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ゴルフ部
三 田会対抗戦
お誕生会 (11月 生まれ)
「慕情」
映画鑑賞会
(金 )〜 22日 (日 )
書道部 第 5回 作品展
(月 )
ウォーキングを楽 しむ会 (新 橋/東 京)
(月 )
ラグビー観戦会
早慶戦

11月 11日 (水
11月 18日 (水

17:30ハ V

11月 20日

14 :00^▼

11月 20日
11月 23日
11月 23日

)
)
(日 )
(日 )
(日 )
(日 )

11月 26日 (木
12月 5日 (土
12月 6日
12月 6日
12月 6日
12月 6日

12月 16日 (水 )
12月 23日 (水 )
12月 26日 (土 )
1月 8日 (金 )
1月 20日
1月 24日
4月 18日

お誕生会 (12月 生まれ)
ハ ン ドベル演奏
芸術鑑賞会
カラオケを楽 しむ会
東稲 ニュース印刷

(日

)

(日

)

平成 22年度定時総会

17 :30〜

成美教育文化会館
成美教育文化会館
東久留米駅 2階 改札 口
秩父宮ラグ ビー場
東久留米駅 2階 改札 口
東久留米駅 2階改札 口
市民プラザ (市 役所内)
同 上
川ふ じ
国立競技場
東久留米 「や る気茶屋」

18:00^▼

ルネ こだい ら
清瀬 「シダ ックス」

9:00

グルメ部会 大江戸博物館 とチ ャンコ鍋
゛
散策山登 りの会 紅葉の鎌倉ハイ
キンク
第 5回役員会
講演会
東久留米市の歴 史 と文化
役員、歴代会長、部会長忘年会
ラグビー観戦会
早明戦

お誕生会 (1月 生まれ)
平成 22年 新年会

(水 )

玉村 ゴルフ場
東久留米 「や る気茶屋」

13:30

8 :00

13:00^v
15 :00^v
17:30^ウ

17 :00^v
17 :30ハ Ψ

18:00ハ ▼
14:00ハ シ

中央公民館
東久留米 「や る気茶屋」
成美教育文化会館
成美教育文化会館

[大 学・校友関係]

11月 8日

(日

)

東京三多摩支部大会

18:00〜
14:00〜

11月 14日

(土 )

東村山稲 門会定時総会

11月 14日

(上 )

11月 24日

(土 )

清瀬稲門会定時総会
小平稲門会定時総会

11月 27日

(金 )

京王プラザホテル八王子
平山、菱山、井坂 、安次峰、高橋、森 田、
菊水ホール 平山、井坂

14:00〜

清瀬生涯学習センター 菱山、竹山
14:00〜
ル ネ こだい ら
丼坂、安次峰
5回
第
東京 23区 、三多摩合同会長懇 話会 18:00〜 「西北の風」 平山

当会主催 の講演会にお 出掛 け下 さい。 12月

6日

(日

)15:00〜 市民プラザ

演題 :「 東久留米市の歴史 と文化」 講師 :山 崎 丈氏 東久留米市教育委員会教育部生涯学習課
課長補佐兼文化祭係長 郷土資料室学芸員
書道部第

5回 作 品 展

も ご覧 下 さい 。

11月

20日

(金 )〜 22日

(日

)成 美教育対 ヒ会館

書道部員 が 2年 に 1回 渾身 の力作を展示 いた しま した。 ご来場お待 ちいた してお ります。

陰 の報割
Oホ ームカ ミングデイ 。稲門祭

)晴 天の下記念会堂￨二 てホームカ ミングデイ式典が開催され、当会か ら鮎貝、藍原、
平山、高橋 (哲 )が 参加 しま した。その後の稲門祭
10月 18日

(日

で￨ま 橘、藍原両実行委員がこの一年間、記念品販売
やその準備、当日￨ま 朝 か ら夕刻まで稲門祭運営の役

,:

.

