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お誕生会
東久日米『鮮乃庄」
17:30〜
「原宿一渋谷」
ウォーキングを楽しむ会
『小山の及川鴫り1胸 博物館」見学
女性サークル
中央公民館
役員会
18:00〜
ゴルフ部会例会
富貴ゴルフ倶楽部
バ
18:00〜
コン
東久日米『鮮乃庄」
稲門会深秋
10月 お誕生会と共催
グルメの会
横浜中華街と山下公田
東京六大学秋季リーグ職早屁職観職会
玉村ゴルフ場
稲日会/三 日会親睦ゴルフ会

レ洋 ・校劇剛剌

06月

7日

(金 )早稲田大学校友会代議員会が開催された。当会からは安次峰、山岡両代議員が出席。

代表幹事が瀬下明氏から福田秋秀氏に交替した。
06月 17日 (火 )三 多摩支部会長会議が開催された。当会からは市川会長、井坂副会長が出席 した。
11月 24日 (月 )立 川グラン ドホテルで支部大会を開催する事が決まった。
また、稲門祭に三多摩支部の模擬店を出店することとなった。
07月 12日 (土)早 稲田大学商議員会が開催 された。当会からは市川、菱山、平山各商議員が出席 し
た。会長に日枝久氏、副会長に佐々木誠造氏、同角和夫氏がそれぞれ就任 した。
また、 125周 年行事が滞 りなく終了 したことと、募金目標 200億 円を達成 したことに対し、校友
の協力に謝意表明があった。
010月 26日 (日 )ホ ームカミングデイ及び稲門祭が開催される。
当会の実行委員は塚越、橘の両幹事。ふるさと賞の寄付の要請があり、昨年同様清酒「ひがしくるめ」
7本 を寄付することとした。
[会 の報告]
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○ ウォー キングを楽 しむ集 い
7月 21日 「祭 日」第 2回 山手沿線巡 り 「新宿
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―原宿」を行な う。連 日の猛暑で何人の参加 があ
るか心配 したが、何 と男性ばか り 11名 で、出発。

新宿駅南 口を出て、天龍寺、大宗寺等を参拝、新
宿御苑内で昼食。再度鳩森神社、瑞円寺を訪ね、
最後に東郷神社へ。明治時代、ロシヤのパルチ ッ
艦隊を全滅させた東郷元帥の功績が評価され、何
と立派な神社かと感服 した。神社を抜けると、す
ぐ原宿の繁華街。当日は祭 日で、学校も夏休みの
せいか歩道は中学生以上の女性ばかり、歩 くのも
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(炎 天下の ウォー キングに参加 した皆 さん)
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大変な人 々の波。原宿にこれほどの人を引きつ ける魅力は何なのか感心 しなが ら、 目的 の表参道脇 の タ
イ料理エ レファン トに到着。 トム・ ヤ ン・ クンなるものを試食 して全員 で反省会。 当日は一 日中曇 り空
で全員元気にウォー キング完了。 さあ此の混雑 の中、原宿駅まで歩 くのは大変だなあと見渡す と地下鉄
があるではないか。
地下鉄を乗 り継 いで帰 ろ うと、神宮前駅 のホームに降 りて電車を待つ。何 と来た電車は清瀬行 き、直行
で東久留米駅へ。 また、駅前で二次会は云 う迄 もない。
(久 家政裕記)

○映画鑑 賞会
「エデンの東」

8月 20日

(水

)

