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早稲 田大学東久留米稲門会
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会 の告知板
お誕生会
17:30〜
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ウォ キングを楽 しむ会 9:35
「JR大 崎駅からJR品 川駅巡 り」
カラオケを楽 しむ集 い 18:00
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7月 20日 (月 )
7月 31日
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8月 7日 (金 )
8月 19日 (水 )

[大 学

役員会
お誕生会

東久留米 「やる気茶屋」
東久留米駅 2階 改札 口

18:00〜
17:30〜

清瀬 「シ ダ ックス」
中央公民館
東久留米 「や る気茶屋」
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(土 )早 稲 田大学校友会支部長会、商議委員会

￨(4'

13日
18日

三多摩支部大会準備会 人王子

平山、菱山、安次峰出席

平山、安次峰出席

)2010年 稲門祭運営説明会 大隈会館 S3会 議室 井坂、安次峰出席
(日 )稲 門祭 の記念品付き福引券 60枚 の割 り当てがあ り、現在 、橘、藍原両稲門祭実行

(月

委員による懸命 の販売が行われてい る。会員のご協力 を切にお願 いす る。
05月 17日 (日 )西 東京稲門会定時総会が開催 され、菱山、井坂両副会長が出席 した。参加者 70名

04月

26日

(日

)東 久留米三田会第 7回 定時総会が開催 され、平山会長、竹山副会長、高橋事務局次

長が出席 した。佐藤柳次郎会長か ら久保秀文会長に代わ った。参加者 50名

陰 の報割
〇 市内未入会校友 (1961年 〜 1980年 卒)245名 に対 し入会案内 と東稲 ニュース第 46号 を 5月 10日
より宅配 し入会を呼びかけた。その結果 2名 の会員増加 となった。
○ 当会の東稲 ニュース等情報は全て役員、会員によるポス トマ ン (ボ ランテ ィア)に より宅配 されて
いるが、今月より担 当者及び区割 りを見直 し新 たな体制でス ター トした。
○ 平成 21年 度定時総会 の収支報告が された際、懇親会費の中に総会費 が含 まれてい るの を見直 し、懇
・
親会費 の値下げを図るべ きではとの意見があ り次年度 に向け検討す ることになった。
○ 機関紙 「社 の西北」 の継続 について後継者 の人材難、方向性 、費用対効果等意見が交わ された。
○ 平成 21年 度会員名簿 は 7月 に全会員 に配付出来るよう準備 を している。
○ 東稲 ニュース編集責任者は当面平山、井坂、大島が連携 して編集す ることになった。
○ ホームページは引き続 き松崎会員に担当して頂 くことになった。

2009

稲 門祭・

HOMECOMING DAY 10月

18日

(日 )開 催

!

福 引券 (記 念品付)の ご購入 にご協力下 さい。価唸 品・2000円 :風 呂敷、扇子、ゴルフマーカ
ーのいずれか、4000円 :ネ クタイ、6000円 :ウ ィン ドブ レーカー、10000円 :腕 時計)