割を果た していただきました。福 田会員には昨年続
き三多摩ブースにバオバブ煎餅を出品 し 300袋 を完
売いた しま した。 キャンバスは終 日溢れ んばか りの
校友や学生達 の熱気 で覆われてお りま した。福引は
景品の 自動車、海外旅行 の当選者は当会か らは出ま
せんで したが沢山の方 々にご協力 いただきま した。
改 めて御礼申 し上げます。
(平 山正 E記 )

バ オバブ煎餅の福田さんとその伸聞達

̀〈

○ 「秋 の 旨い もの会」
の参加 を得て開催、安宅初代会長 の挨拶に 「25∞ 円で今
時分旨い ものが食 べ放題、飲み放題 とい うの
は何処にもない」 と話 されましたが正にその
10月 10日

(土 )成 美教育文化会館で 30名

通 り、鮨、サ ン ドウィッチは調達 した ものの、
今年は不作で貴重な丹波の松茸焼 き、それ を
ふんだんに炊 き込んだ松茸 ごはん、 この 日の
ため￨こ 釣 ったふ ぐ鍋、プ ロが打 つたか と見紛
う蕎麦、人気 のおや き、素朴な じゃが芋料理
佐渡のイカー夜干 し、 ソーセージ、マ リネに
お新香等 々その上飲み放題 で したか ら参加者
の評判 も上 々で した。 また渡辺真 司幹事によ
る進行は途中クイ ズや佐渡の納見さんの紹介
など盛 り上げていただき校歌斉唱 して幕を開
最後は大島さんのハーモ ニカで校歌斉唱

じま した。 ご協力いただいた皆 さま、奥 さま
に心より感謝申 し上げます。

(平 山正径記 )
[部 会報告]

○映画鑑賞会
映画 フアンの多 くの方が、大好 きな映画 の一つ として今回上映の 「慕情」を挙げる と言 う。 アカデ
ミー賞の受賞作品 として不滅 の悲恋物語 ともいわれ る名作である。 主題 由の 「恋は素晴 らしきもの」
のメ ロデ ィは、映画音楽史上代表的な名曲であ り、 この映画を更なる名 作として仕立てている。
1955年 と言えば第二次世界大戦が終わ り、日本では街にテ レビがぼつばつ出始めた頃であるぅ この映
画は、その頃の朝鮮戦争時代の香港を舞台 として繰 り広げられてい る。 ヒロイ ンのハ ン・ スーイ ン医
師はイギ リス人 と中国人 のハーフであ り、その夫は中国国民党の将校 で戦死 してお り、未亡人で恋に落
ちるイギ リス人特派員記者 マー ク・エ リオ ットは、従軍 し朝鮮戦争 で戦死する。 この時代 の背景 を思 う
に、 これを単なる恋愛映画 としてではな く、歴史的事実や記録 として観 ることも一つの視点 となろ う。
香港島のパ レスベイの美 しい風景 、甘美 といわれ る物語、主題曲も存分に楽 しんで頂きたい。

2

さてこの映画鑑賞会は、私達稲門会の皆様が楽 しむためであり、また市民の方々への奉仕活動 ともな
っています〕毎回市民の方々には、喜ばれてグリーンホールは満席に。当会の皆様にも是非 ご来場い
ただき、ご鑑賞頂くと同時に有志の方は、受付け案内など参加 して頂きたいと思います。
日時 :11月 20(金 )午 後 2時〜
場所 :成 美教育文化会館 グリーンホールで皆様のご来場をお待ちしています。
(菱 山房子記)

○お誕生会に参加 して
9月 16日

(水 )の お誕生会に初めて参加 させて戴きま した。 よく考 えてみると自分 の 「誕生会」な ど

は、久 しく経験 した したことがあ りませんで した。私 は当日仕事 の都合 で 「や る気茶屋」へ駆けつ け
たのが 5時 35分 で した。到着す ると早速大島 さんのハーモ ニカ演奏で 「Happy Bhthday to you」 と
祝 って戴き大変感激 いた しました。 また、尺人歴 30年 の平岡 さんの音色に秋 の気配 を感 じ、 しば し
世の喧騒 を忘れる思 いがいた しま した。私 はこの誕生会で 71歳 を迎えましたが、昭和 54年 に第 2文
学部へ学士入学で 3年 生に編入 学 し、56年 に卒業 いた しま した。 当時の私は 42歳 仲間達は 22歳 で

