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藤丼会長よリニ1言

会員のみなさま、またこれを機会に会員になられる方、ぜひ

ともご家族、ご友人をお誘いの L7月 1511、 年 11司 の総会に奮

って参加 ください。

事務局 田1中‐よりお願い

ビンゴゲームの景 ILを ぜひご提供 ください。

TEL.5560-8751 きヽ X.5560-8752へ、

当日のお千伝いいただける方 もぜひ田中までt

石田会計幹事よ―り■雷

自動引落 とし日は毎年 4月 6日 、¥3,200で す。お手数です が

引落 とし日には口座残高をご確認 ください。

中央稲門会の口座は さくら銀行日本橋東支店 普6737745で す

総会後更新 して、お送 りします。住所など変更などがある方

は総会時に中し出て ください。

13/1頭開馨の幹事会報告|‐‐尚幹事より'〕

いまや、定例会の会場 となっている築地の社会教育会館の第

2洋室にて 4時 より開催。

①7/15の総会パーテイー通常について ②校友会本部役員で

ある商・代議員選出および会の運営役員人事について ③
5・ 6月 の活動計1両 と3年 目の会活動の企画について ④早

稲HI大学125周 年記念募金活rllへの協力について ⑤23区連

合の活動報告、来木開講のエクステンションセンターの作、

全国幹事長会報告など盛りだくさんの議題があがり6日寺半頃

Nθ.8

まで熱心に話し合われた。次国は同じく築地社教 6月 3日 CLl

2時半。出席者:藤り11/橋本/中 多/佐藤/束/鈴木/イ i口 1/尚 /出 中

早稲口1大学エクステンションセンター

"i長

 小林 茂

元の京車小学校校合を地域活動・産業振興の支援施設として

1呼生させてい く計i画 をもつ中央区が、その中に生涯学習施設

も設けたいと、早稲田大学にオープンカレッジ招致の相談が

あり。そこで、エクステンションセンターによる開設が決定

しました。これまでは大学キャンバスでのみ講座 を開設して

いたセンターのはじめての 1'分校Jです。小教室での親密な

授業を計画 しています。これまでも人気のあった語学講座、

資格講座などは同様に設置しますが江戸 。東京の文化、健康

と福祉などをテーマに土地llを 生かした独 自の講座 を設ける

計画を進めています。2001年 の開講をお楽 しみに、またご意

見もおよせ くださいc

耳よリニュース:六大学野球春季りニグ・秋季り■グ戦
特別招待証と特別入場証を直接販売

|‐
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特別招待証 :一 口 1万円 リーグ戦全試合に有効指定席。

特別入場詢1:一「15千円 リーグ戦全試今に有効。

中込み/問合せ i野球部マネージャー森下 。中村

TEL&FAX 0424 68 6755へ .便利でお得なチケットです。

|:999年の活動を振罐 って。赤穂義±3腸1鑓中ウオ量 ど
|‐

■ 泰Ⅲ I

10月 16日 (|)は 秋 H青れの好天に恵まれた。両国の回向院に集合

して古良邸 ll・地から両国橋束詰め公園 [日 の恩やの碑あり]、

永代橋へ と向かったじ途中から水辺テラスヘ下 りて隅「Π川岸

の景観を楽 しみ、永代橋 1祭の子L熊屋 [甘酒粥を義士に振舞っ

た味曖店]のイT碑 を読み永代を波った。亀島橋の功1部安兵衛

の碑は橋の補修のためシー トで覆われていた。そこから旧浅

野邸 ]1屋敷の碑、関新六の墓碑など見て東銀座 まで歩 く予定

だったが、宝‖」から泉岳寺まで地下鉄に乗ってしまった。泉

岳寺の義 Lの墓石が並ぶ一角は線香の香が漂い多くの参・ll客

で賑わっていた。とヽ食は校友が経常する田町の牡丹に予約 し

てあったのでタクシーでかけつけ3哨敷 きくらいの座敷でゆ

ったりと懐石料理をいただいた。 4時 までおしゃべ りを楽 し

み帰途についた。楽 しい 1日 だった。

カロ賀料理を味わう会

料 理 の解 説 と和 食 の 楽 しみ 方 講 座 つき

大幅顧間のお店です。特別に企画していただきました。

お友達、こ家族お誘いください。

会 場 :銀座コア9FT[[3574-8080加賀料理の「大志満」

日 時 :6月 3日U5時 より

集 合 :会場へ直接集合のこと。

会 費 :l万円

申込み :事務局田中へ T[[5560-8751Ⅲ 5560-8752
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第3回中央稲門会総会・懇親会は

