
申央1穏麟会111'`書鐸錆呻1奉等rlilマ

Ъ 編 .....:..・ 幸華
=議

轟 轟 品 む蘊 卒轟 菫品 轟 轟 部 鞘 s癬 蝉 蜘 欄 榔 榊 轟 岬 :|

1999年 9月 発行

=集 まる。集まれ・集まれば・集まろう=
中央稲門会ならではのうれしい行事

ご家族・友人もご一緒に参加 ください。

赤穂義士引揚げ道中体験ウオーキング

日  時 :10月 16日 (土)午前 9時 30分集合

場  所 :両国回向院山門前
」R両国駅下車徒歩 3分・都バス「133豊海水 ri l阜頭―亀戸

行/緑一丁目下車徒歩 5分
コ ー ス :回 向院→吉良邸→両国橋東詰めの小公因「日の恩

やJの碑→永代橋 (赤穂義士休息、の地)→亀島橋→ (堀部安

兵衛)→聖路加病院 (1日 浅野匠の頭上屋敷)→築地本願寺 (間

新六の墓碑)→東銀座些=当 壁泉岳寺 (浅野家吉提寺 四十七

士の墓参 )

1:30頃料亭牡丹に到着…牡丹にて懇親会後解散

会 食 代[飲物込]:¥5,000牡丹は校友経営の本格

料亭。港区芝浦1 15 6 TEL.34528821

最寄 り駅都営地下鉄三田駅 7分・」R田町駅 5分

解散時間 :午後 4時頃

申込方法 :同封の葉書で10月 8日 まで事務局宛ご返送ください。

雨天の場合 :小雨決行。だだし大雨、嵐等の荒天時は中 lLと な

りますが当日、判断に迷 う天候時は中多幹事 (TEL 3666 5533)
へ問い合わせ ください。遅い中食なので腹ごしらえをしっか り

一企画 |

好評第 2弾 築地ツアー

お魚資料館と魚四季での魚三昧会

日  時 :11月 6日 lEL)11時 30分

集合 場所 :築地 本願 寺 正 門 前

コ ー ス :勝 どき橋際のお魚資料館見学・水産学博士_l■本一

男館長による特別講座「魚ツウになろうJ

昼 食 代 :¥3,000位

解散時間 :午後 2時 30頃

申込方法 :同封の葉書で10月 8日 まで事務局宛ご返送 くださ

い。雨天決行―鈴木幹事担当          ―企画 2

ワセダはふるさと 一ふるさとワセダー

10月 23/24集まろう一ワセダの社に
10月 23日 は全国校友代表者総会、10月 24日 はホームカミング

デイと校友大会です。それに呼応 して今年から45万校友、 5
万学生、 2千教職員、地元、が一体 となって「クローカルユ

ニバーシテイ早不階田Jを 目指 して「メ、るさとまつ り」キャン

ペーンを大隈講堂中心に くりひろげます。 2日 間学生時代に

もどるワセダならではの企画です。友人、ご家族お誘いの上、

ぜひ足をお運び ください。

Nθ.δ

「.:、 るさと」キャンペーン会場は

大隈庭園/大隈講堂/大隈小講堂/ワセダカルチェラタン界隈

日   日寺:10月 23日 l■)・ 10月 24日 (日 )

午前 10時～午後 6時
山形から餅つき、福島から芋煮、新潟からは産地直送物産を、

地元東京からも参加を予定。

劇団ふる0と キャラィヽンによるカンートJナ |=ミ |ユ ■|ジ |カル公演

「暉のフアミリニi億円の花婿1111■

日時 :10月 23日 01‐ 12131申場‐11時開演■■
| 1  前売リチケット|¥12150●■||■■‐■|

不景気・環境汚染・就職氷河期めちゃくちゃになってしまっ

たニッポンの現実に愛 と勇気をもって明日を生 きる人々の姿

を描いた ミュージカルです。友人、ご家族お誘いの上ぜひ大

隈大講堂へ。前売 リチケットは事務局で取扱中。

TEL.5560-8751/FAX.5560-8752田 中ヘ ―企画 3

大隈小講堂では同23日 10時 より「棚田学会シンポジウム」が

開かれます。写真展同時開催。

棚 IFI学会は日本人の原風景ともいえる棚田が放置され失われ

ようとしていることに警鐘を鳴らし棚]田が果たしている役害Jを

総合的に調査研究しています。地質学、歴史学、民俗学、土木工

学、農学など広い範囲での研究者による意見交換を行います。

ホ ー ム カ ミン グ デ イと校 友 大 会 は 10月 24日
本年招待される方は卒業後、25年・35年・50年、昭和25年、

30年、40年、50年に卒業された方々。当日は午前中の式典に

続き多彩なア トラクションもありあわせて今年から学生と一

体 となっての「3、 るさとまつり」も併催されいっそう賑やか

になりそうです。該当者で大学から招待状が来ていない方は

右記まで。 TEL 03 5286-3819

秋といえば芸術の秋、わが早稲田大学には演劇博物館 (演博)

