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2018年1月14日（日）にホテル雅叙園東京で
目黒稲門会新年会が開催されました。
当日は来賓として、青木英二・目黒区長、岡本宏
一・早稲田大学キャンパス企画部長兼総長室調査役
および梅原竜司・総長室社会連携課課長にご出席頂
きました。出席者総数77名（来賓3名、会員・ご
家族68名、学生6名）。
午後5時、石川智子幹事の司会により開会、吉田
博行会長より新年の挨拶がありました。（別掲）
　

　　　　　　　　　　　　吉田会長

次に青木英二・目黒区長より新年のご挨拶を頂き
ました。
ここで、吉田博行会長より目黒区サクラ基金に対
する寄付金の目録が青木目黒区長に手渡されました。

続いて、来賓の岡本キャンパス企画部長からもご
挨拶を頂き、奥村忠男幹事による乾杯の発声で懇親
会が始まりました。

　　　　　　　　　　　  岡本キャンパス
企画部長

懇親会の冒頭では、米寿を迎える、眞仁田　勉相
談役、横山　大相談役、郡山弘文相談役（写真左か
ら）を祝い、それぞれ花束が贈呈されました。

しばらくの歓談に続き、新年を祝うアトラクショ
ンとして、早稲田大学筝曲研究会有志4名が登場。
華やかに琴の音が流れる中、会場には新年のムード
が漂い、和やかな会話が弾みました。

2018 年新年会を開催
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琴の演奏の後、早稲田祭運営スタッフ2名、早稲
田大学国際学生寮WISHから招待した現役学生4
名が紹介され、壇上で挨拶がありました。

その後、昨秋の第2回目黒シティランに参加した
会員9名が紹介され、狩野俊夫幹事より全員が完走
した旨の報告がされました。
続いて、小杉　哲部会長よりボランティア募金活
動への一層の協力のお願いがありました。
しばらくの歓談に続き、山内　宏会員が主宰する

「めぐろオヤジフォーク」の5名による『なごり雪』
等の懐かしいフォークソング4曲の演奏があり、会
場は大変盛り上がりました。

盛会の中、司会より校歌斉唱が告げられ、松田哲
也会員による指揮で都の西北を斉唱。

中締めは、宮村直身幹事の挨拶と参加者への謝辞の
後、三三七拍子でお開きとなりました。（笠谷　記） 

＜吉田会長挨拶要旨＞
皆様、明けましておめでとうございます。今回は、今

までと趣を変えて講演会を休み、より新年会らしく早稲
田大学筝曲研究会によるお琴の演奏が用意されてい
ます。また本会会員とそのご友人達で構成する「めぐ
ろオヤジフォーク」の演奏もございます。ゆっくりおく
つろぎ頂ければと存じます。
母校について2点お伝えします。早稲田大学では創
立150周年に向けた将来計画「Waseda　Vision150」に
基づきキャンパスそのものをミュージアム化することも
目標の1つにしています。既存の会津八一記念博物館
に加えて「早稲田大学歴史館」をこの3月早稲田キャン
パス1号館に開館します。そして、2019年3月に完成
予定の早稲田アリーナも順調に工事が進んでいます。
会員とご家族の皆様が、明るく、楽しく、元気よく健康

