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11月
11月
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早稲田大学東久留米稲門会

1日
11日
19日
21日

東京 6大学秋季リーグ早慶職観職会
ゴルフ部会 三日会対抗戦
お誕生会
17:30〜

(土 )
(火 )
(水 )

(水 )

11月 27日

(木 )

12月 5日

(金 )

(日 )

映面鑑賞会
14:00〜
「
題名 シェーン」
郷上研究会
南沢水道施設・ 自由学園の見学

役員会
13:00〜
鶴演会
15:00〜
「
演題
司馬遼太郎の世界」
役員・ 歴代会長・部会長忘年会
ラグビー観職会 早明職

6日 (土 )
6日 (土 )

12月 6日
12月 7日
12月 17日
1月 24日
4月 5日

玉村ゴルフ場
東久留米「鮮乃庄」

散策山歩き会
日和田山から高麗神社をめぐるハイキング
ラグビー職 会 早慶戦
秩父宮ラグビー場
ウォーキングを楽 しむ会
山手線シリーズ第 4回 渋谷一日黒

(金 )

11月 23日
11月 26日

12月
12月
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(土 )
(日 )

成美教育文化会館

威美教育文化会館
同
上
講演者 米光慶二郎会員
川ふ じ

お誕生会
17:30〜
21年
平成
新年会
平成 21年度定時総会

(水 )
(土 )
(日 )

目立競技場
東久日米「鮮乃庄」
成美教育文化会館
成美教育文化会館

第 24回 講演会のお知らせ
演題 『司層遺太郎の世界」
日時 平成 20年 12月 6日
場所 成共教育文化会館

(土

講師 米光慶二郎氏

)午

(当 会会員)

後 3時 〜4時 30分

3階 大研修室

講漬￨よ 司馬遼太郎氏の主要作品を中心に第 1期 〜3期 に分けて
解説 します

皆様のご来場をお待ちしております
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快 学 0校友関側

09月 26日

(金 )早 稲 田大学秋季代議員会が開催 され、平山事務局長、安次峰副局長 が出席 した。

。
白井総長 より、 125周 年行事は予定通 り終了 した。NEXT1 25に 向けて当面の 5年 10年 を検
あ
動｀
討 している、世界:日 立ランクの大学を目指す、校友箸曲屹着年者を含むあり方を考えな￨力 嘗ま機らいとい う言
「
つい
の
があった
の
て
話
った。福 田代表幹事か らは早稲 田大学校歌 効用 心のふるさと」に
。
エテ ィー男
ル・
ソサ
ワグ
の
150年
立
己
イ
28日
罰
念
ネ
09月
(日 )東 久留米三田会主催 慶應義塾大学創
声合唱団 コンサー トに当会か ら5人 が招待 された。約 400名 が参加 した。

010月 26日

(日

)ホ ームカ ミングデイ及び稲門祭が行なわれた。

大限庭園の三多摩支部主幹 の模擬店 で福 田会員が身障者施設製造 のせんべいを販売 した。
010月 29日 (水 )東京 23区 支部 。三多摩支部会長会が大限会館で開催 され、市川会長が出席 した。
010月 11日 (土 )小 平稲門会総会に、市川会長、菱山副会長が出席 した。

011月

8日

11月 16日

(土 )清 瀬稲門会総会 に市川会長、菱山副会長 が出席する。 また、

(日

)の

東村山稲門会総会 に市川会長、井坂副会長 が出席する。
陰 の報告]
○第 28回 ウォーキング (第 3回 山手線巡 り 。原宿〜渋谷)
からりと晴れ渡 った 9月 23日 の秋分の 日、集まった 14名 は 10時 半頃原宿駅 に下 り立った。頭上
からは暑い陽差 しが降 り注いでいたが、明治神官の森に入 った途端に清 々 しい冷気に包まれ た。「森林
浴だね。気持ちがいいねえ」などと話 しなが ら参道をゆつ くりと歩 いて、本殿 に出た。数人が二礼二
柏一礼 の正式参拝をしたあと、再び参道を
歩いて校倉造 りの宝物殿に入 った。館 内に
は歴代 の天皇の肖像画がず らりと展示 され、
明治天皇が使 った実物 の馬車も展示 されて
いた。宝物殿の前に大きな緑の広場があっ
た。急遠予定 を変更 してこの広場で昼食 を
とった。食事を したあと広場に置いてあっ