午後 2時 〜

成美教育文化会館グリーンホール

8月 の猛暑 の 中、入場動員が懸念 されま したが、早い時間か らお客 さまが続 々 と並び、開場時間を繰

り上げて過去最高のお客 さまでふ くれあが りま した。 (約 300名 )
映画は 1954年 製作のアメリカ作品で、当時大変な話題 とな りま した。
ジェームス・デ ィーンの主演 のデ ビュー作に して代表作 (も っ とも 3本 しかなく、若 くして交通事故
死する)、 レナー ド・ ローゼ ンマ ンの名テーマ 曲、テ ッ ド・ コマー ド (撮 影)の シネマスコープ初期 の映
像美、名優で脇を固め、戦後 アメ リカ映画史上に残 る不朽 の名作にな りま した。
ス トー リー は旧約聖書のカインとアベルの物語を素材に した、文豪 ジ ョン・ スタインベ ックの原作 の
一部を脚色。第 一次世界大戦前後 の時代に農場 を経営す る トラスターー家 の家族 の愛憎を描いたシ リア
スな ドラマ。
監督は舞台でも活躍す る有名なエ リア・ カザン。 トル コか らの移住者 で、若 い時か らの苦労人。その
ため力■土会的なテーマが多 く、異常なまでの熱気 と執念 と自己主張が繊 りまざったものが原動力 となっ

ている。しか し、若 い頃入党 した共産党員の履歴がアダとなった。 1950年 前後の共産党員 の摘発 (赤
狩 り)に 協力 (同 志 の名を公表)し たことが、逆に有識者な どから批判を受け、終生その汚名は拭 い き
れなか った。
次回は 11月 に成美教育文化会館を予定。作品は未定。
(米 光慶二郎記)

○お誕生会
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[部 会報告]

○俳句部会

10月 に第 100回 記念吟行を行な う。西東京稲門会より参加希望者があ り、受け入れ ることとした。
○書道部会
市民文化祭 (10月 29日 〜 11月 2日 )に 今年 も出品することとした。
○太極拳を楽 しむ集 い
会計年度が 8月 末なので、会計報告を兼ねた懇親会を 9月 27日 (土 )、 稽古終了後開催する。

部会だより
ゴルフ部会
「第 9回 東久留米稲門会 。三 田会合同 ゴルフ会」へ初見参 して
6月 27日 (金 )関 越道本庄児 玉イ ンターか ら程近 い玉村 ゴルフ場に、双方 の精鋭 26名
11名 )が 集い,好 天の下熱戦が繰 り広げられ
ま した。皆 さん ゴルフが上手な ことは勿論マナ

(稲 門会は

ー も一流で、和気あいあいの内にプ レー は無事
終了。表彰式及び懇親会 は当市内の 志乃"で
6時 から開催 されま した。早慶の対抗戦は惜 し
くも敗戦 とな りま したが、稲門会の皆 さんは次
回の リベ ンジを誓い今 か ら盛 り上がっています。
私などゴルフを余 りしなくなってから 20年 も
経ちますので ゴルフは散歩、家族 との コ ミュニ
ケーシ ョンの手段などと考えてお りますが,久
し振 りに友好 の精神 と戦いの精神が程 よくコン
デンス された 得難い コンペ"に 参加でき,老

(全 員W一 Kで 一緒に作 つたオ リジナル早慶帽子を被 って
いの血潮 も爽や かに騒 ぎ立 った一 日で した。
います。写真が小さくて申し訳けありません)
ゴルフは下手 と思 っている方 もそれな りの方 も、

またお若 い方 (定 年未満 の方 々)も そ うでない方 も、適度 の運動・ 地元校友 との交流 。三国会に対する
友好的ライバル心の高揚などを楽 しみながら、秋 の ゴルフ会には奮 って参加 しよ うではあ りませんか。
(上 條

忠記)

囲碁部会
9月

28日

(日

)に 第 8回 稲穂会囲碁大会が開催 されます。会場は新学生会館 (記念会堂裏)4階 で、

対象は早大現役囲碁会 と東京 23区 、三多摩 の囲碁愛好家です。 (従 来 より若干範囲縮小)
対局は 11時 30分 〜 15時 ですが、昼食は各 自済ませて下 さい とのことです。
試合は段級ではな く、持点によるハ ンデ戦で、新規参加者 はオール早稲 田囲碁祭 の成績を参考に算定
されます。
これは個人戦 で、当部会 からも毎年何人かが参加 し大いに活躍 してお ります。参加希望者は 9月
日 (水 )ま でにまとめて 申 し込むことになっています。
暑い夏もようや く盛 りを過ぎ、囲碁 の季節が到来 しよ うと しています。
秋 の合宿 (秩 父・ 小鹿野町)、
イベ ン トが続きます。