な1年になります事を祈念致します。

（来賓）
青木英二・目黒区長
岡本宏一・  早稲田大学キャンパス企画部長兼総長室

調査役
梅原竜司・早稲田大学総長室社会連携課課長
（招待現役学生）
寺村まどか （先進理工学部3年）
牛島秀豪 （政治経済学部2年）
橘 　充 （基幹理工学部2年）
田村弘樹 （商学部1年）
高橋美沙生 （文化構想学部1年）
坂東ちさと （文化構想学部1年）
（会員・ご家族）
朝比奈義雄、荒瀬修一郎、安藤　孝、安藤嘉昭、
石川智子、市瀬一江、市瀬達夫、伊藤　悠、
猪名川一雄、猪名川令夫人、井村正陽、岩佐好恭、
岩佐直美、岩崎春雄、岩崎正夫、鵜野洋治、
海口昭治、大内秀明、大久保健治、大杉邦雄、
大野利幸、奥村忠男、笠谷興一朗、梶　恵作、
金井豊男、狩野俊夫、河村晋彦、郡山弘文、
郡山令夫人、小杉　哲、後藤克彦、佐久間　喬、
澁谷瑠璃、嶋田勝彦、島田久家、高橋圭吾、
田島順一郎、田添麻友、橘　かがり、田畑　繁、
地田博昌、千野逸平、手塚仁雄、外岡　明、
永井正孝、中上美代子、永田耕治、中西元樹、
服部尚彦、林田雅敏、星　健孝、堀井良造、
牧野武夫、松田哲也、眞仁田　勉、丸山忠生、
宮村直身、村上　柾、村山　弘、森家一三、
保井　正、山内  宏、横山  大、吉田博行、
吉田令夫人、吉野博明、吉本政治、吉本令夫人

新年会出席者（敬称略）



－ 3－

無事に新年会も終了し、これから暖かくなると思
いましたがインフルエンザがはやっています。
健康に気をつけて元気に楽しく歩きましょう。
特に初参加、女性の方は大歓迎です。
活動報告と今後の予定をお知らせいたします。
実施報告
11月例会 田園調布から多摩川園
 日時　11月21日（火）　参加14名
12月例会 豪徳寺から世田谷代官屋敷まで
 日時　12月19日（火）　参加10名
12月特別部会　　相模原芋掘り
 日時　12月28日（木）　参加 3 名
 1月例会 浅草七福神巡り
 日時　 1月 5日（金）　参加 7 名

今後の予定（小雨決行）
 2月例会 樋口一葉が過ごした吉原、竜泉を歩く
 日時　 2 月20日（火）　午後1時
 集合場所　JR鶯谷駅南口改札外
 3月例会 旧東海道、品川宿寺社巡り
 日時　 3 月20日（火）　午後1時
 集合場所　京浜急行北品川駅改札外
 4月例会 武蔵野三十三観音めぐり　第5回
 日時　 4 月17日（火）　午後1時
 集合場所　西武池袋線仏子駅改札外
 5月例会 鎌倉巡り
 日時　 5 月15日（火）　午後1時
 集合場所　JR北鎌倉駅改札外
参加される方は下記まで連絡下さい。
 　　牧野携帯　090-9649-6868
 　　ウォーキング部会長　牧野武夫

第69回は11月15日（水）に上野公園にある国
立西洋美術館入口前に10時集合（参加者9名）で

『北斎とジャポニスム―西洋に与えた衝撃』展を鑑
賞。浮世絵師・葛飾北斎の人物から風景まで大胆か
つユニークに描いた作品が多くの有名な西洋の芸術
家達に影響を与えたことを証明していました。
エドガー・ドガ、クロード・モネ、アンリ・ド・

トゥールーズ・ロートレック、カミーユ・ピサロ、
ポール・ゴーガン、エミール・ガレ、フインセント・
ファン・ゴッホ等を鑑賞しました。
葛飾北斎作品約110点、西洋美術の名作約220点

の魅力あふれる大満足の美術展でした。鑑賞後は西
洋美術館内にある「CAFĒすいれん」でランチコー
スを食べました。　
第70回は2月7日（水）に東京国立近代美術館
10時30分集合で『没後40年　熊谷守一・生きる
よろこび展』―「雨滴」、「猫」等の代表作品約200
点を鑑賞、参加者は15名でした。