・ヽ
■

た さざれ石"を 見た。君が代に出ている
「千代に人千代にさざれ石・・ ・ 」の石で、

11

IIプ

.「

粘着性 のある石灰岩 がまわ りの石を次々に
くっつ けて次第に大きくなって 巌 ''と な
るのだそ うだ。明治神官を出て 「春 の小川」

′

(ウ

ォーキング参加の皆さん。ここはどこでしよう
)

の歌碑 を見てから代 々木公園を横切 ってNHK
スタジオパ ークまで一気に歩き、スタジオ内を小 1時 間程見物 した。 ここで 1名 が合流 した。 ス タジ
オではラジオ向けの歌番組を放送 していた。展示場 には過去の大河 ドラマなどの写真などが数多 く展
示 されていた。 スタジオ見物後渋谷税務署 (旧 陸軍刑務所跡地)脇 に建つ 2・ 26事 件 の慰霊碑を見
てから東急文化村の前を通 って渋谷駅に着き、 2時頃解散 した。
そのあと有志 13名 は駅近 くの料理店 薩摩若軍鶏"で 軍鶏の串焼きな どを肴 に軽 く打ち上げを行 っ
て、ウォーキングの疲れを癒 した。
―

(帆

角信美記

)

○恒例 の秋 の懇親会を、今年は趣向を変 えて 「東久留米稲門会深秋 コンパ」と称 して東久留米 「鮮乃庄」
で 10月 15日 (水 )に 、毎月第 二水曜 日にや ってい るお誕生会 と共催 とい うことで開催 した。
昨年までは 2年 続けて 「秋 の男料理」 と称 して、腕 自慢 の男性会員 が料理を作 ったのであつたが (女
性 の手伝 い大いにあった)、 今年は自分たちは何 もや らず、ただ飲み、食べ、しゃべ ることに専念 した。

2

第 43号

出席者は 10月 が誕生 日の高橋勤元会長、
伊東毅会員、河村洋子会員を含 め 19名 で、
午後 6時 に川俣会員 の乾杯で スター トした。
深ま り行 く秋 の夜、酒にも料理にも堪能 し、
さらに司会 の橘会員 の作成 した頭 の体操 も
あった りして大いに盛 り上がった。お誕生
会恒例 の大島会員のハーモニカ伴奏 による
ハ ッピーバースデイ トゥユー"も いつ も
よりは大勢で 10月 誕生 日の二人を祝 った。
最後は、周 りの部屋 の人に気を遣 いながら
大声で 都 の西北"を 歌 って 8時 30分 お開
きになった。

(最 後に全員で記念写真)

(井 坂

宏記 )

○平成 20年 秋季東京 六大学野球・ 早慶戦観戦会
∋晴天に恵まれた秋 の青空 の 下、東京六大学野球 ファン 10名 が神官球場 に集ま り早慶戦
第 1戦 を観戦 した。
11月 1日

(」

今季早稲 田は順調に勝ち進み、勝 ち点 4で 8勝 1敗 2分 けで早慶戦に望み、あと 1勝すれば優勝でき
るとい う成績だった。今回はいつ もの観戦 とや ゝ異な り、学生内野席 8名 、ネ ッ ト裏席 2名 での観戦
となった。これは小平稲門会 より学生席 のチケ ッ ト紹介 があったからである。学生 と一緒に応援 し「紺
碧の空」を歌い、皆久 しぶ りに学生気分を味わ った。
試合は斉藤佑、大石両投手の力投、松本、原、宇高等 の好打撃 により慶応 に 3対 1で快勝 し、 2季 ぶ
り 41度 目の優勝が決まった。試合後、応武監督、斉藤祐、松本、上本主将のイ ンタビューがあった
が、それぞれに先輩への感謝 の気持ち、後輩 を思いやる気持 ちが表れ好印象だった。
東久留米にもどり優勝 の味をかみ しめなが ら祝杯をあげ、野球談義 に花が咲いた。
(森 田隆記)

○映画サー クル
映画鑑賞会も 23回 目を迎え、回を追 う毎に来場者が増え、いっそ う皆様 に満足 していただけるよ う
上映作品を選択 しています。 当会では西部劇 の上映は初 めてなのですが、今回 は 「シェーン」を上映
します。 ご存知の通 り既 に半世紀を経た今 も繰 り返 し上映 されてい る名作です。心境的西部劇 とも言
われ、ラス トシーンの 「カムバ ックシェーン」 と叫ぶ情景 は特に印象深い ところです。多数の皆様 の
ご来場をお待ちしています。詳細は同封チラシをご覧 ください。
なお、成美会館豊島修練会 より文科省へ 当会 と市民のための映画鑑賞会について報告 し、共催 の形で
行 っていることを話 した ところ、大いに奨励す るとの報告 があ りま した。
(菱 山房子記)