20歳 の年の差があ りま した。今 では彼 らも 51歳 ですか ら年齢差が次第 に近 くなってきま した。 あと
10年 もするとクラス会に出ても「違和感」 ?が 無 くなるのでは と思 つてお ります。年下の同級生がい
ることは大変楽 しいこ とです。
私は昭和 48年 24歳 の時に経営 コンサルタン トの草分 けといわれた田中要人先生 (1900〜 2001)に
師事 して人材採用 コンサル タン トにな りま した。翌年東京 オ リンピック、新幹線開通 を控えて 日本中
が好況感 で沸 き立っていま した。 全国 どこも超人手不足で した。そ こで田中先生が 「賃金 コンサル タ
ン トはたくさんいるが人材採用 コンサル タン トはいない」「おまえそれ の先駆けになれ」とア ドバイ ス
を頂き、この道 を進んだのが ラッキーで した。お陰様で この道 47年 とい うことで、古参 の部類 に入
るようにな りました。 まだ、顧間、役員をつ とめる会社が 20社 ほ どあ ります ので、80歳 までは頑張
りたい と思います。 また来年 も 「お誕生会 」へ参加 させて頂 くことを楽 しみに してお ります。有難 う
ございま した。
(酒 井正敬記)

10月 は高橋 さん、河村 さんがお誕生 日

りま し

○ 第 32回 ウォーキング(第 7回 山手線巡 り 。品川 〜新橋)
9月 23日 (水 、秋分 の 日)さ わやかな秋 日和 の一 日、総勢 21名 (内 女性 8名 )の 参加 を得て
「山手線巡 り・品川駅〜新橋駅」 の ウォーキングを行なった。9時 東久留米駅 に集合 し、西武線
普通電車にて池袋へ。池袋駅 にて 1名 の方がはぐれて しま うハプニングがあつたが、何 とか山
手線にて品川駅で下車 しウォー キングを開始 した。東禅寺を経て泉岳寺へ。泉岳寺では忠臣蔵

3

で名高い大石内蔵助以下四十七士の墓地を参拝 し、彼岸 の中 日で もあ り皆で線香 を供えて義士
の心に思 いを馳せた。「お しろい地蔵」のある玉鳳寺では、赤い曼珠沙華 がち ょうど真 っ盛 りで
秋の風情が感 じられたこ
次に慶応大学三田キャンバスに入 った。 キャンバ スは緑が多 く落ち着いた感 じが したこ祝 日の
せいか学生はほとん ど見られず、幸い木漏れ 日の下￨こ 円テーブル、綺子 が数組 ある場所を見つ
け、そ こで昼食をとった。雑談 しなが らの野外 での食事は心和む ものだつた。
そのあ と愛宕山の愛宕神社を参拝 した。愛宕山に上るに際 してエ レベーターで上る人、らせん
階段の人、急勾配 の石段を上る人と3方 向に分かれた事により、頂上の神社 での全員集合が出

来なかった事が今後の反省点である。 浅野内匠頭 の切腹の地跡の立て札を見た後、JR新 橋駅
に 2時 半 ごろ到着 し解散 した。約 7km、 3時 間の ウォーキングで全員楽 しく無事完歩すること
が出来た。そのあと駅近 く居酒屋にて打ち上￨ず を行 って ウォーキングの疲れを癒 した。
(森 田 隆記)
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O書道部会

第 11回 練成会
平成 21年 9月 5日 、6日 の両 日、1泊 2日 の 日程で恒例 とな ってい る練成会が箱根仙石原で開かれ
ま した。参加者は総勢 8名 (現 地にて参加 1名 を含む)で 東久留米駅前 か ら、それぞれ割振 られた自
動車に乗 り、東名高速 を利用 して御殿場 ICか ら箱根に向かいま した。
当日は 9月 に入 った とは言え、まだまだ暑 い 日であ りま したが、交通渋滞 の影響 もほとん どなく、お
昼頃には箱根仙石原に無事到着。昼食 を取 ったあと 「箱根湿生花園」 にて集合写真を撮 り、秋 の七草
を見なが ら園内をゆっ くり散策、箱根 の 自然を十分に堪能 しました。
午後 3時 か ら宿泊所 (某 保養所)に 到着、とりあえず箱根 の湯 に浸か り、旅 の疲れを癒 し、練成会第
1部 がスター ト。各人が持参 した 「市民文化祭」参加作品 (未 完成の物を含む)を 室内に展示。作品
についての完成度 を極めるために、自由に意見を出 し合 うことか ら始ま りま した
午後 6時 か らは、参加者全員による懇親会が開かれ、最高級 の美味 しい料理 と美酒 を堪能す る ことが
c,