10

12月 初旬には慶應大学創立 150周 年言己念の囲碁早慶戦など、大きな
(辰 巳徳蔵記)
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俳句部会
平成 20年 7月 20日 (日 )
「西 日」 「鰻」
兼題

第 97回 句会

中央公民館

高得点句
烏賊干 して西 日の中の漁師町
糠床 のなれて茄子紺極まれ り
佐渡 の海西 日大きく入 りにけ り
草原 の西 日酪舵 の影長 し
廃業の うなぎの老舗古格子
飛びはねて遊ぶ雀や梅雨の隙
塔頭 の崩れ し土塀大西 日
うなぎ裂 く主人 の技の小宇宙
うな重を 竹"に して飲む酒 の味
ア
神 々の住 んでいそ うな雲 の峰
名刹 の香華にふれ し髪洗ふ
川風 の匂へ る鮎 の化粧塩
翡翠の飛翔一閃魚捕 る
平成 20年 8月 17日 (日 )
兼題 「花火」 「朝顔」

夫 計 明 子 一雄 彦 子 計 一
達 尚
洋 栄 富 清 洋 尚 栄

本 田 庭 村 俣 見 場 村 田 俣
杉 神 桜 河 川 述 馬 河 神 川

松田 博雄
三 田 畔巣
大久保泰司

第 98回 句会

中央公民館

高得点句
編笠に自き うな じや風 の盆
追ひかけるねずみ花火に泣 く子かな
かけぬけて逝き じ友あ り遠花火
黒 々 と山並浮かぶ大花火

大久保泰司
三 田 畔巣
川島 知子
松田 博雄
比護喜一郎

水溜まる朝顔 の路地下駄 の音
朝顔 のつ ると我 とのせい くらべ

川島 知子

秋めくや木陰が伸びて壁に立ち

松田 博雄

物豊富世相殺伐敗戦忌

市川 英雄
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カ ラオケの集 い
7月

26日

(土 )暑 気払 いをかねて今年度最初 の集 い を東久留米駅東 口「唄 うんだ村」で開きま した。

今までの 「シダックス」に比べ非常に狭 く人が移動するたびに席を立たねばならないよ うな状況で し
た。食べ物 もひ どく、今回参加 された方 々にはお詫びいた します。
そんな悪条件にもかかわ らず 6時 か ら 10時 迄 15名 はいつ もの ように熱唱 し、暑 さとス トレスを吹
き飛ばす ことができました。
次回か らは市内でなくても、もっ と良い会場をと思 っています
ＦＢ
Ｅｌ・
⁚・
⁚ ︱・
︲
１︲
ＩＬＬ！

(河村洋子記)
●

(最 初に全員そろってまず乾杯 !)

楽 しそ うで しょ う

(唄 っているときも楽 しいです)

初 めての方 も是非参加 して下 さい

魃藝 l轟轟

(こ

(会

れでも全員で都の西北を唄つているのです)

(最 後に参加者全員で)