部会だより
女性サー クル
9月

28日

(日

)、

1時 15分 に東久留米駅改札 口に待ち合わせを して、大円寺裏 にある 「及川鳴 り

物博物館」へ見学に行きま した。女性だけ集まって、女学生に戻って楽 しい時間を過 ごしま した。 この
博物館 の 9月 の特別展示では、琵琶 、争が世界中か ら、縄文時代〜現代までの弦楽器 も沢山拝見できま
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した。我 々の抱 いた多 くの質問に、館長 さんは丁寧 にお答 え下 さり見学 の時間 も大分 オーバ ー して しま
い ま した。 そ の後、予約 していた近所 の喫茶店 に場所 を移 し、 ここか らは コンサー ト帰 りの菱山姉 も合
流、紅茶、 コー ヒー 、 ケー キ etc。 と注文 し、 さあオ シ ャベ リ。世界情勢、戦争絶対反対 とか政治・
経済 の話 に花が咲 き、 6時過 ぎにや っ と解散。 又、 こ うして集 ま りま しょうと約 束 して解散。楽 しい半
日で した。
出席者 :石 寺美弥子、岡野幸子、吉川明美、佐藤 百合子、長瀬邦子、菱 山房子、山岡恭子
(石 寺美弥子記 )

ゴルフ部会
恒例の秋季 ゴルフコンペが 10月 10日 (金 )に 参加者 11名 により、埼玉県吉見町の富貴ゴルフ倶
楽部で開催 されました。 リーマンショック以来、このところの株価暴落続きで皆さん穏やかならざる
気分での集合 で したが、天気はまるで今 日の
稲門会 のために晴れたかの素晴 しい好天 に恵
まれ、不景気を吹き飛 ば して元気 よく 9時 に
スター トしま した。 ほぼすべてのホール が
池や クリー クに絡んでいたるところにバ ンカ
ーがあ り、キャデー無 しの 自己責任 のプ レー
で したので、攻略 には結構 、 脳 トレ"に な
るコースで した。 進行中、熱中プ レーのせ
いで しょうか、それ とも… ?
道具の忘れ
物"が 多発 しま したが、再三ならず追 っ駆けて
届けて頂いた り、助け合 いなが ら完走できま

した。なお、表彰式は帰路の鶴ヶ島 IC近 くの
(カ ラー写真だと青空が分かるのですが
「
い
鳥めし 登利平」に集合 して行 、併せて懇親を深めました。
順位は新ペ リア方式により、優勝は藍原さん、準優勝太田さん、 3位 は暖かいご西己
慮で初参加でも入
賞が許され、清水が頂きました。
は別格常連の上原さんでした。 会が盛 り上がっての席上、太田さんから、来月開催の早慶戦は捲
土重来を期 して雪辱を果す よう激が飛びました。 良い気分で帰宅 してみれば、本 日は更に株価が 90
0円 近く墜落 してお りましたが、そんなことも知らずに一 日楽 しく遊べて幸せでした。
(清 水正弘記)
)

囲碁部会
9月

28日

(日

)に 第 5回稲穂会囲碁大会が開催 された。持点

(段 級に近い)の 高い順にAか らHま

で 8段 階に分かれ、それぞれ優勝を競います。 当部会か らは、苅草 0小 仁井の両氏が参力叱 両者 とも最
高水準のAラ ンクに組み入れ られ、大健闘、大いに気を吐いたようです。

11月 29日

(土 )か ら 30日

にかけて囲碁部の合宿を行 います。場所は、埼 玉県秩父郡小鹿野町 に
ある 「囲碁 の宿・越後屋旅館」です。西武秩父駅から送迎バ スで 25分 、豊かな自然 のなかで浮世離れ
をした一夕が期待できそ うです。料理 も鴨鍋、猪鍋、天然イ ワナ、ヤマ メ料理、鯉料理、山菜料理 と盛
沢山。風呂は、温泉 も近場 とい うメ リッ トに、料金 も一万円以内と格安 ?な の も嬉 しい。
12月 6日 (土 )に は、慶應大学創立 150周 年を記念 し、各校 150人 ずつの囲碁早慶戦が行 われ
る予定です。当然、当部会 にも動員が掛かるはずです。
振 i巳 徳蔵記)
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俳句部会
平成 20年 9月 21日 (日 )
第 99回 句会
「
「
鰯雲」 自由句
兼題
野菊」

