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!999年 3月 発行

木本番の季節 となりました。会員の皆さまにおかれましてはお元

気でお過ごしのことと存 じます。中央稲門会 もこの 5月 で 2年 目

を迎え、活動を更に充実させていきたいと考えています。こんな

ことをしてみたい、あんな企画を実現 して欲 しい等々、どしどし

ご提案 くださいますようお願いします。 5月 28日 の総会 。大パー

ティーでお目にかかるのを楽 しみにしています。

藤井和会長代行

会員の皆さま、年 1回 の総会・大パーティーです。万障お繰 り合

わせの上、 5月 28日 0の夜は中央会館にお集 りください。また、

大バーティーには者5内 23区稲門会の会員 も参加できます。ご家族

はもち論のこと他区の友人、知人もお誘いください。お願い :会

員の方は同封のはがきで出欠のお返事 を5月 10日 までお願いしま

す。会員でない方は事務局 まで中し込んで くだ さい.[FAX
55608752か郵送で。〒1040054吋 !央区勝どき4132201]連絡

先・名前・所属稲門会名をお忘れなく。交換用名刺は100枚 以_11お

持ち
~下

さい。

【ご案内】

日時 :1999年 5月 28日 0夜 6時半から9時 まで (6時受付開始 )

会場 :中央会館7階 銀座2156中 央区役所の高
'生

道路はさんで向かい

会費 :¥5,000

プログラム :

第 1部 総会

1.98年度活動報告並びに会計報告

2.99年度活動計画並びに予算審議

3.井 IIl会長逝去に伴い会長、百」会長選任の件

4.そ の他

第 2部 寄本先生対話講演「地方行政のありかた」

第 3部 大パーティー

オープニングはこまち―ずのお囃子演奏で景気よく。名刺交換大

競争/ビ ンゴゲームで大いに会員交流を楽 しんでください。

ビン ゴゲ ー ムの 賞 品協 賛 の お願 い。

rll間 の 皆 さ ま、 幹事 の 皆 さ まに は 協賛提 供 をお fllい して い ます .

ノベ リテ イ グ ノズ、 テ レカ なん で も結構 です 。 協 賛 lt供い た だけ る方 は ト

ry.局 までFAXに て ご迪 糸各くだ さい。

大パーティー協賛・協力会社 (順不同・敬称略)3/5現在

銀座菊廼合本店/銀座ヨシノヤ/銀座松屋/銀座松坂屋/銀座大

志満/お 多幸/やす幸/朝 日新聞社/イ ベントサービス/コーポ

レイトソフトウエア/月 島機械/東京 ドーム/ギ ンザコア

121用 110自 tl第31回1東京23区連含大会に330名の校友が出席。

早稲1爾の社に轟校への熱き|おもいが結集      ‐

当日はみぞれ混 じりの悪天候にも関わらず、東京23区全区の稲門

会が勢揃いをし、無事連合大会を終了した。奥島総長からは熱き

おもいを込めて新幹線駅が本庄の学国内に出来ること、いよいよ

FAX 5560-8752 校友会事務局便り

Nθ.4

早稲田小学校創立が本格化すること、地方での大学作 りに早稲田

大学が積極的に協力していくことなど大学の最新情況が語 られた。

また大学は生涯学習の場 としていつでも校友に門戸が開かれてい

ることを強調された。今回の「金融経済再生への道 と日本経済の

今後を語るJの パネル トークではダイヤモンド社の岩佐氏/日 本

経済新聞社の小島氏/日 本証券研究所の紺谷氏/ア ジア太平洋研

究センターの西村教授/西川政経学部教授により白熱 した論戦が

繰 り広げられた。参力Π校友からはさすが早稲田らしい企画 と人好

評だった.東京には校友が11万 人いる現在、大学にとっても校友

にとっても東京23区全区に地域単位の稲門会が結成されて大学 と

交流していくことは大変意義のあること。これからは区単位の稲

門会が相互に情報交換をし、活動の交流していくことは早稲田大

学にとっても校友にとっても更なる発展につながっていくことと

思 う。当会からの参加者 :藤井和/中 多泰子/田 中見世子/鈴木

詩一/佐藤誠/森日源吾/今村義治/西田紘一/森治郎/大田英

雄/清田博/五 卜嵐勝正/橘憲正/北村光嘉/渋谷侑/久保博の

各氏 [順不同]