美術・歴史鑑賞部会長　後藤克彦

本会の開催店は、都立大学店から自由が丘店に変
更して6ヶ月を経ました。開催店の対応も慣れてき
ました。ここ6ヶ月の平均参加者数は16名ですが、
12月の定例会は12名と少し減少しました。しかし、
1月の定例会は前日が新年会にも関わらず16名の
参加となり通常に戻りました。
今年も、気軽に参加していただきたいと思います。

さん月会部会長　岩崎春雄

12月11日（月）、第70回年末大会は武蔵小山
サンで開催され、15名参加しました。優勝は宮村氏、
準優勝は横山氏、3位は大久保氏でした。引き続き
「井門」で忘年会を行いました。
第71回定例大会は2月19日（月）サンで12時
30分開始で開催されます。皆様、奮ってご参加下さ
い。
　　　　　　　　　　　麻雀部会長　鵜野洋治

各部会からの案内・報告

ウォーキング部会

美術・歴史鑑賞部会

さん月会

麻雀部会



－ 4－

私の寝床の脇には囲碁の棋書がうず高く積まれて
います。依田九段の「アマの俗筋　三つの大罪」に
よると級位者から有段者まで、俗筋を悪手なのだと
自覚がないまま、無意識に打っているケースがずいぶ
ん多い。俗筋は皆さんの「第二の天性」と言ってい
ます。俗筋には1「敵を強くする俗筋」、2「狙いを
なくする味消しの俗筋」、3「石の働きが悪い俗筋と
愚形」の三つに分類できます。年始に当たり俗筋と
手筋の違いをまず勉強していこうと思います。
平成30年日程
定例会：
 1 月18日（木）、 2 月15日（木）、 3 月15日（木）
 4 月19日（木）、 5 月17日（木）、 6 月21日（木）
 7 月19日（木）、 8 月 　　 休会、 9 月20日（木）
10月18日（木）、11月15日（木）、12月20日（木）
（月例会開催場所：下目黒住区センター 3階）
校友会：
 6 月 2 日（土） 第18回オール早稲田囲碁祭（＊）
 9 月16日（土）第18回稲穂会囲碁会　新宿天元
12月 1 日（土）第56回オール早慶囲碁（＊）
（＊）日本棋院

囲碁部会長　保井　正

第102回　萩句会報告　　
日時 2018年1月8日（月）14時～ 17時

（順不同）
保井寶正 日溜に椅子移しつつ春隣
青木英林 七種を唱えて喰らふ老夫婦　　　
佐久間喬 門毎の日の丸失せし初景色
後藤克彦 鮟鱇の吊るし切りされ仏顔
丸山酔宵子 物乞ひも牛も横切る初景色　　　
菊地崇之 新たなる富士をしつらえ初景色　
佐伯兵庫 早仕舞挨拶ばかり初仕事　　　　
吉田啓悟 ベランダに止まる雀や初景色　　
佐久間たか子 仏間にて筆下す音淑気みつ
山本草風 妻と吾何もかはらぬ去年今年
渡辺鯨波 震度4ずれてしまった初景色　
金森純女 ゆったりと歩みゆく猫初景色
澁谷瑠璃 六

むつのはな

花睫毛の先に不時着す
石川智子 蒼穹の明日へと続く初景色
原　晶如 瘤吼ゆる裸木にある孤独力
青葉ひかる 初景色富士の雄姿が碧に浮く

初春の句会らしく中原主宰はもとより、男性2名、
女性3名の会員が着物姿で参加されました。兼題は

「初景色」でしたが、色々な初景色があるものです
ね。

ガンガーへ焼かるる人へ初日の出
中原道夫主宰が新潟日報の元日版に寄せた句です。
インドのガンジス河畔で朝日の昇るのを見て詠んだ
句です。人が焼かれる一方で初日は昇る。“生”と“死”
がそこでは“境 ”を失います。

俳句部会長　佐久間　喬

平成29年最後の例会（忘年会）は12月8日（金）
にコートダジュール学芸大学店で開催されました。
参加者は13名と久し振りに多くを数えました。平
成30年の最初例会は場所をコートダジュール目黒
西口店に変えて1月12日（金）に開催され8人が、2
月9日（金）の例会には9人の参加者が集まりました。