中央公民館

高得点句
釣果なき漢 の背中に赤 とんぼ

多摩川 の石 の河原 の野菊かな
さざ波の一湾覆ふ鰯雲
いわ し雲早や鳥たちの南帰行

．
．

ヘ

悠久の利根 の流れや鰯雲
十 日程見ぬ間に占める薮枯 らし
萩 の寺参道までも咲きこばれ
秋 のいろ しづかに移 る名栗川

ヽ
しヽ︑

島 田 田 山 俣 間 宅 野
川 松 三 菱 川 本 安 棚

野路菊に守 られ微笑む辻地蔵
か くれんぼそっ と見上げる鰯雲

子 雄 巣 子 一 一 一子
知 博 畔 房 栄 信 武 愛

比護喜一郎
川俣 栄一

(月 )
湯河原吟行
参加者 9名 。 主 として海浜公園、万葉公園を吟行
各人一句

平成 20年

10月 19日

(日

)〜 20日

願 かけ し湯かけ地蔵 に花すすき
岩を咬む瀬音に揺れて糸すすき
木の実降る赤き小 さきたいこ橋
萬葉 の小径訪ねて薄紅葉
秋 の 日と海原を背 に坂のぼる
秋 の海 ほのかに干物 の香 り乗せ
ふ りむいて一人の道や秋深 し
柿ひ とつ湯かけ地蔵に供えけ り
文人 も愛せ し万葉の風初紅葉

￨1島
知子
り
三 田 1畔 巣

河村 洋子
神田 尚計
馬場 清彦
比護喜一郎
￨1俣
り

栄一

橘

優治

菱山 房子

書道部会
恒例 の 2008市 民文化祭に、今年 も書道部 12名 全員 が出展 した。早 くか ら書作を始め、毎月 の
部会、9月 の錬成会 (四 万温泉)で 指導を受け、書き上げた力作が揃 い見応 えのある内容であった。
多 くの会員 の方にもご鑑賞いただき厚 く御礼申上げます。

●

・
＝ ゎ 多 あ何
・

饉﹁ι ●マ

(12名 全員の作品です)
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太極拳を楽 しむ会
9月 27日 (土 )、 通常の稽古の後、会計報告を兼ねて太極拳を楽 しむ会発足 7周 年を祝 う集 い を 20
の
名 会員 の出席を得て開催 した。太極拳部会が楽 しむ会 として再発足 して 1年 半、鮎員会員 の献身的な
努力によって以前 よりもより楽 しく、和気議 々 と続けてこられたことについて、出席者全員が鮎員会員

に対 して謝意を表明すると共に、今後 の更なる継続 と発展を誓 った。
山崎会員か ら会計報告がなされ、その後
懇親会に移行 した。
懇親会では取 り寄せた弁当の他、女性会
員が持ち寄 ってくれたご馳走が並べ られ、

6

飲み物 も日本酒、 フイ ンなどの差 し入れ も
あ り、大変楽 しいひ とときを過 ごす ことが

]

できた。
会場は午後 5時 まで借 りてい るとい う
ことであったが、十分食べ、飲み、話 し

●

ハ
１

■１

‐
゛,率

■■

:: .

たあと、午後 3時頃お開きになった。
なお、会計担当が再発足以来担 当して
(懇 親会に参加された皆さん。女性が多いでしょう
頂いた山崎会員から渡辺会員に交替 した。 山崎会員 ご苦労様で した。そ して有難 うございま した。
)

グル メ部会
太田部会長企画による 「開港 150周 年を迎える横浜へ :中 華街の老舗 [獅 門酒楼]で 昼食」が 10月
21日 00参 加者 10名 にて行われた。
池袋から湘南新宿ラインで横浜へ 36分 で到着。水上バスで湾内を遊覧 し山下埠頭へ 15分 で。
晴天に恵まれ観光船シーバスからの湾内の景観は素晴らしく、これぞ横浜の港とい う感 じのエキゾチ
ックな眺めだった。停泊の 「氷川丸」の前を通った時、船を係留 している鎖の上に沢山の 「かもめ」が
行儀 よく並んでい るのが見 られた。体形は皆
同 じだが、足の色が赤い鳥 と黄色い鳥 の 2種
類 い ることに気がついた。