校友会本部便り

矢谷憲一事務局長の定年退職に伴い新事務局長には口元周策 [総

長室校友課長]が就任 しました。東京23区 は 1か ら3ま での 3ブ

ロックに分けられます。中央稲問会は第 1ブ ロックで校友連携強

化員には大学職員の加藤幸男氏が終身で当たります。第 1プロッ

クは足立、荒川、江戸川、葛飾、江東、墨田、台東、中央 となっ

ています。第 2ブロックは板橋、北、新宿、千代田、豊島、中野、

練馬、文京。第 3ブロックは大日1、 渋谷、杉並、1壮 田谷、謂1川 、

港、日黒。なお三多摩地区は第 4-第 6ブ ロックの 3ブロックに

区分化されています。

1999年度校友会主要行事 大学にて開催

3/12 春季代議員会

6/26 商議員会

10/7 秋季代議員会

10/24 ホームカミングデイ・校友大会

11/27 商議員会   未定 校友代表者会

〒1698050新宿区戸塚町1104(早稲田大学大隈会館N棟 1階 )

TEL 3202 8040/FAX.32028129

E― mailialumni(2 nln.Ⅵ ′aseda ac.」 p

ホームベージ!http://www waseda.ac ip/alumni index i html

住所変更・改姓等連絡専用 フリーダイアル 0120009017

年会費 [¥3,200]納 入は事務簡素化のため自動振込をお願いします。

中央稲門会日座 :さ くら銀行 日本橋束支店普6737745

[会計幹事/石田 名簿幹事/橋本 ]

