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第73号 2016年12月

2017年新年会を、1月15日（日）目黒雅叙園にて
下記の通り開催致します。
年の始めの例とて、心新たに新年会。互いの健康�

と発展を祈り、稲門校友益々の隆盛を期する。楽し�
い各部活動の一年の始まりです。いつもおなじみの
方も、久々に参加される方も、臙脂の旗のもとに集
い合い、おいしい料理と飲み放題のお酒で、大いに
語り合おうではありませんか。学生時代の思い出話
に花が咲き、盛り上がったところで全員肩を組んで�
歌う都の西北に青春の熱い血がたぎり、すがすがし�
い一年の出発になることと思います。
本年は、日本政府観光局理事の小堀　守氏に、

「2,000万人へのおもてなし〜観光立国をめざして
〜」の演題で、講演をお願いしています。2020年の
東京五輪を控え、世界から多くの友を迎える日本の�
問題点を考えます。
皆様には新年行事等ご多用のところ、ご家族おそ�

ろいで多数ご参加下さいますようご案内申し上げま�
す。
　
　　　　　　　　　記
1．日　時：�2017年1月15日（日）16時開会�

（受付開始　15時30分）
2．会　場：�目黒雅叙園3階「シリウスの間」�

東京都目黒区下目黒1-8-1�
電話　03-3491-4111

3．講　演：�16時〜17時�
講師　�日本政府観光局（JNTO）理事�

小堀　守氏
演題　�「2,000万人へのおもてなし�

〜観光立国をめざして〜」
4．懇親会：17時〜 19時
5．会　費：�会員10,000円、ご家族5,000円�

当日会場受付にてお支払い下さい。
6．�同封の返信用はがきを、12月23日（金）まで
にご返送下さい。

講師プロフィール

1955年　栃木県生まれ
1977年　東京外国語大学卒業
1977年　�特殊法人国際観光振興会（現・日本政府観�

光局）入会
1986年　ロンドン観光宣伝事務所
1998年　ニューヨーク観光宣伝事務所
2007年　コンベンション誘致部長
2010年　総務部長
2011年　海外プロモーション部長
2015年　理事就任

訪日外国人が2,000万人を突破しましたが、我が
国が抱える問題点として空港のキャパシティ（発着
枠）、入国審査の長時間化、宿泊設備不足、地方での�
受け入れ態勢の未整備等々が指摘され、また、文化・
伝統の違いから外国人観光客との間で誤解・あつれ�
きが生じることも少なくありません。
2020年の訪日4,000万人時代、さらにはその先
に向けて、これからは「地方創生のための観光地
域作り」「観光の質の向上」がカギといわれていま�
す。
講師の小堀氏は日本政府観光局（JNTO）での海
外経験も長く、世界の観光情勢や日本におけるイン�
バウンドの現状をふまえ、観光産業の重要性、課題、
国が目指す取り組みについて興味あるお話が伺える�
ものと思います。� （田島　記）

2017 年　新年会開催のご案内

小堀　守氏
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ウォーキング部会
だいぶ寒くなってきましたがいかがお過ごしです
か。今年の冬は寒くなりそうですが皆さんと一緒に
楽しく歩きましょう。初参加、女性の方大歓迎です。
活動報告と今後の予定をお知らせいたします。
実施報告
　9月例会� 上野の森から不忍池まで　
� 9月20日（火）　参加9名
　10月例会� 武蔵野三十三観音めぐり　第2回
� 10月18日（火）　参加15名
　11月例会� 狭山湖から多摩湖経由西武園まで
� 11月15日（火）　参加12名
今後の予定
　12月例会� 目黒寺町巡り
� 日時　12月20日（火）　午後2時
� 集合場所　東急東横線学芸大学駅改札外
　1月例会� 七福神巡り　人形町
� 日時　　1月6日（金）　午後2時
� 集合場所　�東京メトロ日比谷線�

小伝馬町駅改札外　
小雨決行。参加される方は下記まで連絡下さい。

牧野携帯　090-9649-6868
なお、12月例会、1月例会は集合時間が変更にな�

りますのでご注意下さい。
ウォーキング部会長　牧野武夫

囲碁部会
――第16回稲穂会囲碁大会――

平成28年9月18日（日）新宿天元にて開催された。
競技方法は個人戦、ハンディ戦で持ち点制です。

目黒から永田耕治（初段）、狩野俊夫（五級）、保井正（三�
段）が参加しました。狩野氏がD組で初出場、初優
勝しました。
経過は、D1組で勝ち上がった保井と、D2組で勝