葛目

目
『

副曜懇輝

F
署

野鳥に詳 しいデリ￨￨さ んにその違 い を教えて
いただいた。赤い足の鳥 は 「ゆ りかもめ
011名 みや こどり 、黄色い足 の鳥 は 「うみ
)」

ねこ」だそ うです。大変勉強にな りま した。
昼食は中華街の大通 りか ら脇道にはい り、
関帝廟に近い 「獅門酒楼」 とい う店で、料

´

ヽ

理は大変おい しく横浜中華街 の味を満喫 し
た。丸テーブル を 10人 で囲んで、いろいろ
な話に花が咲き、紹興酒 も進んで楽 しい一
(ラ イオン酒場 とでもい うので しょう力→
時を過 ごした。
レームで コー ヒー を飲みながら、大きなガラス窓か ら見える山
食後 「ホテルモン トレ横浜」13階 テ ィノ
下公園、大桟橋、ベイブ リッジな ど 180度 の展望には目をみはるものが あった。
美味 しい中華料理 と気分爽快な水上バス、ホテル 13階 か らの眺めと横浜の良さを十分に味わ った楽
しい一 日だった。
(森 田
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芸術鑑賞会
小平駅前の小ホール、ルネ こだい らで中村紘子の ピア ノ演奏会を観賞致 しました。 この演奏会の切符
を菱山房子姉が、
私達はとても楽 しい一時が過 ごせま した。
稲門会会員 のために入手 して下 さいまして、
親 しくなれた同窓の皆様 と会えるチャンスであ り、暫 しの しゃべ りも楽 しめま した。
中村紘子の ような世界的な ピアニス トの方が、よくぞ小平までお越 し下さいましたと感謝 も致 しま し
た。第一部ではムソル グスキーの組曲 「展覧会 の絵」を詳 しく説明 して下 さり、その曲についてのお勉
強がで きま した。第 二部 では 「展覧会 の絵」全曲を一気に演奏なさり、聴衆 を魅了 しま した。
音楽好きの多い校友の方 々 と語 らいなが ら帰途 につ き、本 当に楽 しい晩で した。又、 このよ うな機会
があれば是非参加 させて頂きたい と思います。
(石 寺美弥子記)

(会

員リレーエッセイ)〜 膚宏″:瑠ルν
旅順、大連 を訪ねて

市川 英雄 (S33・ 政経)
「
マ
来年 のNHK正 月 ドラ は、司馬遼太郎 の 坂 の上の雲」をとりあげるそ うだ。
あらためて同小説を再読 したら、明治 37・ 8年 の 日露戦争 の戦跡を見た くな り、この 9月 に旅順 と
大連へ行 って来た。
成田と大連空港間は、3時間程度 のフライ トで、
機内食を食べた りしていると間もな く着いて しま う。
大連か ら旅順までは、バスで 2時 間弱だ。旅順は、中国の原潜等の海軍基地になっているので、水師
営 と二〇三高地を除いては、観光バ スで通過す るだけの、立入 り禁止 区域 となってい る。
それでも訪れる人は、年間数十万人 、ほとん どが 日本人だそ うだ。
第一歩 の水師営の民屋は、 ワラ屋根に草が生えている、いかにも由緒 あ りげな建物だ。子供 の頃歌 っ
た 「旅順開城約な りて 敵 の将軍ステ ッセル 乃木大将 と会見の ところはいづこ水師営」の時は、明治
38年 (1905年 )1月 5日 。「庭 にひ ともとナツメの木」もあ り、そ こに立っているとい う感動 が、
歴史好きの私の胸を打 った。
乃木 とステ ッセルの会見室内には、当時の質素な木製机 と両側に長椅子 がそのまま置 いてある。壁面
には、会見時の両将軍 と参謀長以下の写真が
飾 られていて、ガイ ドの説明を聞いてい ると、
タイムス リップ した感 じで、当時を想 い、日
が うるんでくる人が少なくない。
次の二〇三高地は、急な坂道 の小山だ。
ロシア軍の要塞や希少価値 の機関銃に悩まさ