カラオケ部会長　奥村忠男

1月20日（土）にインターコンチネンタルホテ
ル東京ベイのイタリアンレストラン「ジリオン」で
ランチ会を開催しました（参加者10名）。
まずはロゼのスパークリングワインで乾杯。前菜
はオマール海老と鰆。ついで根セロリとマッシュル
ームのスープ。パスタはごぼうと鶏の白ワインソー
ス。イタリアンですが、和の食材が取り入れられて
さっぱりとした味わいです。お料理の都度、阿部料
理長が自ら説明してくださいます。
次は茸のリゾット。これがおいしかった！メイン
の前にもうお腹が一杯になりましたが、頑張ってメ
インの牛ほほ肉の煮込みも完食しました。
デザートは別腹なので、これは入ります。ココア
プリンとジェラートでした。2時間余りのランチを
堪能しました。　

食べ歩き部会長　猪名川一雄

囲碁部会

俳句部会

カラオケ部会

食べ歩き部会
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由良温泉と銀山温泉の旅

小杉　哲　（昭和41年　理工）
旅行部会は由良温泉と銀山温泉の旅（2泊3日）

をクラブツーリズムの企画を一部買い取る形で実施
しました（会員とその家族13名参加）。
2017年12月10日8時50分、東京駅日本橋口に
全員が予定通り集合した。今回の旅行は旅行部会と
しては初めての国内2泊の旅で、我々13名を含め総
勢25名であった。東京駅から上越新幹線で新潟駅
へ、そこから秋田駅行特急で冬の日本海を進行左手
に見ながら1時間半ほどであつみ温泉駅に着いた。
ホテルの小型送迎バスで早々と2時半には由良温泉
のホテル八乙女（やおとめ）に到着した。今回の旅
行は万事このようにゆったりとしたもので、もうす
ぐ後期高齢者となる小生にもありがたかった。ホテ
ルは砂浜の海岸に接しており、夕食までに十分時間
があったので砂浜を30分ほど歩き、欄干が朱塗り
の橋を渡って白山島という小島に行った。この島の
頂上には白山神社という社があり、その景観から「東
北の江ノ島」とも呼ばれている。旅行の楽しみの一
つは風呂だが、ここは無色透明の天然温泉。屋上に
は眼前に日本海を眺めながら入れるのがうたい文句
の露天風呂もあるが、残念ながら今回は天候の関係
でクローズされていた。もう一つの楽しみである夕
食は、我々だけのために用意された『歓迎目黒稲門
会』の横断幕がある大広間でアワビの踊り焼きや紅
ズワイガニなど日本海で獲れた海の幸を堪能した。

翌朝9時にホテルを出発し、大型バス約40分
で酒田市にある山居（さんきょ）倉庫に到着した。
ここは明治時代に酒田米穀取引所の付属倉庫として
建てられ、その後取引所は廃止されたが建物はその
まま保存され、現在も米倉庫として使われていると
のこと。船による輸送に便利なように川に面し、夏
の高温化防止のため背後にケヤキ並木を配し、湿気
防止目的で建物は二重屋根構造となっている。ケヤ
キ並木はNHK連続テレビ小説「おしん」のロケ地
でもあり、吉永小百合さんが JRの宣伝ポスターで