7月 15日田 4時から銀座4丁目で ノ

時 :7月 ]5日0 午後4時から
場 :銀座 4丁目のサッポロ銀座ビル 9F

「スターホール」中央区銀座5,8-lT[[3571-5371

費 :¥7千円―ビンゴカード l枚付き (自振り会員)

¥l万円―ビンゴカード1枚付き (未手続会員)

プログラム :

第 1部 :総 会

会計等のこ報告と3年目の活動計画、会運営について

第 2部 :懇親パーテイー

銀座 4丁 目の空中から下界をながめつつジヨッ

キ片手に大いに懇親しましよう。

第 3部 :恒例ビンゴゲーム

海外旅行航空券、銀座のお食事券をはじめ豪華

商品が当たります。参加必須。2000年 の大幸運

は誰の頭上に輝くでしようか。中央稲門会なら

ではのイベントです。

輻躙晰]OKY0
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前波■潤子

昭和16年 12月 太平洋戦争に突入 と同時に専門部商科 を繰 _ヒげ

卒業、同月25日 の卒業式は検査入隊で帰郷が多く一 クラス100

名の中、15人位出席激動の日々であった。

学士号の代わ りに昭和17年計理士に登録、その後公認会計士、

税理士、不動産鑑定士、司法書士、社会保険労務士等の資格 を

取得。「召和21年 より中央区京橋 2丁 目に事務所 を設置27年 よ

り本籍 も同地に移転。早稲田大学商議員に選任され40有余年

商議員会には欠席せず今 日に到る。尚昭和62年 1月 早稲田大

学名誉賛助員の名称を贈呈されたc24号で多数の卒業生のい

る中で名誉なことと感激している。不肖今 日あるのは早稲 |コ

に在籍 し一応卒業できたお陰と感謝すると共に大学のために

努力 したいと思っている。 (目 下にっぽん丸で―
世界一周旅行

へ。総会には必ず出席されるとのことです。)