員リレーエッセイ)〜魔ス1広 鰐￨〜
トル フ ァ 琉

地

‑19∞

年夏―
杉 本 達 夫

1980年 の夏、つま りは 30年 近 くも前に、北京で漢語を学ぶ留学生の一団にもぐりこんで旅を した。
中国の光景は、そのころと今 日とでは、二つの世界 と言 つてよいほ どに変化 している。思い出話 は霞 の
中に分け入るようなものだ。
5
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この
っ
遠距離 を移 る足は鉄道 である。北京を発 って ウルムチに直行 し、帰途 にあちこち立寄 てゆく。
ころにはカメラを携行 していて、行 く先 々で写真 を撮 った ものだが、写真は しまったままで、ろくろく
い この文も
見返す ことがない。 手帳には メモ を残 しているはずだが、それ もどこに置いたか分か らな 。
地図を見なが ら、薄れた記憶 を頼 りに書 いている。風化 した記憶 が、思わぬ錯覚を生んでい るかもしれ
ない。
まずは トルファンに寄る。 ウルムチか ら トル ファンまでの路は、天山山脈 の隙間を走る。 と言 うより
い
は、峠を切 り裂いて走る。車窓の両側 に低 い山が、あるいは山の切れ端 がせま り、その間を長 い長 列
い
車が勇壮 に上 り下 りす る。山とい うのが樹木 に覆われた山ではない。草のひ と葉 も見られな 、ただ黒
い岩 の塊なのである。雨もな く、夏の炎熱 と冬 の酷寒 にさらされて、土は岩 と化 し、まるで巨大な溶鉱
炉から流れ出た鋳鉄が、果てなく流れて固まつてい るように見えた。
トルファン市は広大な盆地の中にある。盆地の底 の海抜 はマイナ ス 155メ ー トル。 トルファン市もま
た低 い低 しV立置 にある。鉄道は山すその高しV立 置を走るか ら、当然なが ら、 トルファン駅は市から遠 く
「
離れた高しV立 置 にある。駅のあた リー帯は 風庫」 と呼ばれてい るとい う。天山山脈で冷や された空気
が、隙間 を縫 ってなだれ込み、年中強風が吹きつ けるのである。 わた しが駅に降 りた ときにも、強い風
が吹いていた。風 は砂を吹き上げ、砂がわた しの目に入 った。砂は大きくて尖っていた らしく、瞼の裏
に傷がついて、その後何 日もわた しは辛い思い をした。
ロ
駅か ら市内へ はバスで移動す る。高い駅 か ら低 い市まで、アスファル トで舗装 された道路が、何 キ
もまっす ぐに下ってゆく。炎熱で知 られ る トルファン盆地の夏であり、冷房 のない車中の温度は午前で
も 40度 を超えている。 アスファル トの地表は何度 になっているか。そんな路上に寝転んで、故障 した
い
自動車を修理 している若い男がいた。機械 は環境 を考慮 して くれない。男の肌は相当に鍛えられて る
のだろ う。
途中か ら路沿いに用水路が現れ た。天山山脈 から流れ出た水を、 トルファン市内に運ぶ水路である。
名高い地下水路カ レーズばか りではない、 こ うして今では地上でも水を運んでいる。急傾斜 の水路を冷
たい水が急流 となって流れ下 る。水路 の幅は 2メ ー トル程度 ではなかっただろ う力、 底はセメン トで固
められ、「卵石」と呼ばれ る、通常の川底に見 られる角の取れた丸い石が植 え込んである。その用水路の
無鉄砲を本分 とこ静尋る連中が次つ ぎ水路に飛び込んだ。白人女子学生の幾人か も、
そばで休憩 した とき、
ブラジャー とパ ンテ ィ姿で飛び込んだ。 いかに暑い とはいえ、いかに若い とはいえ、 この水が下流の市
民の生活用水 であることを考えぬ、無分別 の極みだった。
い
市内の住人はウイグル族が大半である。容貌はもとより、衣服 もちが う。回教徒 であるか ら、白 帽
子が 日立つ。色物 の布 で頭を包 んだ婦人が、水路で洗 い物をするそばを、 ロバが引く車が四隅に細い柱
を立てて、上に 日除けの布を張 り、自ひげの老人がゆるゆる と御 していた りした。わた したちの宿舎 は
教育系統 と思われ る招待所だ った。招待所 とい うのは、徹底 した縦割 り社会で、分野 ごと、機関 ごとに
作 られた宿泊施設 である。平屋 で天丼 は高 く、壁は厚 さが 30セ ンチ を超えるかと思われた。水はひ と
り大ぶ りの洗面器 一杯 の割 り当てである。風呂もシャワー も望み えない。

