生まれ の方 7月 18日 (水 )に ご集合下 さい、次は 8月 生まれ の方で
8月 15日 (水 )で す。なお役員は誕生月に関係なく参加できます。
参加 ご希望の方は 3日 前まで事務局平山宛 ご連絡下 さい。 TEL&FAX 473‑3289
○訃報
以下の 2名 の方 が亡 くなられま した。謹 んでご冥福 をお祈 り申し上げます。
平成 19年 3月 逝去
清水芳石 さん (46年 教育)
氏田 寿 さん (31年 文)
平成 19年 5月 6日 逝去

琲麒誹駄辞

鶴鳩鵬跡麟

〇以下の 5名 の方が新 しく会員にな られま した。
203‐ 0031
203‐ 0052
203‐ 0053
203‐ 0054

1111

蛛

359‐

・
田
肩
専
丁3‐ 8‐ 43・ 1‐ 205
壼
田
丁1‐ 14‐ 8‐ 404
署
本町 3‐ 3・ 16
中央町 1・ 8‐ 10
3‐ 9‐ 5
万斤シミ嗣

472‐ 8015

平 6年

政経

53年

法

1813

090‐ 6493‐ 9193

04‐ 2939‐

2899

文
教育

塾
熙
笥蒸

ξヽ
収

(編 集後記)○ 今年の 6月

教育

478・ 6071

47年
38年
43年

478‐

は記録的な小雨だったようです。先 日潮来のあやめ祭に行って来ましたが、大変な晴天でし,L

やはり、あやめは曇 つているか、少し雨が降つている方が風情があるようです。水不足が心配されます。節水に留意 しま
しょう。○今号は、矢部不三雄さんから戦後の混乱期の学生時代の記事を投稿 して頂きました。有 り難 うございました。
エ ッセイ、写真等の原稿を募集 しています。 どなたでもお気軽に投稿 して下さい。○先 日梅雨晴れの一日、ウオーキング
でとげ抜き地蔵、染井墓地、旧古河庭園、飛鳥山、名主の滝を歩きま した。墓碑なぞる指の湿り気梅雨晴間
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