写っていた場所でもある。このころからみぞれ交じ
りの冷たい小雨が降りだした。山居倉庫見学後バス
約60分で出羽三山（でわさんざん）の一つである
羽黒山に着いた。出羽三山とは、山形県庄内地方近
辺にある月山（1984m）、湯殿山（1504m）および
羽黒山（414m）を一まとめにした総称であり、そ
れぞれの山頂には神社がある。羽黒山は標高が最も
低いが、ここに三山の神々を統合して祀る神殿があ
る。この時期は雪のため石段がある正面からはアク
セスできず、小雨のなかを本殿にごく近い駐車場か
ら残雪で滑りそうになりながら杉並木の坂道を登っ
て本殿裏口から入って参拝した。
その後移動時間約50分で最上川舟下りの出発点
である古口（ふるくち）に到着した。舟着き場内の
直営売店で十分買い物ができるよう（？）30分以上
待たされた。これは芭蕉ライン舟下りと呼ばれ、『五
月雨を集めてはやし最上川』の句から急流を想像し
たが、非常にゆったりとしたものだった。屋形船風
の小舟で、両岸の渓谷美や滝を見ながら地元名物の
竹かご弁当を堪能した。船頭の案内や地元民謡を聞
くこと約60分で川の駅・最上峡くさなぎに着いた。
小雨の中、バス移動約70分で銀山温泉銀山荘に
到着した。銀山温泉は前述した「おしん」の舞台と
なったことで一躍脚光を浴び、全国的に有名となっ
た。我々の宿は銀山温泉では最も大きいものだが、
よくPR写真等で見る銀山川の両側に温泉宿が建ち
並ぶ温泉街からは徒歩10分ほど離れている。宿の
送迎バスで温泉街の入り口まで行き、ガス灯のとも
った幻想的な温泉街を散策した。ネット上でも有名
な立ち食い豆腐屋で200円の湯豆腐を購入し、店の
前の川沿いに別棟として建てられた小屋で椅子に座
って賞味した。ここの風呂も前日同様無色透明。夕
食はやはり我々だけの個室で、山形県産黒毛和牛な
ど郷土料理と地酒を十分に堪能した。宿に到着した
時は小雨だったが、夕食後部屋に戻ると外の景色は
一変して猛吹雪となっていた。翌朝部屋の前の川と
森は一面真っ白な雪景色で、玄関前では車の屋根に
20cm以上積もった雪を苦労して下ろしていた。宿
の入り口軒先では久しぶりに氷柱も見た。
三日目は宿を10時に出発し、約30分で大石田駅

に到着した。この駅は奥羽本線と山形新幹線の共用
駅で、新幹線が在来線のホームにつくのを初めて見
た。駅舎は屋根が階段状になっており、最上川花火
大会の時はそこに座って見物するとのことだが、雪
が積もり段差も分からないほどであった。山形新幹
線の車内でもいつものように賑やかな酒盛りで、あ
っという間に予定通り東京駅に午後二時半過ぎ到着
し、解散した。井村部会長はじめ参加された皆様に
は大変お世話になり、ありがとうございました。