その 日は最高気温 が 48度 に達 した。 この温度 では外出どころではない。午後の行動は 3時 か らとな
り、それまでは休息である。気温が 48度 に達す るとき、地表 の温度は 75度 に達 し、砂に卵を埋めると、
パ
ゆで卵 ができるとい う。直射 日光の力も凄ま じし、 だか らみんな長袖を着る。半そで、短 ン、はだ し
など考えられない。 そんななか、わた しは外に出て トイ レに行 った。無帽 の上か ら日の矢が注 ぐ。高温
の空気が身を包み頭を包み、現実感覚があや しくなる。体が自分 の体でな くな り、ひ と足歩 くごとに宙
を漂 うような気が した。 もちろん、高温への警戒が先 立ってい るか らでもある。 トイ レがまた凄 ま じか
った。暑 く乾燥 した土地であるか ら、水分が速 く蒸発す る。盛 り上がった黄金 の山が適度 に水分を保 っ
て、芳香 を凝縮 してい る。 こんな所 に閉 じ込められた ら、5分 と耐 えられないのではあるまいか。 文革
期その他 の政治犯への迫害をついつい連想す る。
バ
午後 3時 、バスに乗 って遊覧が始まった。バ スにはたくさんのスイカが積み込まれた。乗車の前に
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ケツー杯 の水が運ばれてきた。わた しはタオル と帽子を水につ け、絞 らずに首に巻き、頭に載せた。ぼ
たばた と雫が垂れる。バ スが動き出す。開け放 った窓か ら風が入 る。 ところがこの風 が、涼 しさのか け
らもない、体温を遥かに超える熱風なのである。 タオル も帽子 も乾いた熱気に水気を吸われ、たちまち
の うちにか らか らに乾いた。体内の水 もまた、相当に吸い取 られてい るに違いない。 タオル と帽子は休
憩地点でふたたび水に浸 し、ふたたびか らか らに乾いた。 スイカは何 のために積み込むか。水代わ りで
ある。 いまならペ ッ トボ トルの飲料を積み込むか、あるいは行 く先 々に飲み物 が用意 されているのであ
ろ うが、当時はそ うではない。休憩地点でスイカを下ろし、ポカ リと割 って食 らうのである。黒い種を
吐き散 らしなが ら、甘い果肉を食 い液を吸 う。多数 の若者がいつせいにそ うするか ら、ちよっ とした見
ものである。皮や種 が どう処理 されたのかは しらない。
招待所には広場があ り、夜 にはそこでア トラクシ ョンがあった。見 るひ とも見ぬひ とも外に出て涼を
とっていた。教育関係 の催 しがあったらしく、 ウイグル族 の教員 も多 く宿泊 していた。その人び との間
に混 じって涼んでい ると、いきな り難問を投げかれ られた。「日本には天皇がいて首相がいる。天皇 と首
相はどう違 うのか、どっちが力を持つているのか」
。折から日本では大平首相 が急逝 し、鈴木首相 が誕生
する直前だ った。中国か ら華国鋒首相だったか誰だつたかが 日本を訪れ、天皇や首相に会 った後 のこ と
で、中国首脳 の会見や行動は、テ レビを通 じて新彊の砂漠 のかなたにも伝 えられていたのである。 さら
には、「日本人は トルフ ァンヘ来ると、かならず高昌故城を見 に行 くが、なぜだ。あんな物 の どこがよい
のか」
。こ うい う問いに どう答 えるか、わた しには短 く的確な答 が浮かばない。そもそもの天皇制のはな
しか ら始められ るものではない。国民統合の象徴で……云々 と言 っても飲み込めないだろ う。イギ リス
の王制 と違 って云々 と言 っても、
イギ リスのそれを相手は知 らない。わた しはど う説明 したのだったか、
相手は分かった顔 つ きを していなかった。
高昌故城 とは 5世紀 に生まれ 7世 紀に滅びた高昌国の廃墟 であ り、 トルファン市の東部に位置する。
廃墟であつて、都市のあと、 レンガを積んだ建物 の崩れたあ とが、一面に広がってい る。わた しが 目に
した印象 では、泥を固めた レンガを新 たに積み上げた作為 が多すぎるよ うで、廃墟を廃墟 らしく修復 し
ているよ うに思われた。高昌国は漢人 が作 った国である。 よほど歴史に興味がなければ、 こんな土くれ
の集積 のよ うな場所 の何 が面白いのか、なぜわざわざ遠 い国か ら見に来るのか、地元の人がいぶか しむ
の も無理はなかろ う。
トルファン遊覧 の コースは、だいたい決まってい るのだろ う。高昌故城、交河故城、千仏洞、火焔 山、
葡萄谷、 さらには墳墓群 といった ところだろ う力、 それぞれ の場所で印象 が 目に残 ってい るが、語 るの
はもうよそ う。なかでわた しが意外だったのは、火焔山の色である。太陽の熱射をあびた山￨力赤く輝 き、
ほん とうに燃 えてい るような迫力があった。 ところがカラーで撮 り、出来上がって きた写真を見ると、
燃えあが る炎 の輝 きは消え、平凡な赤土の壁 と化 していた。夏の上の色はいつでもそ うなのだ。黄土地
帯の黄土も、華中のオ レンジ色 の畑 も、見ると写真 とでは大違いなのだ。 どうしてだろ う。
トルフ ァンは一 日の うちに四季がある、一 日の最高気温 と最低気温の差が極端に大きい、 と聞かされ
ていたが、わた しの滞在中はそんな差を感 じなか った。48度 の体験は、後にも先にもこの時だけである。
トルファン としても珍 しい気温なのか もしれない。 わた しの翌年、同 じころに訪れた人 の話では、雨が
降 って気温は 30度 しかなかったそ うだ。これまた稀有のことなのだろ う。だか ら、旅行者 の体験談は、
一般化 してはいけないのである。