｀
ヽ

れた 日本軍は、死者 1万 5千 人を出 し、 4ヶ
月かか つてや つ と占領 した とい う激戦地だっ
た。今 はの どかな緑の山で、紫色の 「都忘

1嚢姜‐

.=革 :象

̀

￨

i

ロ
重督
・ .1腱 ミ ー

れ」がチラホラ咲いていた。
天候にめぐまれた二〇三高地の頂上か ら

ニロ :爵

は、:旅 順港:の 全貌をはっきりと見ることが
(水 師営 :向 って左端の窓部屋が会見室)
できた。 ロシア旅順艦隊を港内に閉 じこめよ うとして、湾 口に古船を沈 める最中に戦死 した、あの広瀬
中佐 と杉野兵曹長の歌の湾 口も、はるかに望む ことができ、感慨無量だ った。
大連市は人 口 6百 万人、中心部はアカシヤ並木 の美 しい街である。1劇!頂 陥落 の後、日本軍は大連経由、

7

第 43号

奉天 (現藩陽)で ロシア軍 と大会戦を行ない、
1905年 3月 10日 、 これを占領 した
(終 戦まで陸軍記念 日)。

大連は、 ロシア帝国が西欧的街 づ くりの
最中に 日露戦争 とな り、その後 日本 が造 り

●

一一

上げた街である。満鉄本社、横浜正金銀行
支店 ビル など、往時の面影 がそのまま保存・

一
爵き

なん となく親近感 を抱かせる街である。 よく
整備 された大広場を囲むように林立する ビル・ ′̲冨
高層 マンシ ョンは、昔の中国 とは別の大都会

も ■ヨ
Ｊ・

利用 されている。 1日 日本人町もきれ いに残
され、 日本企業も多数進出 しているせいか、

ず

増

= =1'1

(旅順港をバ ックに二〇三高地頂上に立つ筆者)

のイメー ジだった。
大連港は、昭和 20年 8月 の終戦以降、満州各地の引揚同胞 20数 万人を祖 国へ送 り出 した、苦労 と
涙 の歴史の港だ。旧満州港湾管理局 ビルの屋上か ら見る港 の向 こ う側には、
高層 ビルや 工業団地が霞む、
急成長 した大連がある。汽笛 の音 が永い歴史を告げてい るかのよ うに尾を引いていた。
以上、温故知新 の旅だった。

〇以下の 2名 の方が新 しく会員にな られま した。
渡辺一朗 (32理 工) 177‑∞ 52 練馬区関町 1‑16‑16
岩崎俊彦

(45政 経) 2030004

東久留米市氷川台 2‑4‑13

03‑3928‑8724
042‑472‑3112

〇本会会員深澤政次様が 9月 7日 逝去されました。謹んでこ冥福をお祈り申上げます。
深澤様は囲碁部、書道部でもご活躍 されてお り、通夜、告男￨ル tに は本会からも多数出席 しました。
なお、本会からは規定に従って生花をおくりました。

顔 1臓嘉窮
東稲 ニ ュースでは、会員 の皆様 か らの原稿を募集 しています。
内容は、エ ッセイの外、絵画、写真、陶磁器、。人形 の製作、詩、短歌、俳句等、本紙上で発表できる
ものな ら何でも結構です。また、最近読んで感銘を受けた本 の感想、得意料理の レシピ等 もお寄せ頂き
たい と思 っています。東稲 ニュースに発表することで本紙をより身近に感 じて頂けた ら有難 いことです。
東稲 ニュースに掲載 されたい方は、東稲 ニ ュースの タイ トルの所にあるメール ア ドレスにメール して
頂 くか、編集委員 の誰 にでもかまいませんのでご連絡下さい。
現在 の編集委員は菱山、神 田、松崎 (博 )、 鮎貝、森田、井坂、平山、河村、塚越 の各会員です。
備礫 :後 記)○ 囲碁部でご一緒 させて頂いていた深澤政次様 が 9月 に逝去 されま した。編集子 より少 し強 くて良きライバ
ルで した。謹んでご冥福をお祈 り申上げます。 011月 7日 は立冬で、暦の上では既 に冬に入 りま した。少 し前までは暑い
と言っていたのに急に涼 しくな り、平年 よりかな り早 く木枯 し一号 も吹きま した。皆様 も風邪など引かぬよ うお元気にお
過 ごし下さい。010月 の晴れた 日、久 しぶ りに深川の芭蕉記念館界隈を歩きま した。近 くには紀伊国屋文左衛門の屋敷跡
とい う清澄庭園の外、芭蕉稲荷や奥の細道の出発地な ど俳聖芭蕉を記念するものが沢山あ り、芭蕉が住 んでいた頃の深川
の町を想像 しながら歩き、昼食には名物沼JIIめ しを食べま した。色鳥の去 りて芭蕉の由緒塚 (井 坂)
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