旅行部会
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大内秀明（昭和33年　文）

先ず初めにお断りしておき
たいことは、四代と言っても、
二～四代までは、亡父（秀邦、
昭和5年　文）、小生（昭和
33年　文）、長男（和哉、昭

和60年　商）と、卒業年次と学部が明確に判明し
ているのに対し、初代と言うべき、祖父・秀麿（明
治15年生、昭和16年没）については、具体的な資
料が欠落していることである。すなわち、その根拠
は亡父（昭和58年没）の法要の折に親族の故老（亡
父の従弟）から、小生の三代続いているとの説に対
して、「祖父の秀麿さんもワセダなので四代である」
との指摘を受けたことが発端であり、以降、小生が
雑事に追われ、その場を含め詳細を確認しないま
ま今日に至っているからである。
当然のことながら、今となっては祖父の事蹟を知
る人々はすべて鬼籍に入っており、頼りにしたい資
料もまた、大半が昭和20年3月の東京大空襲で焼
失してしまっているのが現状である。しかしながら、
今般の編集子からのご依頼を折角の機会と受け止め、
この四代説について、断片的にせよ残された諸資料
を元に小生の推測を試みてみた次第である。
断片的な資料とは①祖父の遺筆でもある「大内家
系譜」及び②写真アルバム（「母のアルバム」と題し、
亡父が祖母初栄―昭和40年没―の遺品に注釈をつ
けてまとめたもの）の2点で、これらをベースに祖
父の足跡を辿る中で「ワセダ」との接点を追い求め
てみた。
祖父・秀麿は、曾祖父・彌高の長男として明治15
年10月に生まれ、長じて富山中学を経て、金沢四
高に進むも、生家が再三の火災に見舞われたうえ、
曾祖父が知人の借金の保証人を引き受けたことが原
因となり、一家が経済的に困窮した状況に追い込ま
れた結果、四高を中退せざるを得なくなり、金沢医
学館に転じる中、明治38年（数え年24歳）には、
軍医として日露戦争に出征したことまでは、写真と
して残されている。そして明治39年6月、曾祖父・
彌高は北海道幌別へ村医として赴任、金沢へ残され
た形となった祖父・秀麿は明治39～ 40年頃、看護
婦であった祖母初栄と出会い、結婚。41年3月には
長男・秀邦（亡父）誕生までは判明している事柄で
ある。ところが、その後、大正元年（1912年）には
毎日新聞社に職を得て、米子支局へ赴いたとなって

おり、この間の動静については記録が全く欠落して
いるのである。従って小生としては、この数年間に
着目、大きなターニングポイント＝すなわち医業か
ら文筆の世界へと転じた、所謂「カギ」がこの間に
隠されていると断じてみたい。補足すると、祖父は
その後、明治45年5月に生まれたばかりの双生児
の長女・次女を含め一家5人で米子を振り出しに京
都、下関と各支局を経て、大正8年（1920年）に
は海を渡り、奉天（現瀋陽）に大正9年（1921年）
3月まで駐在、同年4月に帰国後は名古屋支社長と
して退職までの6年間を過ごしており、この間「ワ
セダ」との接点は見出しがたいからでもある。この
名古屋時代に長男・秀邦を愛知一中四年次修了を俟
って、単身上京せしめ、早稲田高等学院へ進学させ
たこと、さらには、毎日新聞社退職後、昭和2年に
は家族共々上京、「ワセダ」にほど近い、当時の淀橋
区戸塚町に居を構えたことなどから、祖父の意識の
底には、やはり強い「ワセダ」への思い入れがあっ
たと思われ、前述の時期に、例えば聴講生といった
形で「ワセダ」との繋がりがあったと推定しても無
理ないものと考えたい。
また加えて、亡父が上京し、早稲田高等学院通学

のため数年間下宿していたのは、前出の故老の家（母
親は祖父の実妹）でもあり、故老の言はその点から
も根拠あるものと思われ、これらを総括すると、四
代説には漢籍の素養を身につけた時期など不明点が
まだ残り、牽強付会のご指摘もあろうが、可能性も
また充分に存するとするが妥当というのが小生の結
論である。
ちなみに、現在手元にある祖父の著書は、下記の
5点である（すべて戦後亡父が神田の古書街等で買
い求めたもの）。
支那傳奇物語 大正14年8月　大阪毎日新聞社刊
白月歌集 昭和 9 年 2月　三笠書房刊
支那随筆魚目集 昭和 9 年 8月　三笠書房刊
茶　経 昭和10年2月　三笠書房刊
支那典籍史談 昭和19年4月　昭森社刊
魚目集及び茶経は訳書、白月は筆名

なお、敢えて付記させて頂ければ、祖父は昭和5
年4月、長男・秀邦の学部卒業後、住居を当時は郊
外とも言うべき世田谷・松原に移し、著作執筆に専
念したが、晩年は不治の病とされた肺結核に冒され、
居宅書斎に完全隔離となった。そのため、小生の名
前も漢詩から採って付けてくれたとされていただけ
に威厳あるとされた、その謦咳に接した記憶は小生
には残念ながら皆無となった。