がありますね。わが町中央区には歌舞伎座がありますね。わ

が学友には大勢の演劇ファンがいらして歌舞伎好きや中には

本物の歌舞伎役者さんもいらっしゃいます。とくればホラう

ずうずしてきましたね。あなた好みの「秋の感激・観劇会」

を企画提案 ください。実施期間は今からですから11月 以降が

適当でしょうか。 9月 末まで。佐々会員が協力くださいます。

斬新なアイデアと実行力のある同志を求めています。

8/21江 戸川召集により連絡会開催。校友大会へのブース出店、

メ、るさとまつ りへの協力、早稲田野球部・応援部OBに よる秋

の野球戦応援活動への協力など。9/29会長・事務局長等連絡会。

漑輻鰈田OKY0
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F・ 稲 田 と 私

1957年商学部率 山形 泰雄

在学時代アマチュア劇団で芝居にのめ り込んでいた私にとっ

て、キャンパスの思い出は殆 ど無い。卒業だけして役者にな

る積 もりだったからだ。親の反対でその夢が果たせず、やむ

なく現在の会社に就職 し今 日に至っているのが不思議な位だc

そんな自分にとって卒業が決まり友人と3人で九州へ旅行 し

た事が正に「早稲田と私Jの llL一 の思い出となった。学生服

に学帽のいでたちでの九州一周旅行は青春の言L歌 と言っても

良いものだった。予約 もない旅館は学生服の我々に寛大で特

別待過をして呉れたし、時には早稲田贔反の女将さんも居て

'西

を呑ませて呉れたりもしたっ三角の旅館では地元の警察著

長 (勝手に想像 したのだが一)と 芸者のからみで眠れない一

夜 も会った。 3人旅は喧嘩の連続でイ中に立った友人一人嘆き

放 しだった。その友人は一昨年他界し寂 しいお もいをしてい

る。この旅で早稲田の学生であることの思いを強 くしたのだ

が、その翌月には卒業式を迎えてしまったc青春には悔いが

つきものなのか。

当会顧問 (株 )松屋勤務

早 稲 田||と 1私

1910年商学部卒 石F井癬肇二良Ь

このたび松川さんのお誘いで入会致 しました。私は昭和2911

に早大付属高等学院に入学 したが、当時の学院は穴八幡の下

にあり、正門から緩やかな坂を上がると4階建ての本館が会

った。だが新入生11ク ラスの校合はそのイf側二棟で歩 くと廊

下が ミシミシ音のする木造平屋のオンボロなものであった。

入学 してす ぐ私 を含め 5, 6名 の生徒が担任に呼ばれクラス

委員 2名 の選出を行ったが、田合者 (神奈川県大磯町)の私

が何 もいわないうちに九州の奴と一緒に委員に決まってしま

った。者6会育ちの連中が要領よく逃げたのには驚かされ。結

局毎年小使役を勤めたが体育会系の生徒の代返や試験時のノ

ー ト貸 しなど世話をしたので早慶戦の入場券 (当 時はプラチ

ナ券)が手に入 り何度 も神宮球場で観戦 した者だ。授業が休

講になると雀荘に行っては学部の諸兄に混 じってポン、チイ

ー と夢中になったが、 3年の秋に学校が上イf神井の畑の真ん

中に移転 したのでフツウの高校生活になってしまったのは残

念だった。

そして日召和32年に約150名 の仲間と商学部に入学G相変わらず

麻雀の明け暮れ、行 き付けは当時の体育館 そばの “ラッキ

ー "、 場所柄T■工学部の学生が多くなかでも有名人は 8年生の

畑野さん。福岡出身とのことだが今はどうしておられるだろ

う。最近は「英語口組」の同窓会が煩雑に行われているが今

イセツ工］貝 年は 3月 に大限庭国内の「完之荘Jで行った。お開きは1二例

の校歌の大合唱。年を取るに連れ “心の故郷"の良さを噛み

じめている。皆さん、これからよろしくお願いします。

安信自J刷工業 (株)代 表取締役 佃在住

23区稲門連合会の代表幹事区で同じ地域ブロックの江戸川稲

門会会報編集長の自田さんが寄稿 して くれました。

早 稲 田 と 私

1    1967年商学部率

江戸り:l稲 F号会■
‐

自1田■正1彦

私は小さい頃信州小諸で育ちました。商家の跡取 りであった

祖父は藤村の小諸義塾に通ったそうで「藤村先生は女の話ば

か りしていた。Jと 言っていたのを覚えています。また私が高

校生の時に赴任 してきた教師が藤村の孫 という人でこれまた

「東京の女性は冷たいc」 と言って涙を流すので純情な先生だ

なあと感′かしたものです。後年上京した私がその事を体得す

るハメになろうとは皮肉でした。それでも早稲田の吉本屋で

初期の「若菜集」を見つけた時の喜びはいまだに忘れません。

信州夏季大学で臼井吉見の「白樺派と理想郷Jの話を聴いた

のは中学生の頃で、その影響は晴耕雨読の暮 らしを夢見て現

在に至るまで腰が定まりません。高校時代に読んだ臼井吉見

の「日本残酷物語」が大島渚監督の名作「青春残酷物語」の

下敷きであったことなどあとで知 りました。稲門では石川達

三の小説が影響 して教職課程取得へ と走らせ ましたが結局は

サラリーマンを30年続けることとなり今では懐か しい思い出

です。

タイトルを学ぶとしたせいか、残念ながら参加者は各回共10

人足らず。でも行宗先生は元NHKの アナウンサーで現エク

ステンションセンターの講師でもあり楽しく愉1央に学ぶこと

が出来ました。当会は中央区の社会教育団体 としても登録し

てありますのでいつでも区内の社教会館を無料で借 りること

が出来ます。ご希望のジャンルがありましたら、企画・実行

ください.会場の方は事務局で手配出来ますc

7/3に 幹事会を築地社会教育会館で行った。原則として幹

事会は年 4回活動に併せて開く。以下報告。 5/28総会の会

計報告 [石 田]/名簿管理状況・会費納入自動振込手続き完

了状況・葛飾稲門会への出席報告 [橋本]/会員活動の充実

と会員拡充の件 [出 中]/会報への名木l広 告募集の件 [中

多]/ホ ームカ ミングチケット購入とお、るさと賞の寄付の

件/会費より125周 年寄付積立を始める件 [藤井]

次号は2000年 1月 号。名刺広告出稿願い・原稿依頼を小渕先

輩にならい直接電話おかけします。

イセツ工稿寄