ち上がった狩野氏の同門対決となり、六子のハンデ�
ィをもらっているとはいえ快勝でした。おめでとう
ございます。狩野氏は今年2月に入会したばかりで、
今後の余生を考えての事でした。頭と手先を使い、
対局中は体が熱くなります。
稲穂会囲碁大会は都内、都下、近隣県の稲門会及

び現役学生の囲碁の集まりです。稲門会の年間イベ�
ントは、オール早稲田囲碁祭と稲門会囲碁大会とオ�
ール早慶囲碁大会です。目黒稲門会としても日頃の
精進の上達を図る良い機会になると思い参加してい
ます。　　　　　　　　　

囲碁部会長　保井　正
　

早稲田スポーツ観戦部会
　――2016秋季リーグ早慶1回戦観戦記――
優勝は既に明治に持っていかれ、2、3位を争う早
慶戦に会員と家族20名で応援観戦に行きました。
見どころはドラフト会議で広島に１位指名された慶�
応の主戦投手加藤拓対早大打線でした。1回の裏慶
応の攻撃、1塁後方に上がった内野フライを失策し
先制点を奪われてしまいました。我が早稲田は4回
に佐藤晋の適時打で同点とし小島投手の粘り強い投�
球で早慶戦らしい引き締まった試合となりました。
しかし試合も進み7回裏慶応に郡司のソロホームラ�
ンと柳町の2塁打、照屋の適時打で2点をもぎ取ら
れ、加藤拓に散発3安打で抑えられてしまいました。
さすがプロ野球ドラフト1位指名の加藤投手、敵な�
がらアッパレ、六大学野球出身選手としてプロに入�
っても活躍して欲しいと思いました。
勝っても負けても早慶戦は特別で試合終了後渋谷�

の中華レストラン・パンダで18名の会員と懇親会
を持ちおおいに盛り上がりました。

早稲田スポーツ観戦部会長　狩野俊夫

麻雀部会
1．8月22日（月）　定例部会を嵐とともに開催。�
全員で16名参加、定刻通り12時30分スター�
トしました。優勝　宮村氏、準優勝　小倉氏、3
位　中村氏、嵐もどこ吹く風のつわものでした。

2．10月17日（月）定例部会は12時30分より武�
蔵小山「サン」にて12名の雀士が参加、熱戦を�
繰り広げました。　　　　　　　　　　　　　�
　優勝　千野氏、準優勝　村上氏、3位　小倉氏�
でした。今回は常連不参加もあり12名なるも、�
千野氏が本人談によると久方振りの優勝と、3回
戦トータルはぶっちぎりの高得点で独走体勢でし�
た。

麻雀部会長　　鵜野洋治

各部会からの案内・報告
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美術・歴史鑑賞部会
第60回は10月12日（水）六本木にある国立新�
美術館入口に10時集合して、参加者12名『ダリ展』
を鑑賞しました。
ダリは20世紀の最も有名な芸術家の一人で、シ�
ュルレアリスムを代表する画家であるにとどまらず�
多方面で才能を発揮している。風貌が異様だけでな�
く絵も奇怪‐‐‐。グニャグニャと曲がった時計等�
で表現する面白さ。ガラ＝サルバドール・ダリ財団�
（スペイン）、国立ソフィア王妃芸術センター（スペ�
イン）、サルバドール・ダリ美術館（米）所蔵の約�
250点の作品が展示されていました。
「謎めいた要素のある風景」、「キュビスム風の自�
画像」、「ルイス・ブニュエルの肖像」、「姿の見えな�
い眠る人、馬、獅子」、「オーケストラの皮を持った�
３人の若いシュルレアリストの女たち」、「ポルト・�
リガトの聖母」等が強く印象に残りました。
昼食は美術館近くの蕎麦屋。芸術と食欲の秋の半�

日を楽しみました。

美術・歴史鑑賞部会長　　後藤克彦

ゴルフ部会
去る10月26日（水）、第39回ゴルフ部会を千葉�
県の小見川東急ゴルフ倶楽部において開催しました。
参加者は16名、秋晴れの下、楽しく賑やかにプレ�

ーしました。
週4回ジムに通い身体を鍛えている村上柾氏が、�

15回目の出場で念願の初優勝の栄誉を獲得されま�
した。2位猪名川一雄氏、3位�田博行氏と新しい�
顔ぶれが上位を占めました。ベスグロは狩野俊夫氏�
の89でした。
蛇足ながら、前回優勝の安居院氏はメーカー、2�
位の大杉はブービーになりました。ゴルフってホン�
トに面白いですね。
次回は来春4月26日（水）の開催予定です。次�

回はぜひもっと大勢の方が参加されますようお待ち�
しております。

ゴルフ部会長　大杉邦雄

俳句部会
――第88回　萩句会報告――

日時�2016年10月10日（月）14時〜 17時　　　　　
（順不同）

川井素山� 流木焚く秋の磯辺や忘れ潮
保井寶正� 老嬢の手提の子犬秋深し
青木英林� 彼岸花義兄が逝きて七ヶ月
後藤克彦� 蓑虫やゆらす風にも糸負けず
佐久間喬� 台風の進路聞きつつ銀座かな
丸山酔宵子� 明

あした

朝には藍も萎れる牽
けん

牛
ぎゅう

花
か

菊地崇之� 蟷螂や剣豪気取り斧あげて
牧野里山� 長雨や家に籠りて蓑虫に
佐久間たか子�虫食いの葉脈のこしレモンなる
佐伯兵庫� 蓑虫のすねて生きてる我が身とも
吉田啓悟� 七輪の頃の秋刀魚を思ひけり
山本草風� 熟睡し秋の昼寝に蓬莱山
金森純女� 回覧板届けうなじのそぞろ寒
渡辺鯨波� みの虫や不登校児の連絡帳　

俳句部会長　　佐久間　喬

食べ歩き部会

キリンビール工場見学とバーベキューパーティー
8月18日（木）、京浜急行の生麦駅に15名が集�
合しました。「夏はビールでしょ！」ということで、�
キリンビール横浜工場の見学へと向かいます。
15：00から美人のお姉さんの案内で製造工程を見�
学します。途中、ホップを味わう機会がありました。�
ホップなんて見るのも初めてです。緑色のホップを�
割って口に入れてみると、香りとほろ苦さが広がり�
ました。
また、一番搾り麦汁と二番搾り麦汁の飲み比べも�
ありました。二番搾りはほとんど透明ですが、一番�
搾りは茶色です。飲んでみると、二番搾りは水のよ�
うで味がしませんでしたが、一番搾りは甘みと旨み
がありました。50分のツアーを終え、最後の20分
は一番搾り、一番搾り・横浜づくり、スタウト（黒�
ビール）から小ジョッキで好きな3杯を飲めるとい
うものでした。知りませんでしたが、47都道府県で�
少しずつ味を変えた一番搾りを作っているそうです。�
一番搾り・横浜づくりは中華料理にも合うよう、少
し味を濃くしているとのことで、これはおいしかっ
たです。
そのあとは併設のレストランでバーベキューパー
ティーです。肉や野菜を自分たちで焼いて食べるの
も楽しいものです。よく飲み、よく食べ、よく笑っ
た2時間でした。



− 4−

新そば会
目黒稲門会恒例の新そば会を麻布十番の「更科堀�
井」で、9月29日（木）と10月6日（木）に開催�
しました。初めに、堀井良造会員から今年の新そば�
の産地や献立の説明がありました。従来は北海道弟�
子屈（てしかが）町産の新そばを使っていたが、今�
年は北海道が台風の被害にあったので、秋田県鹿角�
（かづの）市産のそばを使っているとのことでした。
前菜3点盛りのあとに吸い物代わりの松茸そばが�

出ました。香りも良く、秋の風味を堪能しました。�
今年の新メニューのきのこのホイール焼きは出汁と�
バターがよくマッチしていました。そのあとはそば�
寿司、かき揚げ天ぷら、もりそば、菊切りそばです。�
おそばはおかわり自由です。もりそばを4枚おかわ�
りした人もいました。
日本酒や、そば焼酎のそば湯割りで話もはずみ、�
おいしく楽しい一夜を過ごしました。参加者は両日�
とも17名という盛況でした。