会 員 の 広 場

四代続く（？）ワセダマン
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柿の木坂 服部尚彦　（昭和35年　理工）

＜「柿の木坂」町の場所＞
「柿の木坂」の町は、目黒通り北西一帯の矩形地
域で、環七、目黒、柿の木坂通りの3本の道で区切
られた地域です。そのほぼ中央に呑川支流の浅い谷
が縦断し、全域は緩やかな傾斜地に広がる海抜24m
～ 32m程の高めの閑静な住宅地です。
＜「柿の木坂」の由来＞
「柿の木坂通り」「柿の木坂交番」と名称が多用さ
れますが、本来の「柿の木坂」は、碑文谷警察から
都立大学駅まで下る目黒通りの直線坂の名称です。
嘗ての坂は西に大きく湾曲し、想像も付かない急坂
で、荷車には道中屈指の難所でした。その由来は柿
の木が多く、側に一際大きな柿の木が立ち、夕暮れ
になると往来も少ない寂しい坂であった為、人々は
坂を駆け抜ける「駆け抜け坂」に起因します。戦争
の影響で坂区間は旧道のまま放置されていましたが、
坂と東横線の立体交差が入れ替わり、目黒通りが全
面開通しました。戦後歌．柿の木坂は作詞家の郷里・
広島県大竹市と R廿日駅がモデルですが、わが町
「柿の木坂」は駅から全域がワンメーター範囲です。
＜「柿の木坂」の変遷＞
環七通りの「柿の木坂」を含めた西地区は、他の

目黒地区と異なり、都市化が遅く昭和10年代まで
は、呑川流域に田畑原野が長閑に広がる純農村地域
でした。この遅れの為に、文化財の数はそれ程多く
ありません。大正12年の関東大震災以降被災者が
郊外に土地を求めて台地目黒に急激に人口が流入し、
これに合わせて東横線が開通しました。その後の東
京大空襲では、「柿の木坂」全域は幸いにも被災を免
れました。呑川は蛍が飛び交う穏やかな清流でした
が、一度荒れると流域に洪水が発生し、全てを飲み
込む様子に名前の由来があると言われ、今では支流
を含めて整備され、暗渠化、遊歩道化されました。

＜「柿の木坂」の文化財・北野神社＞
北野神社は、菅原道眞公の木彫り像を祀る天神様

で、1777年以前の由来は不詳ですが、後に常円寺住
職が再興したとされ、神社の前の坂は駒沢方面に繋
がる古道を直線化し、今は天神坂と呼ばれています。

五本木 吉田博行　（昭和42年　政経）

五本木という地名は、昭和7年の区制施行で消え
たが昭和43年の「住居表示に関する法律」による
町名変更でそれまでの上目黒5丁目、三谷町の一部
および中目黒3丁目の一部が現在の五本木1・2・3
丁目となり復活した。現在人口約12,000人の町で、
目黒稲門会の会員は5名在住。
＜五本木の地名＞　五本の大樹がありこの地のラ

ンドマークとなっていたのがそもそもの由来ではな
いかと伝えられている。江戸時代、目黒六ヵ村の一
つ上目黒村に、上知、宿山、石川、五本木の四つの
「組」があり、ここに「五本木」の名があった。こ
うした「組」は江戸時代以前からある集落の母体で、
室町から鎌倉時代へ遡ることが出来る。
＜鎌倉街道・庚申塚＞　守谷図書館の裏手の庚申
塚群の前の曲がりくねった細い道は、「鎌倉街道の一
つ」と伝えられている。往時の旅人は、五本の大樹
を眺めながら、鎌倉への道を急いだのかもしれない。
＜守谷図書館＞　昭和15年台湾、満州の新聞社の
社長を歴任した守谷善兵衛氏の遺族から寄贈された
宅地と住居を転用した図書館で、東京23区の図書
館で人名に由来する唯一の図書館である。当初は守
谷記念館として開設、昭和27年4月目黒区立の図
書館としてスタートし、平成14年八雲中央図書館
の開館まで目黒区立図書館の中央館として活躍した。