映画鑑賞会
「裏窓」 6月 19日 (金 )14:00〜 会場 成美教育文化会館
今年 2回 目の上映は猛暑 日に近 い暑 さで動員が懸念 され ま したが、出足が早 く 1時 間前か ら続 々とつめ
かけ長い行列ができま した。 お客様か らは早 く開場を !と い う声があがる程で大盛況 で した。
主催者側 としてはあ りがたい ことで、 この上映会は天候に左右 されず根強 いフ ァンが多 いことを印象づ
けました。
この作品は 1954年 制作のアメ リカ映画で当時 としては異色作 と云われてきました。監督 のアル フレ
ッ ド・ ヒッチ コ ックはイギ リス出身で 60数 年 の長 い映画人生で晩年の<ヒ ッチ コ ック劇場>数 本 の TV
作品を含 めると 70数 本近い多作家です。ヒッチ コ ックの特長 としては 2〜 3本 を除いては一 貫して① ミ
ステ リー &サ スペ ンス② ヤセ型 の気品ある知的で清潔感 の ある美人女優 を起用す ること③ 実験的な手法
と状況を設定す ること等 があげ られますが、 この作品は 3つ の特長 が揃 い ま した。
原作は コーネ ル ウィル リッチの短編小説 の映画化で動きの少ない点では撮 り難 い作品です。従 って完
成 しても興業を危ぶみ 1年 近 く<お 蔵入 り>し ま した。 ところが上映 され るや全世界で ヒッ トしましたこ
物語 は主人公 のカメラマ ンが足を骨折 し、ギブ スをはめ車椅子 に座 って動 きが取れない状況 ですc退 屈
でクー ラーのない時代 の暑 い夏の 日、窓が開 けられた向かいのアパー トの人 々の動静を観察す るとい う
<の ぞき趣味>の 映画です。 ワキ も適役揃 いで、主人公の恋人役 のグレース・ケ リー は初めて ヒ ッチ コ ッ
クの作品に出るのですが監督は大変気に入 り立て続 けに 3本 起用 しま した。20年 位前、日本で ヒ ッチ コ
ック作品で一番気 に入 った映画をア ンケー トした結果、 この 「裏窓」が一番 人気で したc
(米 光慶 二郎記)
お誕生会

6月 お誕生会参加 の皆 さんです。

部会だ より

グル メ部会

一葛飾柴又―

「心のふるさと」 と言 えば私たちにとつては都 の西北だが、やや誇張だが、葛飾柴 又は 日本人の心の
ふるさととも言われてい る。何せ 48作 の映画を生み出 した 「男はつ らいよ」で人 々の心に染み付いて
い る全国版 のゾーンだ。柴又駅 を出ると私達 11人 をその心のふ るさとが扉をあけて待 ち受けて くれた。
帝釈天への参道 には団子 、煎餅、f田 煮 、飴 な ど土産店が軒を並べ昔なが らの息づかいが情緒 に浸 らせて
くれ る。「黒 い黒 いは何見てわかる、色が黒 くて貰 い手なけ りゃ、山のカ ラスは後家ばか り、ね ぇ。色 が
。
黒 くて食いつ きたいが、あた しゃ入れ歯で歯 が立たない ときや がった ・・」寅 さん得意の口上が聞 こ
えてくるようだ。帝釈 天では今にも 「御前様」がお出ま ししそ う。

９

奪

何 とな く皆 さん寅 さんの ように見えます
内殿の彫亥」
ギャラ リー は大正 、昭和 の 10人 の名 工が 1面 ずつ分担製作 した と言 う彫刻だ。研ぎ澄 ま
された感性 、熟成に息を呑む。寅 さん記念館見学のあとお待 ちかねのグルメだ。有名老舗 「川甚」で鯉
のあらい、鯉 こく、 うな重を楽 しむ。それに しても、いつの間にかこの老舗は無機質な ビル に変わって
いた。時代 の趨勢でやむをえないのか。過ぎ去 った時間の多 さが色あせて情緒 とい う宝石 を遠 ざけて し
まった らしい。 帰路につ く。矢切 の渡 しの歌を思わず 口ず さみなが ら江戸川 をわたる。水面をゆっ く
りすべ る風が心地よい。対岸は田園風景だ。濃 い緑 が 目に しみる。伊藤左 千夫の 「野菊 の墓」 ロー ドを
ひたす ら歩きなが ら男はい くつになって も純情だ、などとつぶや いてい る。時折あざや かな彩 の紫陽花
は夏へ の序曲だ。 東久留米で有志で打ち上げを行 う。柴 又の酒 もいいが地元での一杯は格別だ。
何を流 して くれ るの

6月 の雨は真珠 の涙
(大 島勝典記)

女性 サー クル

ー面に咲くゆり
園の散策

6月 15日 (月 )、 女性 7名 で西武球場近 くにある ゆ り園"を 訪れま した。 当日は、前 日の雨 も上
が り、陽は差 さなかった ものの明るい曇 り空で、ゆ り園の散策には丁度良い 日和で した。