北田 奏子

先日23区稲門連合大会で中央稲門会の皆様にはじめてお会い

しました。私は現在ロンドンでインド料理店を経常しており

ます。まだ開店から1年 と2ヶ 月ですがガイドブックにもよ

く登場する有名インド料理店を経営するシェフの指導による

料理は早 くも多くの方に喜ばれております。私が日本で一番

誇 りに思う事は多彩な食文化です。外国の食材やお「理がたく

みに取 り人れられている様子には目をjL張 るものがあります。

これからもよろしくお願い致します。

峰下 秀幸

1984年政経学部卒 私の場合、少林寺拳法部にノミきる。月～土

の毎 日23時間の練習。1週間の夏合宿・香川県多度津町の本

山での春合宿。新人勧誘、新歓 コンパ、早慶合宿、早慶防対

抗戦、武道館での関東学生大会、全 日本大会、OB現役戦な

どなど盛 りだ くさんの行事。そして私 自身は 3段 を取 り主将

を務めた。教えて頂いた先輩、乱取 (胴 グローブ)の恐怖、

練習後の麻雀など思い出は色々あるけれどゼ ミとともにこの

部のつなが りが卒業後一番残っている。今は衰えたといえ、

挙立て100回 などその時鍛えた自信は今 も役に立っている。9

年ぶ りに大阪・福岡と巡 り戻ってきてこれからは鍛え直すつ

もり。先 日は乱取大会で 4位 という10数年ぶ りに出た害1に は

いい成績が出せて 1人悦に入っている。このつなが りを核に

しITを駆使 してのネットワーク再構築 と資産の強化に今年

は尽力するつ もり。稲門会でも出会いが有ればと思っていま

す。そして私の人生の目標である未矢Πをなくし美しき物・旨

き物を追求し事をなす事 を実現 したいと思っています c

をしているがビッグバンの荒波にもまれながらも早稲田で鍛

えられた「,さJを糧に泳 ぎ抜いていきたい。 ところで周辺で

活躍 している早稲田マンの多さに驚かされているが厳 しい時

代背景 と早稲トロ、決 して偶然ではあるまい。

遠し―`早稲田 |||||||り]鶉
先の大戦で私は理工系学生の徴兵延期の特典に命拾いしたが、

就職先はキャンセル、混沌の世に放 り出されもう一度や り直

しと早大経済の間を叩いた。当時、錦糸町一早稲田車庫前の

間の路面電車で深川門前仲町 (不動尊前)か ら通学 していたc

ある大寒の 日の講義を終え折 しも降 り続いた大雪に、山手・

都電・バスは全面運体。万事休 した挙句の果てには夜の雪道

をこともあろうに早稲田から門前イ中町へ歩いた。靴はパック

リ害1け ビショ濡れで深川に着いたのは翌 日の午前 2時であっ

たc寒さに震えぶっ倒れそうな空腹の極限に地獄に仏 とはこ

のこと、唯一一軒あった門前町のカス トリ屋台の赤提灯が仏

の光背に見え熱い場気の支那そばに感極 まった。今、仲町か

ら地下鉄で二十数分の早稲田であるが私にとっては表通 りを

八時間もかかった遠い早稲田なのである。

水波 も支那そばすする音の中 敬介

早稲田と私   ‐
||‐ 川1崎■1俊1男

私は中央区に魚屋の件として生まれ現在 も同区新富に在住し

ていますc明治学院中学、同高等学校を経てそのまま同大学

に進む事に生意気に物足りなさを感じていました。各界に幾

多の人材を輩出し且つ「来る者は拒まず、去る者は追わずJ

という度量の広い早稲 IIIの 校風に憧れ早稲田を目指しました。

わざわざ浪人をしてやっと一政の政治学科 と一商に引っ推卜か

りました。ちなみに一法は落ちました。商人の息、子であると

いう事、またなんとなく実利的であるというわけのわからな

いlll由 で一商に入学しました。入学して感じた事はすしずめ

の授業、人気のある選択科日は抽選、昼間の盛 り場の雑踏の

ような構内、おおよそアカデミックな雰囲気には程遠い環境

に失望 しました。しかし時目を経ず早稲「月には多くの同好会、

サークルのある事を知 りました。そして欲張って商学部の地

下にある「中小企業研究会」と学生会館にある「童話研究会」

に入会しました。前者は中小企業の労働問題を主題にしたサ

ークルで早速マルクス経済の洗礼をうけました。それが契機

で 2年後に東大の樺美智子さんが亡 くなった60年安保騒動の

数回のデモに全学連の主流派気取 りで参加しました。尤も後

に理念は変遷をしましたが。後者では後にプロの童謡作詩家

となった「こわせ・たまみJさ ん、出版会社の専務でFplじ く

童謡作詩家の「生地靖幸Jさ ん等々オ能があり心温かい先輩

達に可愛がられへたくそな童謡詩をデッサンのように書きま

くり仲間たちとけなしあっていました。 l両 者の部室では授業

時間の合間に専らザル碁を打っていました。前者の「中小企

業研究会Jに は一年後輩で現在明治学院大学学長の「脇田良

一J君が居 りました。事ほど左様に商学部の学生としては非

功利的(?)な 学生生活を送っておりましたので就職間際にあ

わてて近代経済学入門を読み漁るという有様でした。忙しく

て惜しいあっという間の4年間でした。種種の経験をする機会

を作ってくれた懐の深い早稲田に今更ながら感謝しています。

一昨年の定年退職後は「中央デジコンJ「福神Jメ、たつの会社

に身を置いて老骨に鞭打っています。

イセツエ［貝

私の早稲額1時代と今のな|‐ 遠藤■勝裕
早稲田を揺るが した155日 、昭和39年、入学の我々にとって学

費、学館闘争は忘れられない出来事。文連所属の政経攻究会

が活動サークル、右から左 まで実に幅広い会員層であり甲論

乙駁、切磋琢磨の日々であった。その後30年ほど日銀に勤務

したが神戸支店長の折あの阪神大震災に遭遇。 ともすれば萎

えがちな私の気持ちを奮い立たせて くれたのが関西在住の攻

究会イ中間達の励 ましであった。そして今、兜町の一隅で仕事
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