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一第 1回は4月 14日 (月 )マ ンクマです―

第 2月 曜稲門マンクマ会[略称ニゲツ会]ご案内で

す。

この4月 からかねてより切望されていた稲門会員に

よる異業種交流会も兼ねられる場がマンクマの戸田

さんのご協力によりできることになりました。中央

稲門会の会員交流だけでなく同じ第一ブロックの稲

門会にもオープンにします。ひとりで顔を出しても

入会希望者をお誘されてもよし。足回りの良い銀座

で更なる会員交流を図り地域稲門会活動を充実させ

てください。

会 名 :第二月曜稲門マンクマ会[ニ ゲツ会]

開会時間 :毎月2週 目の月曜日午後6時～8時半

開会日 :4月 14日 ・ 5月 12日 ・6月 9日

7月 14日 。8月 11日 ・9月 8日

10月 は無し、11月 10日 、12月 8日

費 :4千円(アルコール類+酒肴+蕎麦セット)

場 :マ ンクマ 2F
銀座8丁6-22 銀座ピアースビル

Te1 3574--7963´ -4

ゴルフビ′

資生堂
パーラー●

ギンザ通り

予約は特に必要ありませんが、人数が多い場合は事

前に店に連絡してください。大隈重信候命名の「マ

ンクマ」は中央稲門会員の戸田さんのお店です。受

付で第二月曜稲門マンクマ会に来た旨を伝え、先に

会費をお支払いください。

今年も昨年と同じ日にしました。5月 29日 [木 ]た だ

し曜日は木曜日。会場も昨年同様おなじみのサッポ

ロ銀座ビルです。早目に予定に入れてください。

同封のはがきで出欠の返事をお願いします。

準備の都合上早目にお返事をください。なお一旦出

席の返事を出されても都合が悪くなった場合は5月

19日 まで事務局へ再度電話かFX、 メールで連絡 く

ださればキャンセル可能。

日 時 :5月 29日 (木) 午後6時開場   |
会 場 :サ ッポロ銀座ビル「スターホール」 |

銀座5-8-1(銀座4丁 目角、和光斜め,前 )

Te1 3571-5371

会 費 :会員6千円 非会員8千円

大学より副総長、区より区長もご出席の予定。恒例

のビンゴ大会に加えて今年は若手幹事による新企画

が登場。ご友人、ご家族連れで年 1回の総会を大い

に楽しみましょう。

水貝 利重 '54教育卒

永塚 良知 '88社会科学卒

岩間 正春 '78商学卒

戸田 雄司 '71政経卒

三輪 祐児 '76理工卒

上林 武人 '68文卒

迫川  繁 '72社会科学卒

晴海在住

新川在住

晴海在住

銀座在住

勝関在住

日本橋在住

堀留在住

〈〓　Ａ
〓

文京稲門会のマジック部会が中央稲門会員の参加を

呼びかけています。興味のある方は文京奇術会会長

川上恒弘さんまで直接連絡を。

Te1 3812-0843 Fax 3811-0153 月 1回、会費千五百

円、18時以降の会です。

春の大学野球リーグ戦特別入場証シーズン中のフリ

ーパスが 5千円と 1万円で受付中

Tel&Fax 0424636755安部寮

wasedabaseball@livedoorocom松 尾、宮田君へ直接

申し込んで下さい。

入会希望者は直接事務局へ申し込んで下さい。

会費は銀行日座からの自動引落し年間三千三百円。

当会の回座は 三井住友築地支店 普6468185

ルイ・ヴィトン●

ビアースビル

●ニューコンパルビル

●ザ・ギンザ 東海銀行●

(裏面へつづく)