西武球場前駅に降 りた ところ、乗客のほ とん どは、西武球場 とは反対側にあるゆ り園 に向か って歩い
てい きます。駅前か らの陸橋を歩 くこと 3分 ほ どでゆ り園 に着きま した。平 日で したが、結構混んでい
ます。
人園 し、国内一周の約 1000mの 散策路 を歩き出す と、自、黄、赤、オ レンジ と色 とりどりのゆ りが一
面に咲きみだれていま した。起伏 のある自然林に囲まれた約 3万 どの広 さに、 50種 類、約 45万 株 の
ゆ りが植えられているそ うです。順路に従って坂を下ってい くとやがて視界が開け、向かいの丘の斜 面
を帯状に色分けされたゆ りが一 面に咲 いていま した。期せず して 「す ご―い」、「きれ い一」 との声が揚
が りま した。訪れたときに咲いていたのは、早咲きの すか しゆ り種"だ そ うで、花は上を向いて咲き、
香 りはないが、色が鮮やかであることが特徴 とい うことで、 45万 株 の うち 35万 株 がこのすか しゆ り
種だそ うです。 丘陵全体がゆ りの花で覆われ、今、まさに見頃で した。色 とりどりに、また、色分 けさ
れたゆ りの花は、葉 の緑 との コン トラス トもあ り、見事なながめで した。 上向きに咲 く花なので、丘の
上か ら見下ろしたながめは、格別で した。写真を撮 つた りしなが らゆっ くり歩 き、出 口で販売 され てい
るゆ りの鉢を買った方 もお り、ゆ りの花を堪能 した 1時 間で した。
すか しゆ り種 の後には、下向きに花が咲き、芳香 があ り、大輪が主流のハ イブ リ ド種 の ゆ りが咲 くと
のことで、ゆ りの甘い香 りがただ よ う頃にまた来てみたい と思い ま した。 ゆ り園をあ とに してか らは、
近 くの レス トランでの昼食 とな り、話 も弾み、親睦を深めま した。
(吉 川明美記)
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「立て￨ま芍 薬座れ ば牡丹歩 く姿は百合 の花」連想 させ ます

俳句部会
平成 21年 5月 17日 (日 )第 107回 句会 吟行 府中市郷上の森 参加者 13名
高得点句
明
桜庭
古びたる畳 の御座所夏座敷
河村 洋子
睡蓮やモネの世界へ迷ひ こみ
川俣 栄一
人影に上限遣ひの鯉 の初夏
安宅 武一
青嵐茅葺き門を吹きぬけり
比護喜一郎
雲切れ て真赤なポス ト夏に入る
比護喜一郎
雨あが り新樹の森 の緑濃き
中央公民館

川俣

栄一

子巣 子 彦
愛 畔 洋 清

大久保泰司

野 田村 場
棚 三 河 馬

平成 21年 6月 21日 (日 )第 108回 句会
「万緑」
兼題 「桜ツL忌 」
高得点句
我が青き惧悩の碑や桜桃忌
万緑の中へ中へ と最上川
脱ぎ捨て し靴のみだるる梅入 かな
重たげに紫陽花揺 らし都電過 ぐ
万緑やいづこに潜む森の精
さあ行 くか猫背伸び して梅雨晴間

囲碁部会
6月 6日 (」 ∋第 9回 オール早稲田囲碁祭 (首 都圏)が 市ヶ谷 日本棋院大ホール (2F)に て行われ
。
た。260名 を越える参加があ り、当部会か らも例年通 り 2チ ーム 10名 が参加 した。全体をラン
クごとに Aか ら F迄 に区分 し、1ブ ロック原則 8チ ームの中で順位 を争 った。 当部会からは Aグ
ループ と Fグ ループ 1チ ームずつ参加、Aグ ループは前回の成績 で全勝者が 2人 いて昇段 したた
め今年はきび しい戦 い となった。順位 は 8チ ーム中 5位 に とどまった。Fチ ームは頑張 って 3位入
賞 となった。大会 と併行 して行われた昨年 プ ロになった下坂美織初段(教 育 4年 )の 指導碁 に人気が
一
集中 した。大会は 5時 頃終了 し、戦いの余韻 が さめない内に恒例の反省会を私学会館 で行 った。
部アル コール も入 り、大いに盛 り上が りをみせた。
(辰 巳徳蔵記)
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山歩 き会
日の天気予報は曇 りの予定が、当 日は好天に恵 まれ 、ハイキング日和 とな りま し
た。総勢 6名 、飯能駅 で 下車、南 口より、ゆ っ くり歩いて約 2時 間、正規の コースではなか ったのです
が、檜林 の中を目的 の 七国峠へ到着、昼食後 しば らくして、ゆっ くり下 り岩倉温泉バス停へ 、そ こか ら
バスにて飯能 まで。最後は、所沢 の 「百味」で反省会を した。
5月