食べ歩き部会長　猪名川一雄

2016稲門祭に参加
10月23日（日）穏やかな秋の1日、稲門祭に参�
加して楽しんできました。
今年の稲門際のテーマは「Welcome�to�Waseda

Wonderland〜人・国・時を超える、進取の聖地〜」。
同時に行われた大隈講堂でのホームカミングデーの�
式典、キャンパスでの講演や各地稲門会の出店、共�
通教室や大隈庭園での音楽イベントなど、全国各地
から集まった大勢の校友でにぎわいました。目黒稲
門会も吉田会長はじめ十数名の会員が参加、庭園中
央に陣取って、フラダンスや音楽演奏を楽しみまし�
た。� （地田　記）

「足立美術館・雪の名園」
大野利幸　（昭和35年　理工）

目黒稲門会旅行部会で2016年1月24日と25日�
に1泊2日で「出雲大社初詣」の旅行をしました。
何十年振りの大寒波が訪れ、特に西日本の日本海�
側は大雪をともなう大暴風雨の天候でしたが、幸運�
にも予定通り、1日目に鳥取砂丘の見学、2日目に�足�
立美術館の見学と出雲大社参拝をすることができま�
した。
この写真は、旅の目玉でもある「足立美術館」の�
日本一の枯山水庭園を撮ったもので、雪景色には感�
嘆するばかりです。横山大観、川合玉堂、上村松園�
をはじめ近代日本画壇の巨匠たちの作品や、北大路�
魯山人、河井寛次郎らの陶芸作品に息をのむばかり�
で70分の見学時間はあまりにも短い時間でした。

会 員 ギ ャ ラ リ ー
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あれやこれや

奥村忠男（昭和41年�政経、43年�文）
あれやこれや、取り留めもない�

ことでお目を穢す無礼をお許し下�
さい。
先ずは自己紹介から。
昭和18年の2月に七男一女の末�

っ子として大阪府茨木市に生まれました。大正12�
年生まれの長兄は実験物理学者、昭和7年生まれの�
次兄は英国の劇作家バーナード・ショーの研究者で、�
共に大学で教鞭を取っていました。�茨木市は賤ヶ岳�
七本鎗の一人で、秀吉の死後、豊臣と徳川の橋渡し�
に汗をながした片桐且元の弟、貞隆が治めた城下町�
でした。
昭和36年に大阪府立茨木高校を卒業しましたが�
父が生まれた明治28年創立の前身、旧制尋常第四中�
学校は、生徒自らが手で校庭を掘り、近くの川から�
水を引いて日本初の学校プールを作ったことで知ら�
れています。このプールで練習を重ね、後に早稲田�
に進んだ高石勝男は、1928年のアムステルダム五輪�
の100m自由形で銅メダル、800m自由形リレーで銀�
メダルを取り、『水泳日本の生みの親』と呼ばれてい�
ます。戸山キャンパスには記念のプールが作られま�
した。3年後輩の入江稔夫も早稲田に進学し、1932�
年のロサンゼルス五輪の100m背泳ぎで銀メダルを�
取っています。
2人よりも10年近く先輩�に当たる川端康成は日�
本人初のノーベル文学賞を取りました。3年後輩の�
大宅壮一は、大正7年に富山で起きた米騒動の際、�
農民に味方をする演説をした為、放校処分に遭って�
います。旧制時代の卒業生で他に名を挙げるとすれ�
ば、通産大臣と初の経済企画庁長官を務めた政治家�
で実業家でもあった高碕達之助と経済評論家として�
名を成した長谷川慶太郎がいます。新制高校の卒業�
生で有名なのは、理論物理学者の米沢冨美子、作家�
で脚本家�の大野裕之、自転車競技選手で北京とロン�
ドン五輪の代表となった片山梨絵、元ガンバ大阪の�
サッカー選手で今は弁護士の八十裕治、パナソニッ�
ク社長の津賀一宏、元郵政大臣の井上一成でしょう。
一年浪人をして政経学部に入りましたが、数学音�
痴の私が経済を専攻したのは大間違いでした。ゼミ�
はロシヤ経済史でお茶を濁しました。大学の英語教�
師であった父の影響で英語を読むことだけは自信が�
あり、卒業後英語教員に成るべく文学部の英文科に�
学士編入しました。卒論には『インドへの道』で知�
られる英国の小説家フォースターを選び、英語で論�

文を書き上げました。
そもそも英語との繋がりは小学校に上がる前に始�

まりました。英語教員である父を訪ねて進駐軍の兵�
士が何年も我が家にやって来たのですが、私は物怖�
じすることもなく兵士の膝に乗り、父と兵士の会話�
に耳を傾けていました。米語の音はこの時耳にこび�
り付いたのだと思います。山の上には教会がありま�
したが、日曜日になると出掛けましたがそこにいた�
金髪の若い女牧師は、英語の聖書を読んでくれまし�
た。こうして英国風の音も耳に沁み込みました。
同じ英語教員なら父と同じように大学で教えたい�

と思いましたが、その為には大学院まで進まなけれ�
ばなりません。既に早稲田での6年間親の脛を齧り�
続けて来ましたので大学院は地元の大阪大学にしま�
した。博士課程まで進みましたが、当時の奨学金は�
なかなかなもので、親の負担をかなり軽くすること�
が出来ました。博士課程終了後、附属高校がラグビ�
ーの全国大会で優勝したことのある大阪工業大学で�
11年英語を教えました。
昨年71歳の若さで亡くなった家内は早稲田の教�
育学部の出身ですが、彼女の恩師の口利きで政経学�
部の英語教員になることが出来ました。平成20年に�
65歳で早期退職するまでの27年間務めたことにな�
ります。
早稲田での思い出は色々あります。紛争は2回経�
験しました。先ずは4年生の12月に学費値上げと新�
学生会館の管理運営を巡り起きた第一次早稲田闘争�
です。大学と学生の交渉は長引き期末試験は実施不�
能になり、レポート提出に代わり、卒業は2カ月近�
く遅れ、卒業式も中止になりました。二つ目は政経�
学部限定の騒動で、丁度私が学生担当の教務副主任�
をしていた時に起きましたが、バリケード封鎖も団�
体交渉もあり、学部長始め役職者全員が夜中まで学�
内で待機することも何回かありました。
教え子を巡る思い出も二つあります。大学に奉職�

した年の4月、私はレンタルトラックで茨木から引�
越をしましたが、男子学生が3人手伝ってくれまし�
た。その内の一人とは妙に気が合い、彼が卒業して�
からは、賀状のやり取りをし、昨年家内が亡くなっ�
てからは時々会って酒を飲み交わしています。も�
う一つの思い出は、最後の年に担当した1年の英語�
講読に絡むものでした。米国のノーベル賞作家スタ�
インベックの短編小説の一篇を読み終わった時、男�
と女の学生がやって来て、終わり方が変だと言うの�
です。図書館で原典を調べてみたら1頁脱落して�
いました。教科書会社の不手際だったのですが、長�
年英語を教えて来た私が気付かなかったことに、高�
校を出たばかりの彼等にどうして分かったのか、不
思議と言わざるを得ません。

会 員 の 広 場
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健康維持につながりと笑いを

佐伯武雄　（昭和41年　理工）
長野県地域住民の生活実態調査�
結果によると、地域住民の健康を�
維持するために、有効な生活習慣�
としてのベストランキング　5位�
までにおいて、一般的に良いと思�
われる、食生活改善、嗜好品の抑�

制（酒を控えタバコを止める）、適度な運動、十分な�
睡眠を上回って、「人とのつながりと笑うこと」が1�
位となりました。個人生活だけでなく、地域の楽し�
いつながりやふれあいの重要性が再確認されました。�
また全国都道府県別の健康長寿県を目指して、様々�
な強化策が実施されており、静岡県は地域ぐるみの�
施策により健康長寿ナンバーワンに輝きました。長�
野県ではＰＰＫ運動（ピンピンころり）が具体的に�
実施されています。
目黒区では高齢化が進み（65歳以上約20％、平�
成27年10月住民基本台帳より）、一人暮らし世帯�
が約46.4％（平成22年国勢調査）になっています。
そのために区の最優先施策には、年代別および居�
住年数で少し異なりますが、全体として、防犯・防�
災および子育て支援などを上回って、高齢化福祉が�
あげられています。また、区民の定住意向が大変強�
いです。（①ずっと住んでいたい54.4%、②当分の間�
住みたい40.8%を合せて95.2%）
私は昨年までの仕事中心の暮らしを変えて、今年�
から地域とのつながりで楽しく暮らすと共に、何か�
少しでも地域社会にお役立ちたいと地域ボランティ�
ア活動に参加しています。私の新しいセカンドライ�
フを紹介しながら、皆さまに地域ボランティア活動�
のご理解とご参加をお勧めしたいと思います。
１）人とのつながりを楽しむ
現在　目黒稲門会の俳句部会、美術・歴史鑑賞部�
会、カラオケ部会などに加えて、山登りの万歩クラ�
ブ等に定期的に参加して、元気な中高年の集いを楽�
しんでいます。元会社の同窓会や仕事仲間の飲み会�
と異なる雰囲気や情報交換が飛び交っています。特�
に、カラオケ部会では94歳の方が元気な声一杯に�
早稲田応援歌を一緒に歌っておられます。当部会が�
シニアの健康維持に貢献していることを実感してい�
ます。
２）地域ボランティア活動の参加
何か少しでも地域社会に役立ちたいと、めぐろボ�

ランティア・区民活動センター（中目黒スクエア在）�
に登録しました。現在、当センターの登録会員数は�
約1700名。ボランティア対象参加のボランティア�
グループ・ＮＰＯ法人は約85団体。ミニディサー

ビス・ふれあいサロン、子育てサロンは約36件。
森林浴の好きな私は、「里山の手入れ」（森のみど�

り人会、駒場野公園の自然を守るための植林、草取�
り、炭焼きなど各種イベント活動）に月2回参加して�
います。色々な道具（例、カマ・鍬・クワ、チェーン�
ソーから、ぶらさげる蚊取線香まで）を使用して、ベ�
テランの方々の親切な指導を受けながら、邪魔にな�
らないように見よう見まねで頑張っています。枯れ�
た樹々を伐採して作った薪などが、当公園での家族�
連れＢＢＱパーティにお役に立つと聞いてうれしく�
なります。今後地域住民とのふれあいの場となる、�
ホタル鑑賞会、イモ堀、芋煮会、七草粥などのイベ�
ントが毎年開催されるので、今から楽しみにしてい�
ます。
３）地域での支え合いづくりフォーラムへの参加
国が全国に呼び掛けている地域包括システムを実�
現する地域での支え合いづくりプログラムへの参加�
です。目黒区の特徴を生かした仕組みづくり・体制�
を設置し、生活支援コーディネータのアドバイスに�
より、区民が生活支援サービス運営を行っていくこ�
とを目指しています。目黒区内では、現在生活支援�
サービスに関連する色々な団体および組織がバラバ�
ラに運営されており、それらのボトムアップなアプ�
ローチをうまく融合していくことが必要かと思われ�
ます。高齢者福祉は、色々な現状課題を抱えていま�
す。例えば、誰かに相談したい・聞いてほしい方や�
介護などを助けてほしい方などの各個人の要望や置�
かれている環境と様々です。老々介護や認認介護（認�
知症同士の扶助夫婦）が囁かれる中で、自分の年老�
いた親を介護した苦しい経験から、自分の子供には�
自分の世話をかけたくない高齢者が多くいると聞き�
ます。私もそのひとりです。しかも一人暮らしなら�
ばなおさら深刻です。裕福な方は高度な介護施設を�
整備した介護老人ホームを選択できるかもしれませ�
んが、一般的に難しいのが現状でしょう。
目黒区では高齢者の生活を支援するために、「地域�
での支え合い」の共通な仕組みづくりによる①生活�
支援サービスの充実、②地域の支え合い活動の推進�
を目指しています。地域での支え合いの仕組みづく�
りや必要な協議体設置の勉強会は今始まったばかり�
です。多様性ある地域の現状課題やニーズを把握し�
て、優先課題を絞り込み、その対応策を検討してい�
きます。地域のみんなで考える場が協議体です。こ�
れから自分の老後を考える時、身内だけに依存する�
のでなく、地域社会の生活支援サービス体制や仕組�
みが活用できるかどうかを理解して、その枠組みを�
含めて、自分に最適な高齢者環境を選択できればと�
思います。ぜひ皆さんの前向きな助言およびご支援�
をよろしくお願いします。
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23区支部と支部長ブロック4年輪番制
23区支部担当幹事　井村正陽