硫鰈麒日OKY0



初め|まして、|よろしく 一会員便リー

銀座好 き五代の飯泉定男さん

芝で生まれて銀座で育つ。これが私の身Jl.H召和10年 に祖父・父

と共に現在の人重洲に移 り小学校は京橋H召 和、中学はFll大イ」
‐
属、

大学はご存じ早稲田と山手線の中。現住地は千代田区富士見 (靖

同神社の脇)。 父祖の感化 も有 り、子供の頃からの根っからの銀座

好き。現在経営する会社は人重洲二丁 目の高速道路の脇に有 り、

銀座は日と鼻の先。息、子は千代田区で育ち山手線の学校ばか り。

イЦし大学は慶應。孫は聖路加で生まれて千代田区育ち。今度泰明

小学校に入学。また銀座好きが一人増えます。

石山貴志夫さん

朝 日新聞社の事業開発本部に勤務。 1月 23日 から得する情報 。ブ

レゼン トを集めたタウン紙『あさひ暮 らシック」の発行に携わっ

ています。ダブロイ ド8ページで毎月 1回 、第 4土曜日発行。旅

行招待・映画招待・物産品ブレゼン ト・グルメ情報等の情報紙で

す。「あさひ幕らシック」を120万部にしたいとのことc問い合わ

せ先 :55407679

大田英雄 さん

商学部、昭和57年卒。学生時代は私の人生のうちでも特別な重さ

を持っている。20オ というのは広い社会の事はみな初めての経験

で、あちこちにぶつか りながら泣き笑いし成長 していくのかなと

思 う。他の大学 も腫i白 い所 もあるか もしれないが、やは り早稲 [Il

でよかったと思っている。卒業 して17年 もたつが、今でも大学周

辺に行 くと月旬にせ まるものがある。それにしても大学 l‐l辺の建物

など結構変わってしまった。私、 1年半前に独立 して苦労 してい

るなと思 う事があるのですが、勇気づけられる事がよくあります。

その日はああ今 日はよかったなと思います。 Fl_稲 111だ というだけ

で胸をひらいて話合 う事がしやす くなるのですから出身者は得で

すよね。中央区と東京23区の集まりが整い良かったと思います。

今後 ともよろしくお願いします。

田辺信夫さん

5人の男ばか りの孫がいますがその最年長の孫が慶應に合格。本

人が「駒場東邦の同級生がほとんど慶應に入ったし三田なら家か

ら歩いていけるからJと 申しますので早稲田に合格 しながら慶應

を選びました。残念。 しかしあと4人いますので「三代日」を何

とか実現させたいと存 じます。三代続いて甲稲田卒をかなえたい

とのこと。

田中芳子さん

1972年文学部卒。文芸誌・書籍などの編集に長 く携わってきた。

近ごろは現在刊行中のある古典文学全集の校間が中心になってい

る。仕事はなかな力y決適だ。最近は分野を問わず、校閲者が途方

に くれるような言語不明瞭・意味不明瞭な原稿 (発言も?)が多

いのだが、古典に関してはそのような悩みは最小限で済んでいる。

時の飾にかけられ、のこったものにはゆるぎがない。その明快さ

が、ほっとした気持ちにさせて くれているのだと思 う。

会員紹介1原稿1募りますo28宇文10イラ以内。メ切は5/末

谷口美樹 さん

中央稲門会の皆様、初めまして。中央区に幕 らし始めて17年 が経

ちました。1991年に仏文不
'}を

卒業し、現在は大手用で銀行勤めを

しています。趣味は観劇 と読書 (特に ミステリ系)こ れからもよ

ろしくお願いします。

原山京子さん

1985年社会科学部卒。現在総合デイスプレイ業の白水社 (茅場町)

にrlJ務 致 してお ります。専門店・百貨店・SCな どの商業施設、

博物館・史料館などの文化施設、オフィスショールーム、博物館・

展示会などの各種イベント等の企画・設計・施工の会社です。新

規出店や リニューアルなどをお考えの方どうぞご一報下さい。趣

味は音楽 (大学時代はオリジナル曲をバン ドで演奏 して楽 しんで

お りました。)油絵、ゴルフ、 スキー も。

矢澤由彦さん

1995年法学部1卒。中央区に住み始めて 9年程になります。 もとも

とは北海道の釧路の出身でして、釧路の街がとても寒かったので

どこか気候の暖かいところへ行 きたい (し かもできれば都会)と

思い函館の高校を経て東京へ とやってきました。両i親 をはじめ一

族がほとんど早稲田卒の為か自分 も気がつ くと入学 していました。

現在は不動産会社に勤めています。今の住まいは通勤時間30分、

銀座にも歩いていける便利な立地の為 とても気に入っています。

若林正義さん

学校生活は学業はともか く楽 しい思い出ばか り。安保闘争ではFTl

会の周 りを2日 間もデモったり、早慶六i菫 戦の時は球場で 5日 間

も野宿 をしたり歌声喫茶「カチューシャJで合唱したり。 しかし

卒業と同時に地獄の生活が始まり辛い思い出も出来ました。 しか

し学国で学んだ早稲田精神 (チ ョットオーバー ?)と 友人達の励

ましに助けられ今では細々と平和な日々を送っています。昭和15

年 1月 20日 生まれ。妻 と娘3、 たりと娘婿 との 5人暮 らし。明治食

興経営。

ワイン1教室体験記

エノテカ TELi3289 8081東 幹事の手配により1月 9日 銀座 コ

ア 7fの エノテカビンキオー リで新年会を兼ねてワイン初級講座

を行いました。参加者総勢10名 。エノテカはフィレンツェにある

ミシュランガイ ドで最高位の 3つ星を獲得 した「ワインの豊富な

店という意味Jの リス トランテだそうで世界でフィレンツエと銀

座 しかないとのこと。シェフソムリエの有泉さんは12年有のキャ

リアを持ち数々のソム リエコンテス トでも優勝 した方です。学校

スタイルで初級にしては大変アカデ ミカルなワインテーステイン

グ講義を神妙に伺いました。グラスを変えて 4種類のワインをテ

ーステイングしましたが、有泉さんの講義を聞きつつ利き酒をし

ているうちにだんだんと日も軽やかになり、最後の山形顧間差 し

入れの「グラッパJ(ワ インの焼酎版 ?)を テーステイングする頃

には酒は楽 しく飲むべか りけ りとなったようです。ワインを 3倍

楽 しむの秘訣をお教えします。 1.色  2.香 り3.味わいの 3

つの観点から飲むとよいそうです。また、赤ワインは最初に一口

飲んだあと、酸化させるために揺す りながら飲むと香 りが変化 し

ていくのでお試しください。甘み・酸味・塩味 。苦み 。渋み・ア

ルコール分のバランスがとれ、かつ飲んだあと5秒 くらいたって

余韻が残るワインを飲んでl末わいが分かるようになるまでl~は ど

れだけ授業料を払 うのかは聞き忘れたので興味ある方は有泉さん

をおたずね ください。