22日

(金 )前

(安 次峰暁記)
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ハイキ ングは もとより今回 のヒッ トは所沢 「百味」であったそ うです

(会

ー
エッセイ)へ」車がα卒1場子
〜
員リレー
塚越

たかがウオーキング

崇 (43年 政経)

され ど
.

あなたは何故左側をあるくのですか〕
〔
私は週 3〜 4日 黒 目川沿 いの道をウオーキングしてい ます。歩いています と道の左側を歩 いて くる人 と
出会 います。その都度 どちらかが避 けますが、その回数 が非常に多いため、ある時、交番 の巡査 の方に
尋ねました。 「私の子供 の頃は人は右 、車は左 と教えられ ま した。今 は、その標語 は無 くなったんで し
ょうか ?」 巡査 の方は言われま した。 「無 くなった どころか、私達は機会 あるごとに訴えています。 し
亀 」
か し守 って頂けないのですcマ ナーが崩れてきてい るのです。それに左側通行は危険なんです がオ
マナー を守 って右側 を歩けば、
前か ら来る人 とぶつか る事はあ りませんD
お互いスムーズに行 き交い、
それに左側 を歩 くと言 う事は背後に迫 る危険に背を向けてい ると言 う事です。巡査の方が危険 と言われ
たの もこの事です。車や 自転車は左側通行が 日本 では原則 となっているか らです。
確かに左側を歩行す ることは精神的に省エネです。 自分で歩 いてみて分か ります。右側通行 は前か ら
来る危険 (こ の場合は 自転車)に 同一 レーン上で向き合い ます。怖 いです し、精神的 なエ ネル ギーの消
耗は大きいです。
これに対 し、
左側を歩 いた場合 、
前 か ら来る危険は隣の レーンを走 って くるため容易 に受け流せ ます。
そ して背後か らの危険は認識 しつつ も、危険 は避けて通 って くれるとい う身勝手な都合 の良い思 い込み
をす る ことで流 して しまいます。 この様にすれば精神的なエネル ギーの消耗は少な くてすみますЭ あま
り気を使わずにすむので楽なのです。