―村田豊幹事―

銀座の藤本酒店 2階、大人の雰囲気漂う良いお店。

老若男女10名程の会員が、藤木先生のもと一生徒に

なってワインの利き酒に〃ヒ戦した。自ワインA・ B
を2セ ット、赤ワインA・ Bを 2セ ット計 8種類の

ワインをテイステイングすることとなった。テイス

テイングの項目は色、香り、味の 3項 目。自分の研

ぎ澄まされた感覚だけが頼りである !ま ず 1セ ット

目の自ワインでは席順の悪い私が先生のご指名を受

けて発表となった。全くの味覚音痴と人には自慢 し

ている私であるがいぎ人前で発表となると少々見栄

を張って「Aは少しさっぱりとした飲み口で、Bは

多少コクがあって。..」 などと喋

った。蓋を開けてビックリ、実

は同じ物でAは前の晩に数分栓

を抜いておいた物でBは飲む直

前に開けた物だった。実に恥ず

かしいものだったといった具合

に計 4セ ットのテイステイング

は先生の心のこもった教育プロ

グラムで構成 されていたのであ

った。次回は名誉挽回を期しつ

つ大いにワインを楽しんだ。

一桜井次郎太幹事―

去る2月 2日 に、中央稲門会の新年会が、大隈候の

料理人戸田家のお店として有名な “マンクマ(銀座

八丁目、校友46年政経卒の戸田氏経営)"に て開催

されました。今回は、中央稲門会だけではなく、墨

田 。江東 。葛飾稲門会の皆様にもご参席頂き、総勢

約40名 を数える、盛大な会となりました。当日は、

日本橋三越劇場にて“大江戸おんな寄席"を お楽しみ

項いた後に、新年会を行うという、中央区ならでは

の粋な企画として好評を博しました。 最初こそ、

やや静かなスター トとなりましたが、参加者の皆様

に自己紹介頂いた後は、席を移動しながら親交を深

めて頂く等、和気あいあいと賑やかな雰囲気の中、

あっという間に時間が過ぎてしまう程でした。通常

は会員制となっている“マンクマ"ですが、稲門会の

会員であれば、同じ扱いにして頂けるなど、戸田氏

より寛大なオファーも頂きました。今年は、地区を

越えた横の繋がりも、更に強くなり、稲門会にとっ

て、より充実した1年 になる予感を感 じさせる新年

会でした。

新年会に参加 してくださった宇津宮満枝さん(葛飾

稲門会会員)が学徒出陣の同窓生を悼む短歌は大学

に歌碑となっています。

征く人のゆき果てしに音絶えて

木の葉舞うなり黄にかがやきて

学園はいま

極まるとき

学生時代には知らなかった事が稲門会に入り会の活

動に参加して知るようになりました。みなさんさす

がワセダの校友ネットはすごいと実感するはずで

す。

現在23区すべてに区単位で地域稲門会があります。

従来は他府県のように支部組織にはなっていません

でしたが今年の4月 から東京23区、東京三多摩はそ

れぞれ支部単位でまとまることになります。支部と

しての活動はホームカミング時の稲門祭への合同参

加と東京の会員だけで集まる催しなどが考えられて

います。校友会のホームページも充実しつつあり東

京23区連合のホームページもありますので覗いてみ

てください。

東京23区連合のホームページ

http://―。skyblueonejp/～ waseda23/

校友会のホームページ

http://―。waseda.ac.ip/alumni/ ,

ネット上でのグループ掲示板、メーリングリス ト、

メールマガジン、私書箱メール、お知らせ掲示板、

学報の WEB購読と校友への情報サービスが大きく

変り充実されます。ただし校友会費納入者のみ対象。

未だ校友会費を払っていない方はぜひ校友会員登録

をされてください。当会およびその他有志稲門会員

の会費とは別です。校友会員は年会費五千円。

連絡先 :e_mailalumni@1list.waseda.ip

フリーダイアル :0120-009017 校友課

回
今年のホームカミング・稲門祭は10月 19日 (日 )

招待年度は卒業25年 [昭 54年 ]。 35年 [昭44年 ]・ 45年

[昭 34年 ]・ 50年 [昭 29年 ]目 の方々

大学から招待状が届きますが来ない方は最新住所の

届出がなされておらず住所不明者になっていると思

われます。直接校友課に連絡ください。

印
当会の山本健二さんの「西行を語り西行を歌う」は

3月 29日 (土)2時から赤坂アークヒルズで

チケット申込は早稲田大学アークカレッジ事務局

Te1 5287--4486  Fax 3202--5659′ ＼

会員情報なんでも受付中 !事務局まで
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