でき、楽 しい時間を過 ごす ことができました。
懇親会終了後部屋 に戻 り、練成会第 2部 が スター ト。有志が持参 した銘酒 を飲みなが ら時を忘れ て、
作品の講評 さらには人 の生きざままでに話が及び、まるで学生時代に戻 ったような気持ちにな りまし
た。 翌 6日 晴天Э朝 食後、練成会第 3部 スター ト。参加作品について、武藤先生か ら講評 と作品完成
への指導 ,ア ドバイ スを頂き、練成会 ,ま 無事終了。10時 に宿泊所 を出発、参加者全員でポー ラ美術館
に展示 されてい る 「肖像 の 100年 」 (ル ノワール・モデイ リアーニ ̀ピ カ ソ)を 見学 しま したが、そ
の完成度 に感銘を受けま した。 その後、有名な富士屋ホテルの レヌ トランで豪華な昼食を頂き、帰路
に着 きま した。箱根 の雄大な自然 と偉大な芸術家 の絵画に触れ、作品へ の創作意欲 が大きくなった練
成会 とな りま した。
(片 岡

○囲碁部会
9月 27日

(日

洋記)

)「 稲穂会」が新学生会館 (記 念会堂裏)で 行 われ ました。 この 日は例会 日と重なっ

たが、苅草、小仁井両氏が当部か ら出場 した。 10月 23日 (金 )に は早稲田囲碁界の幹事会 が校友サ
ロン (早 大タ ワー ビル 16階 )に て開催 され、小仁井氏が代表で出席 した。席上 12月 5日 (土 )に 「オ
ール早慶囲碁祭」が行われる旨の連絡 があ り当部会 には 6段 以上 2名 と幹事役 1名 、計 8名 程度 の出
場依頼 があった。
恒例 の囲碁合宿 は、11月 28日 (土 )〜 29日 (日 )に 決まった。場所は好評だ った昨年 と同 じ奥秩父
の囲碁 の宿 「越後屋旅館」である。現在参加者 10名 (内 西東京稲門会か ら 1名 )で 、対局方法 につ
いては検討 中である。昨年の大会終了後の決定事項 として、上位 の人、員
「 ち苅草、小仁井 の各高段者
「
に土をつ けた者には 金星」 として金一封 を進呈す るので、お互い大 いに頑張 りたい ものである。
0辰 巳徳蔵記)

部会 だよう

俳句部会
平成 21年 9月 20日

(的

第 111回 句会

関 口芭蕉庵

今年 の秋 の吟行は例年 よりlヶ 月早めて、飛び切 りの好天に恵 まれた 9月 20日 、神 田川 を挟 んで早
稲 田キャンパ スの対岸 にある新江戸川公園周辺を舞台に開催 した。シルバー ウィー クと重なったせいか、
参加者は男性ばか り 13名 。桜並木 の続 く川岸 の歩道か ら公 園、椿 山荘の庭園や胸突坂、関 口芭蕉庵 と
聖マ リア大聖堂等 々Э句材 が多す ぎても日移 りばか りして句作に苦労す るЭ

¨
む

句会場は関 口芭蕉庵の座敷を借 りた。神田川沿い、胸突坂の入 口￨こ あ り 1677年 か ら 4年 間、松尾芭蕉
二「古池や」の
が神田川改修工事 ￨■ 携 わ った頃居住 していた跡地 とされる.園 内には樹木多 く、池 の畔 十
句碑 がある。
(三 田畔巣記)

高得点句
神田川落葉筏のゆつ くりと
洞窟 のマ リア￨こ 秋 の燭点す

馬場清彦
松尾良久
大久保泰司

木食 の愛 で し水鉢秋映す
木漏れ 日を蕊に集 めて曼珠沙華

松尾良久

神田川 三畳一間 も天高 し
同 じ秋東京 と江戸神 田川

大久保泰司
馬場清彦
比護喜一郎

古池 にみずひき添えて下屋敷
俳聖 も水道 工よ赤 とん:ゴ
天高 し胸突坂の芭蕉庵

桜庭 明

曼珠沙華朱に魅せ られ し黒あげは

松田博雄
安宅武一

蒼天の胸突坂や 大銀杏
千草踏み細文字美 しき碑にまみゆ
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それぞれ の構想 を胸に良い仲間です

余計な ことは考 えずひたす ら専心

平成 21年 10月 18日
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第 112回 句会
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名月や縁 にもうけ し白寿の座
名月を池 に落 として興福寺
千
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屋根 の上猫 も月見かシルエ ッ ト
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少 年 時代 と川 遊 び