１．23区支部の目的
23区支部とは、正式名称として早稲田大学校友会�
東京都23区支部と称する。東京都23区毎に1つ設�
立された区稲門会で組織し、その目的は「早稲田大�
学校友会と区稲門会との間にあって、区稲門会の拡�
大発展を基本にし、相互の交流親睦を図り、もって�
早稲田大学の発展に寄与する事」となっている。
２．23区支部の歴史
1994年（平成6年）に東京都23区稲門会として
13の区稲門会により設立されたのがルーツであり、
初代会長は渋谷区稲門会長だった。1996年に新宿、
千代田が加わり東京都23区稲門会連合会と改名さ
れた。1999年に23区すべてに稲門会が設立された
ことを受け、2003年に校友会の声掛けもあり東京�
23区支部が発足した。初代支部長としては我が目黒�
の真仁田会長が就任した。翌年の2004年東京都23�
区支部が正式名称となり、今日に至っている。
支部長は1年任期制となっており、各区持ち回り�
でこれまでに22の区稲門会が支部長区となり、今�
年度は足立区が支部長区であり、来年度に葛飾区が�
支部長区となって23区全区が一巡することになる�
（例外的に豊島区が連合会時代に2年）。2018年以�
降の支部組織運営と支部長任期についての方向性が�
2016年10月20日に決定された（後述）。
３．23区支部の主な活動
支部総会　　年1回4月に開催されて支部役員の�
選出、支部運営方法の決定等を行う。
支部大会　　年1回3月頃に開かれる300人規模�
の大会。今年度は2017年3月5日にリーガロイヤ�
ルホテルにて実施予定（目黒からは毎回20人程）
支部幹事会　年10回程度開催。（目黒は井村副幹�
事長が出席）
委員会　組織委員会、事業委員会、広報委員会の�
3つがあり、各区選出の幹事はどれかに所属し、活�
動を行う。（目黒は事業委員会所属）
稲門祭　記念品販売、大隈庭園への出店、全国銘�
酒試飲会の主催等
早稲田祭　　学生主催の早稲田祭への支援
その他　　　早稲田大学への寄与等
４．支部長ブロック4年輪番制について
①ブロック区分
23区を規約により以下の3ブロックに分ける。�

（第1ブロック）足立、荒川、江戸川、葛飾、江東、�
� 墨田、台東、中央

（第2ブロック）板橋、北、新宿、千代田、豊島、中�
� 野、練馬、文京
（第3ブロック）大田、渋谷、杉並、品川、世田谷、�
� 港、目黒
②これまでの経過
支部長区一巡が2017年度（2018年3月まで）に�
終了した後をどうするかは早くから幹事会にて議論�
されていたが、2012年正式に組織委員会にて検討す�
ることとなり、その提案を幹事会、総会へ図ること�
となった。問題点は
ア　支部長区の負担は（ブロック制度への移行）
イ　支部長任期は（１年で良いのか）
ウ　役員構成はこれで良いのか（執行部は）
エ　その他
以上を踏まえて3年にわたる議論、各区の意見を�
集約した上で、2015年度幹事会にて規約改正案を提�
案し、2016年４月の定時総会で規約改正を行った。�
これを受けて2016年度幹事会は支部長ブロック4�
年輪番制・担当順について議論した。この8月、9�
月には各ブロックは区会長会議を開き、ブロックと�
しての意見を幹事会へ提出した。
（規約改正の主要点）
ア　支部長区は単一区としての選出ではなくブロ�

ックとして支部長、事務局（執行部）を選出。
イ　支部長の任期を1年から4年とする。
ウ�役員は担当ブロック内の8ないし7の区で分担。
エ　ブロック4年輪番制。
５．今後のスケジュール
①�幹事会としては各ブロックからの意見を集約し、�
以下の通り支部長区の輪番制を決定した。

ア　2018年度よりの2年間は第2ブロックが担当
イ　2020年度よりの4年間は第3ブロックが担当
ウ　2024年度よりの4年間は第1ブロックが担当
②�2017年 3月までに第2ブロックは2017年度�
の副支部長を選出する。

③�2017年4月の定時総会において上記輪番制を�
決定する。

④�2019年度までに第3ブロックとしての役員を�
選出する。
新執行部が未発足だが、支部として発展出来うる�
活動となるかは今後大いに期待されることとなる。
６．目黒稲門会の23区支部への参加
①�稲門祭への積極的支援（記念品販売、役員派遣、
景品供出など）

②�支部大会への参加（毎回20名位）
③�支部年会費、広告協賛、役員派遣など
④�会長会議、幹事会等の出席
⑤�その他行事への参加
以上を23区支部についての報告といたします。

特 別 記 事
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目黒稲門会ロゴの由来
岩崎正夫（昭和47年　商）
設立当時、よく碑文谷八
幡宮近くの樋口初代事務局
長のお宅に浅海幹事長、�土
川副幹事長と岩崎が集まり、
目黒稲門会立ち上げの相談
をしていました。まず会員