2007. 11. 3.
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○第 15回 総会は平成 21年 4月 5日
○近隣稲門会会長が交代 した。
日野稲門会会長
多磨稲門会会長

中川邦雄氏
内山治男氏

(日

)成 美教育文化会館で開催す る。

(32法
(35教 育
)

)

○訃報
6月

南町

岡田富夫氏

7月

市外会員
安楽孝雄氏
お二方 のご冥福 をお祈 りします。
なお、当稲門会か らは規定に従 って香典、生花を供えま した。

東稲ニュースの原稿を募集 します
○内 容

エ ッセイs絵 日、写真、陶磁器 0人 形などの創作
詩、短歌、俳旬、本の感想、私のレシピ 等

○投 稿

メールsフ ァックス、ヨ送 等

○投稿者

東久留米稲門会会員及びその家族

○投稿先

編集委員なら離のところでも結構です

○錮集委員

菱山、神田s松崎 (博

)、

鮎員、森日、井坂、平山、河村、塚越

東稲 ニ ュ スは会員の̲皆 さん同士を結ぶ楽 しい

ネットワークです
情報の「
皆 さんの投稿をお待ちしています
情礫 :後 記)○ いよいよ9月 です。今年 の 8月 は最初は猛暑で、寒い 日が続 いた と思 った ら、今度は集中豪雨 と、地球規
模での変調を思わせる日々が続 きま した。 これか らは天高き秋 日和になって貰いたいものです。秋 には当稲門会でも楽 し
い催 しが 目自押 しです。 いままで参加 されていなかった方 も 10月 の深秋 コンパに是非参加 されてみては如何で しょう。
○今号は紙面にゆとりがあつたので、原稿募集 の記事を思いっき り大きく出させて貰いま した。編集部か らの一方的な情
報伝達でなく、会員 のみなさん との双方向のコ ミュニケーシ ョンが出来 ることを期待 しています。○今年の夏は越谷の虫
送 りと富岡八幡の大祭 とい う二つの伝統行事を体験 しま した。富岡人幡 の大神興は、かって紀伊国屋文左衛間が奉納 した
ものが関東大震災で焼失 ししばらく不在で したが、佐川急便の会長 が新たに奉納 したものだそ うです。大神輿の屋根に留
まつている鳳風は誠に見事で、 日にはダイヤが散 りばめ られています。鳳凰のがっしと掴む大神輿 (井坂)
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