5

背後の危険を都合 よく流す対応については良い例があ ります。それは挨拶 の仕方 に頭れ ますc西 洋 と
日本を較べればハ ッキ リします。 西洋 の場合、苛酷な歴史の教訓か ら、 自らの命 を守 るために握手 とい
う手法 が考えられま した。 これは 「私は、あなたに殺意を持 っていません」その証拠に武器 を手に して
いない とい うことで両者 が手を差 し出 します。 しか し目は相手の 目か ら離 しません。
日本 の場合、初対面の場合で もお辞儀を します。 目を相手か ら離 し、顔を下に向け、無防備 な背中を相
手の 目の前に曝 します。殺 しの絶好のチ ャンスです。 しか し、 「殺 しのマナー」があ ります。 「背後か
ら襲 うは卑怯 な り」ですDこ の考 えが連綿 と読いて来て、背後へ の警戒意識は薄れ、危険は避けて通 っ
てくれるとい う身勝手な思 い込みを生んでい るのではないか と思われます。
左側を歩き、背後か ら事故に遭 った と言 う事であれば、それは自己責任 であ り結果を甘受すれば、事
はそれで済みます。しか し問題は別にあ ります。それはマナー を守 り右側 を歩 いてくる人と出会 って も、
自らが道を譲 ろ うとはせず、逆 ￨こ 相手を道路中央へ押 し出 し危険に曝す ことですこ前か らの危険には立
ち向か うことな く受け流 し、背後か らの危険には背を向け、自らのマナー違反 が他人を危険に追 いや る
ことな ど一顧 だ もせず 、平然 とゴーイ ング マイ ウエイです。 きわめて利己的で迷惑な行為です。
迷惑 とい えば犬の散歩 も、歩行者にとっては迷惑な話ですc
大は右 も左 も分か りませんc右 へ行 った り、左へ行 った り、時には急に中央へ跳び出 します。危険で迷
惑な動きです。大には分別 がつ きません。それ故、散歩 させてい る方に一段 の注意力 とマナー遵守が求
められ ます。 しか し注意力もマナー も全 く放棄 され犬の動きに追随 し、大が右へ行けば右、左に行けば
左 、甚だ しくは 「そ このけ、そ このけ、お大様 のお通 り !」 と言わんばか りに人を脇 に追いや り、平然
と通 り過 ぎて行 く光景 も見 られます。 人間より大のほ うが大事であるかの如きです。
江戸時代にも、これに似た時代があ りました。ご存知の五代将軍綱吉による生類憐みの令、
服忌令 (1680
年代中頃)が 相次いで発布 された時代です。開府 か ら80年 の年月が流れ、国の内外 も漸 く安定 し、今
までの槍や刀 の武力優位 とする発想か ら,忠 、孝、礼儀を中心 とした社会 の実現へ と、時代 の舵 が大 きく
切 られたのです。綱吉政権は生類 の殺生をせず 、放生するとい う仏教思想を背景 に,武 威 の論理 とは対
極 の価値観である殺生禁断 の思想 を社会に浸透 させ 、武威 に頼る論理 と価値観 を社会全体か ら否定 しよ
うと図 ったのです。
殺生禁断は野良犬の横行 ともな り、 トラブルや人体へ の危険 も多発 したと考 えられ ます。 この様な理
不尽な状況の出現にも、社会の秩序が維持 されたのは、時代を変える、社会を変えるとい う明確な意思
が存在 し、人 々がその意思を共有 し得 えたか らだ と思い ます。
翻 って現在を見てみます と、社会 に明確な意思はなく、野良大の横行に替わ り、「タ ローかわいや」、
「ジローかわいや」が横行 し、通行マナー を無視 し安全秩序を乱 し、他人への迷惑、危険 についての配
慮などほとんど見 られ ません。
動物を愛護することは素晴 しい精神だと思い ますが、これでは利 己主義 と言わぎるを得ません。
倫理観や道徳観が乱れてい ると思 い ます。 しか しそれを如何に して立て直す か、難 しい問題だとお もい
ます。絶対的 な力を持ち、明確な規範 として社会に君臨す る仏や神を私達は持っていません。
キ リス ト教、イス ラム教、中華思想、儒教、 これ らの文化圏にはそれぞれ 固有の明確な規範 があ り、倫
理、道徳を律 しています。
私たちの道徳は、何 を拠 り所 に しているので しょうれ 仏教思想、儒教、キ リス ト教、はたまた森羅
万象人百万の神 々。 全 くの ごちゃ混ぜ状態 で、状況 に応 じ都合の良い教 えを取 り出 してきているのでは
ないか と思い ます。
道徳の乱れは、道徳教育の強化 とい う論議を生 んでいます。
日本は明治時代に、それ まで人々の信仰の対象 となっていた数多くの神 々を殺 し、天皇 と国を神 とす
る国家神道 をつ くりま した。それ を強力に支えたのが道徳教育で、行 き着 いた先は悲惨な戦争で した。
私は、道徳教 育は必要だ と思 ってい ますが、歴史の事実か ら国による大掛か りな道徳教育には一抹 の不
1言