橘 優治 (41年 商)
今年は 5月 30日 か ら6月 2日 の 3泊 4日 サ ンモ リッツ倶楽部 (早 稲 田大学商業英語研究会のメンバ
ー)全 員そ ろい踏み の旅で した。角館、秋 田、白神、不老不死温泉、斜陽館、五所川原 の立俵武多、弘
前城、津軽三味線 の 「ふるさとの響 きあいや」奥入瀬 の 2時 間 ウォーキング、人食センター での打ち上
げと盛 り沢山で した。 大内君 と私 の故郷 ツアー とい うことで もあ りま した。
大内君 の出身校 の秋 田高校 の訪間が印象 に残 りま した。大内君 の育 った街 の話を聞きなが ら秋 田高校
に到着。野球部員がランニ ングの最中にもかかわ らず、我 々に挨拶 して くれた ことです。まず感激。大
内君が学んだ高校 の場所 と現在は違 つてい るとのこ とで したが、高台の市内か ら日本海 まで一望出来 る
ところで した。 大内君が良く大学時代聞かせて くれた校歌が思い出されま した。 また大内君 を育んだ秋
田の風土、良き街、校風 と納得 がいきま した。
俳句な ども作 りなが ら奥入瀬 ウォー キングを楽 しみま した。十和田湖 の子 ノロか らバ スで人戸駅 にむ
かって帰途 につ きました。途中、大戸町を通 り、偶然にも私 の郷里、五戸町北市川を通 りま した。皆 さ
んに、私 の育 った田舎だよとつい大きな声をだ しま した。本 当にラッキーで した。 この北市川村は私 の
両親が生まれ育 った ところです。私 も一年生まで過 ごしま した。太平洋戦争 が激 しくなった頃、練馬 の
豊玉 (今 の練馬駅 か ら徒歩 5、 6分 の ところ)か ら故郷へ疎開 して来ま した。親父 は自動車 の免許 を持
っていたので、農協の トラックの運転 を主に担 当 していた。幼稚園 もない村で したので、 よく親父 の車
に乗せてもらい、農協の精米所 が遊び場で した。仕事 が終 わると飲み会が開かれ 、南部センベイ汁 もあ
った記憶 があ ります。その会では親父 の仲間か ら優治 うたっこ歌えとかいわれて歌 って少 し駄賃をもら
ったこ ともあると父か ら聞か されま した。 その頃か ら酒はちょっ とずつ飲 んでいたよ うです。
北市川 と上市川 の間 に五戸川が流れ ていて大きな堰があ り、そ こで良く仲間 と泳 いで遊 んだ。腹 が減
るとキュ ウリに味噌をつ けて食べ たことや、学校帰 り五戸川 の浅瀬 を渡 り土手を遊びなが ら帰 ったこと
が思 い出され る。
小学校 2年 の時、人戸の近郊 の桔梗野 に移 り、轟木小学校 の分校 に入学。 3教室 しかない分教場 であ
った。 1年 生 と 2年 生、3年 生 と 4年生 、5年 生 と 6年 生が一緒 だった。 小学校 5年 生にな った時、 よ
うや く各学年がそれぞれの教室にお さまるよ うになった。学校 か ら 20分 の ところに大きな沼があ り、
ここで もよく泳 いだ。 また、自転車で 4〜 50分 行 った ところに市川浜があ り、 ここで も泳 いだ り、地引
網を引く真似事を した。その真似事 だけでもバ ケツー杯 のイ ワシを持たせて くれた。
親父もお袋 も喜んで くれた。天気 の良い 日曜 日は市川浜によく通 った。イ ワシは我 が家 のおかずにも
な つたが、父の良き酒 の肴 にもなっていたよ うだ。大雪で近 くの陸奥市川駅 の駅舎 が一部倒壊 し、駅 の
近 くの池 の側に廃材 が積まれ ていたので、仲間で筏を作 り、冒険 ごっこを して、 トムソーヤ気取 りで遊
びまくった。私 の少年時代は川・ 沼・池・海 が私を育てて くれたようなものです。
小学校 6年 になる時 、東京の練馬 に引っ越す。そ して近 くの練馬 の南町小学校へ転校、そこで初めて
給食を食べた。 小学校 の水泳大会で 1等 にな り、区の大会に出場。相撲 も強かったので苛めに会わなか
った。
中学時代 は水泳部に入 り、2年 、3年 とキャプテ ンを務 めた。中学 にプール がなか ったので豊 島園で
練習 させてもらった。費用 はどうしたのか記憶 がない。ビー ト板 も工作室で自分で作 り、練習に励 んだ。
シーズンオフはバ スケ ッ ト部やバ レーの練習に参加 させてもらい、バ レー部 の女性 と仲良くな り、練馬
の縁 日を部員たちとぶ らぶ ら楽 しんだことも楽 しい思い出です。少年時代 の思 い出を記 しま した。
いま我 が家 の近 くを流れ る落合川 の清掃 と遊歩道 の本 々の手入れ、草取 りをする市民ボランティアに
参加 し 15年 にな ります。川 もきれ いにな り、子供たちが川遊びや魚 とりに興 じてます。また清流を棲