＜十日森稲荷神社＞　旧上目黒村五本木組の鎮守
であった。五本木の旧家・島崎佐五衛門の邸内にあ
った小さな祠を移し、五本木田園の豊作守護神とし
て祀ったものと思える。十日森の由来は稲荷神を祀
った森である「稲荷森」から十日森となったという
説も残っている。
＜五本木小学校＞　区立五本木小学校は昭和6年
に開校、現在に至っている。小生の入学当時、戦災
を免れた古い木造校舎で、継接ぎだらけの床の体育
館だったが現在は鉄筋の校舎に建て替えられ、屋内
温水プールも体育館と併設されている。
＜五本木通り商店街＞　日常生活の中心で、夕方

ともなると買い物をする主婦で大変な賑わいであっ
た。周辺にできた大型店舗や主婦の生活パターンの
変化さらに都道426号線の拡幅により商店街として
の往時の賑わいは全く様変わりをしてしまった。

目 黒 わ が 町 自 慢
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【第3回：白金台ランチ会ご報告】
女子会ランチ第3弾は、平成29年11月3日（金・
祝）に都内ホテル中華レストランの中でもリーズナ
ブルかつ美味しいと評判の、白金台・シェラトン都
ホテル「四川」で開催しました。幹事の市瀬一江さ
ん、澁谷瑠璃さんとともに準備。中華の丸テーブル
を囲んで、会員4名、ご家族4名の合計8名がご参
加されました。

【第4回ランチ会のお知らせ】
次回は平成30年7月28日 (土 ) 昼を予定しており

ます。詳細が決まり次第、会員宛メーリングリスト
にてお知らせいたします （石川　記）

11月26日（日）、昨年に続き、第2回となる目黒
シティランに参加しました。
若木会をはじめ、当会より10kmの部に8名と、
2.5kmの部に1名がエントリーしました。さらに今
回は、渋谷稲門会より1名と、会員の友人1名が一
緒に参加してくれました。
この日のために事前に6度の練習会を行い、今年
は10kmの部にエントリーしたランナー全員が制限
時間内に完走しました。
大会終了後はサイゼリヤ中目黒駅前店にて懇親会
を持ち、大いに盛り上がりました。

（笠谷　記）

「幸福を呼ぶ赤い鳥」　20センチ皿　陶器　

後藤克彦　（昭和42年　文）

20年前に文化・歴史・芸術の町である茨城県笠間
の「芸術の村」にアトリエ？を建てました。陶芸家、
画家、彫刻家、染色家等の芸術家が住んでいます。
村の中心にある日動美術館・別館でもある春風万里
荘（北大路魯山人の北鎌倉の家を移築）の三軒隣の
我が家で、気が向いた時に陶芸作りを楽しんでいま
す。作品は10年前から描き始めた昆虫や鳥、魚シリ
ーズの「幸福を呼ぶ赤い鳥」です。友人が来ると酒
の肴入れとして利用しています。

大内久美子（ 昭和61年 商）
（目黒区柿の木坂在住）
山内　宏さんのご紹介を頂き

ました。どうぞ宜しくお願い致
します。
旅先で美術館に行くのが好き

です。

第6代目の編集長をつとめ
させていただくことになりま
した猪名川一雄（昭和45年
政経）です。会報の使命として、
会員の皆さんに必要な情報を
お届けしていくことはもちろ
んですが、読んで楽しい会報作

りを心がけてまいります。
そのためのお願いですが、　私一人の情報量には
限りがありますので、「あの人にこんなことを書い
てもらったら」とか「あの人にはこんな趣味がある」
という情報提供をお待ちしています。　

新 入 会 員

会 員 ギ ャ ラ リ ー

第2回目黒シティラン

女子会ランチ

編集後記