感 を拭えません。

6

そ して戦後は 自由を尊重する個人主義が浸透 しま した。西欧個人主義は神 と向 き合い、神 と強 く結ば
れ、利己主義 を克服 して きた歴史を有 していますっ「自分の行為は神 の教 えに適 うものなのか ?」 、「自
分の行為は神に対 し申 し開きの出来る行為なのか ?」 。神 と向き合い、利 己主義 を克服する上に成 り立
つ西欧個人主義c
神 の存在はな く、個人の 自由のみが強調 され、容易に利 己主義 がはびこる日本 の『 個人主義』。
全能 の神 こそいないが、私たちの周 りには多 くの神 々や仏が存在 し、生きとし生 きるもの全てを見守っ
てい る。私達 も多 くの仏や神 々に見守 られ、その慈悲 の中で生か されてい る。深 い慈悲に感謝 し、慈悲
に応えるべ く身を正す。
私達 の道徳 の本源は、そ こら辺 りに有るのではないで しょうれ
か ?、 、、、、、分 か りません。

しか し、 この考えは仏教思想なの

今 こそ 日本 の宗教界は、その存在を示す時ではないのか。金権や世俗の欲に塗れてい る時ではないの
ではないか。そんな厭味な考えも浮かんできます。
何処か近 くの 寺か ら鐘 の音 が聞 こえてきます。『 晩鐘』祈 りを込めて撞 かれ る鐘 の音。神 の慈悲に感
謝 し、敬虔な祈 りをささげ 一 日の労働 を終える。 あの光景。
鐘 の音。

タイマーにセ ッ トされた無機質な

出会い、 日にする光景か ら様 々な事を考えさせ られます。たかが ウオー キ ングなのですが、 しか し、
され ど、、、、、、、、、 とい う気持にな ります。 (了 )

東稲広報室
○ 以下の 11名 の方が新たに入会 され ました。

勁 弘 身 正 潔 一敏 明 修 郎 嗣
光 高
信 雅 正
淑 敦

崎 崎 崎 下 田 田上 山 田 田 田
尾 山 岩 山 岡 池 村 菊 竹 藤 上

(S28 政経)
(S30 理 ]1)

203‐ 0053

(S30

203‐ 0054

i審 1)

(S33 理工
(S34 考え
華手
)
E)
(S39 理里二
)

(S39

i商 )

(S46法 研修)

203‐ 0053

丁4‐ 19‐ 19
本田
本町 3‐ 13‐ 3

042‐ 471‐

203‐ 0033

中央町 4‐ 13‐ 3
滝山 2‐ 5‐ 5‐ 103

203‐ 0033

滝山 3‐ 1‐ 6‐ 506

203‐ 0033

滝山 6‐ 2‐ 5‐ 501
南 田丁1‐ 6‐ 44

203‐ 0031
203・ 0003

金 山町 2‐ 18‐ 9

(S47 政経)

203‐ 0013

(S54

'ブ :)

203‐ 0034

新川町 1‐ 16‐ 7
′生 1‐ 3‐ 22
弓

文)

203‐ 0032

再IJ沢

(S59

Iヽ

5‐ 2‐ 3‐ 2‐

1677

042‐ 473‐ 2020

506

042‐ 473‐ 8157

1207
042‐ 474‐ 8795
042‐ 477‐ 3292
042‐ 478‐ 8882
042・ 476‐ 3761
042‐ 473・ 9728
042‐ 458‐ 1717
080‐ 1708‐ 0860
042‐ 472‐

○ 当会後援 の東久留米経友会主催第 4回 文化講演会 「笑 いは百薬の長」が 9月 6日
り成美教育文化会館 にて開催 され ます。チラシ参照

(日

)14.:00よ

○ 当会ではポ ス トマ ンによる 「東稲 ニ ュース」等 の宅配を行 ってお りますが、7月 より新体制で継続
す ることにいた しま したcこ れまで長年ポ ス トマンをや って来 られた安次峰 さん、菱山さん、井坂
さん、平山さん、佐 々木 さん、帆角 さん、松崎 さん、神 田さんあ りが とうございま した。
なお、塚越 さん、福田さん、高橋 (哲 )さ ん、鮎貝 さん、藍原 さん、比護 さん、西村 さん、伊東 さ
ん、竹山さん、森 田さんには引き続 きよろ しくお願 い致 しますL