を募集するために設立趣意書と「入会希望シート」�
を作り郵送。（大学校友会本部に「目黒に稲門会を設�
立することに興味ある」と回答いただいたた在住者�
全員を対象にしました。）反応はよく、80名前後の�
方が「入会希望」の意志を示してくれました。
意を強くした私たちは早速、組織を活性化するた�

め部会を設置し、趣味や気の合う仲間づくりを始め�
ました。それぞれの部会長が熱心に活動してくださ�
り、2〜 3年後には校友会から「目黒稲門会の動きは�
活発だ」と評価いただくまでになりました。
しかし、部会内部の動きは活発でも、外部の会員�
にはその動きは伝わりません。そこで会報を発行し、�
各部会の活動状況、校友会本部の情報、総会・新年�
会のお知らせなどを逐次掲載。迅速な情報発信を心�
がけました。
でも、情報を羅列するだけの会報ではつまらない。�
何か目玉になるような、他区先輩稲門会の会報にも�
張り合えるような工夫はないかと一同考え、「ロゴを�
作ったら」ということになりました。

ロゴについて、浅海幹事長よ�
りタケノコが提案されました。�
浅海幹事長が学ばれた中目黒小�
学校の校章は中目黒を真ん中に�
左右にタケノコでした。
また、浅海幹事長の祖母君が「関�

東大震災（大正時代）の際、一日中竹やぶで地震の�
おさまるのを待っていたこと、当時、近所にたくさ�
ん竹やぶがあったと言っておられたこと」を思い出�
され提案されました。話し合いの中、早稲田の稲を�
絡ませ、私に一任されました。
そこで広告屋だった私が担当となりつきあいのあ�

るグラフィックデザイナーに依頼しました。「早稲田�
＝稲穂のイメージ」「目黒のイメージ＝タケノコ」を�
うまくあしらってほしいとリクエスト。3案の中か�
ら現在の案を選びました。
お蔭様で設立17年。現在までロゴもお使いいた
だいています。会員数も設立時の2倍近くになり、
今総会では校友会に多額の寄付もできるようになり�

ました。今昔の感、ひとしおです。
当会のますますの発展を願い、ロゴの由来をご報�
告させていただきました。

星　健孝　（昭和48年�政経）
（目黒区駒場在住）
趣味：ウォーキング、バードウ�

ォッチング、庭いじり
1973年に日本開発銀行に入
行以来、福岡、名古屋、フラン

クフルトなど、めまぐるしいサラリーマン生活を送っ
てきました。今66歳になり、早稲田大学で教えてい
ます。母校への恩返しのつもりで、入会しようと思っ
た次第です。

佐々木芳子（昭29教）平28年��2月��7日（84歳）
加藤　榮護（昭31理）平28年��3月��9日（84歳）
岩佐　幸子（昭35法）平28年��5月25日（78歳）
鈴木　政雄（昭31商）平28年10月19日（83歳）
木村　陽児（昭31商）平28年10月21日（82歳）

※期間：平成28年1月1日〜10月31日（敬称略）

編集後記
機関誌とは、組織や団体の構成員の意見を代弁す

るものである。祖国を遠く離れた亡命政府の機関
誌であっても祖国の民の意見を代弁している。われ�
らの「会報」も、様々な方の意見を代弁しなければ�
いけない。お忙しい中ご苦労な役を勤められている
方、時間さえ取れればいくつもの部会活動に参加さ
れている方、行事に出られなくても会費の形で財政
的に支えて下さる方、これから会員になるかも知れ
ない潜在的会員の方。これらすべての方々の気持ち�
になって、ひとつのまとまった「会報」という形に�
作り上げる作業が編集である。過去編集に携われた
すべての方々のご苦労に脱帽せざるを得ない。
今回は先輩編集諸氏に丸ごとお世話になった。次
号はもっと良いものを。ということを肝に銘じて第
73号校了。誠にありがとうございました。
本年9月より編集委員は下記体制となりました。
一生懸命取り組んで参りますのでご支援よろしくお
願い致します。
編集長� 田島順一郎
編集委員� 安藤　孝、石川智子、猪名川一雄、
� 笠谷興一朗、金井豊男、宮村直身、
� 吉本政治� （田島　記）

特 別 記 事

新 入 会 員

お悔やみ申し上げます