″

みか とする翡翠 (か わせみ)も 見かけ、カメラマ ンが行列す るようにな りました。昨年、落合川が平成
名水百選 に選ばれま した。選ばれた理由は、落合川を分担 している各ボランテ ィアの活動 の総体が評価
された との ことで した。 この活動をず っ と続 けて行きたい と思 っています。そ して全国 の川巡 りもこれ
か ら自分の楽 しみに して行きたい と思 ってい ます。
夏川 を越す うれ しさよ手に草履
￨1
思 い切 り悪 い子 もゐる夏のり
水馬

蕪村
福田甲子雄

(あ めんぼ う)や川底の影木馬な り

優治

落合川おは ぐろ蜻蛉まみゆけ り

優治

ご近所 の ま い う― 店紹介
焼肉 「万開」
東久留米に焼肉店は数あるが、ここの焼肉店はぜひ一度足を運んでほしい。中央町のケンタッキーを
目印に、その並びの高松接骨院隣に小さな看板が 目をひく焼き肉店があるЭ店内は椅子席と小上がりで
せいぜい 40席 ほど。 メニューはカルビ、ロース、ミノ、タンなど一皿 700円 〜で、どれも肉厚で盛 り
もよい。 ここではやや値は張るが特上ロースをぜひ試 したい。厚切 りされた肉が 6枚 のって一皿 2300
円。決 して焼きすぎず突る程度で食べると一層おい しく軟らか くいただける。ほかにも 3種 のキムチ盛
り合わせ 1200円 、特上 ロース肉と同じ肉を使ったユ ッケ 1100円 も定番メニューだ。クッパ、冷麺など
もあり、メニューによつては小サイズの リクエス トにも答えてくれるア ットホームな雰囲気も地元なら
で￨ム 週末は家族連れで賑わうので予約をおすすめする。
■1471‐ 8899
中央町 2+13

(平

山美晴記

)

ボ リュー ムた つぷ り
左 が特上 カル ビ
右 が特 上 ロー ス

カラー でな いのが残念

東稲 広 報室
当会会員梶井琢太さんの住所が 203‐ 0053 本町

1・

12‐ 26‐

307に 変わ りました。

(編 集後記)

「俳
「旨い もの会」、
●秋は人の心 をざわつかせ、行動に駆 り立て るので しょう力、「ウォーキングの会」、
句部会」等 々、盛況 だったよ うです。季節だけではない役員、幹事 の方 々を始め会員 の皆様 の熱 い思 い
のエネル ギーの結集 に他あ りません。清 々 しい冷気 の中、物理的年齢を忘れ たかのよ うな会員 の若 々 し
さは稲門会をますます熱 くさせます
「
ベ
バマ大統領が来 日します。普天間移設、ア
・ 核なき世界」を唱 え、今年 のノー ル賞 に決まったオ
フガン支援な ど大きな懸案 が横 たわっていますが、期せず して広島、長崎両市が五輪招致す る意向を表
明 しま した。「東京」と違 って理念があ リイ ンパ ク トがあ ります。原爆 を人類に向けて投下 した唯一の国
「プラハ演説」
の責に者 として も、その両都市を視察 して もらいたい と切 に思 う。その願 いがかな うな ら、
をより色濃 い ものにす ると信 じるか らですc
●いつ まで もこのままでいて、 とすが りつ きた くなる ような この季節。思 いっき り躍動 し羽ばたきま
島記
せんかcキ ンモ クセイの甘 い香 りが静かに燃 えて円熟の秋です。
(大
)
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