︻

平成 21年 度 ポス トマ ンを以下 17名 の方 々にお願 いいた しま した

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

:
:
*渡 辺真司 :
*小 野泰右 :
:
福田 稔
*別 処尚志 :
*小 山田朋樹 :
:
高橋哲男
*村 野建彦 :
10. 鮎貝盛和 :
11. 藍原昌義 :
12. 比護喜一郎 :
13. 西村 享 :
14. 伊東 毅￨ :
15,

塚越

崇
正
*清 水 弘

竹山信保

16.*片 岡
17.

:
:
:

‐
上野原 1丁 目、金山町 1「 日、2「 目
神宝町 1丁 目、2丁 目
氷川台 1丁 目、2丁 目
大門町 1丁 目、2丁 目、新川 1丁 目、東本町
浅間町 1丁 目、2丁 目、3丁 目
学園町 1丁 日、南沢 1丁 日、2丁 目
南沢 3丁 目、4丁 目、5丁 目
南町 1丁 目、3丁 目、4丁 目、前沢 1可

日

、中央町 5丁 目

前沢 4丁 目、5丁 目
滝山 2丁 目、滝山 3丁 目一部、滝山 6丁 目
滝山 3丁 目一部、4丁 日、弥生 1丁 目
滝山 5丁 目、柳窪 1「 目
滝山 6丁 目
野火止 2丁 目、31 日 、人幡町 1丁 目、2丁 目、31´ 日、下里 1丁 目
幸町 1 「 日、2 「 目、3丁 日、4丁 目
小山 1丁 日、2丁 目、3丁 目、5丁 目

本町 1丁 目、2丁 目、3丁 目、4丁 目、
中央町 1丁 目、2丁 目、4丁 目、6「 目
森田 隆
*印 は新たにポス トマ ンをお願 い した方です よろ しくお願 いいた します。
洋

ご近所 ま い う― 店紹介
東久留米周辺 には美味 い店 がね― な― と云 う話をよく耳に します。そんな中で も情報を集 めると
案外名店もあるものだ と感心 させ られることが度々あるのです。
今回は焼き鳥 「む さし野」を紹介いた します。
当会会員竹山さんに連れ て行かれたのは今改築中の東京都民銀行脇 の 旧市役所通 りか らちょっ と
入った間 ロー間半ほどの店、入口には白い暖簾 が掛かつていて入ると左にカウンター右 に会議でも
やるようなテーブルが一つだけ 7〜 8人 が座れ る。当然見ず知 らず同士が仲間のよ うに輪 になって
安 くて美味い焼き鳥 (実 際はやきとん)を 食いながら酒を飲む。月曜は鮮度の良い レバー刺 しがお
勧 めと竹山さんは云 う。 とにかく一度お試 しあれ。電話

:474・

3412

(平 山記

)

(編 集後記)
●いつ も青春時代 の閉 じ込められた記憶を甦 らせてくれる 「東稲 ニ ュー ス」
。永年 にわた り編集責任者 と
して ご活躍 くだ さった井坂 さん、本当にあ りが とうございま した。 まだ後任者が決まらぬ状況 ですが 、

引き続 き井坂 さんのご指導をいただ きながら、当面私がその大役を引き受ける ことにな りま した。微 力
ですが どうぞよろ しくお願 いいた します。 ●平山新会長 の 「東久留米に稲門会があ って 良か った」 とい
う声を増や して行きたい との主旨に添 うように、折 りしも新会員が大幅 に増え心強 いか ぎ りです。
●国民的作家 として揺 るぎない太宰治。生誕百年を迎 えた今年 、彼 の作品が若者たちにブームだそ うで
す。一時、「蟹 工船」もそ うで した。作品に共通点があるとした ら「苦悩や弱 さ、逆境 の 中にかすかな希
望の光がある」 とい うことで しょうハ 優れ た作品は時空を こえて現代 に生き生 きと輝 いてい ますcそ
れ も色 あぎやかに。

(大

島勝典記)

︿
Ｘ︶

