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《 充実した 2011年度の活動と 2012年度のさらなる飛躍への期待 》 

謹賀新年   本年もよろしくお願いいたします。 

昨 2011 年は、我々1985 年次稲門会が発足して初年度の記念すべき年でしたが、3 月 11 日の

未曾有の東日本大震災によって甚大な被害を受けた忘れることのできない年でもありました。我

がW85＜メタ穂＞会の活動も、箱根駅伝応援などのスポーツ企画や新年会から華々しくスタートし

たものの、3 月 12 日に予定されていた梅園企画が前日の震災で中止になると、世の中の自粛風

潮を受けて停滞しました。しかし、大勢の会員が復興支援で現地に入り、その様子が報告される

に従って、｢復興支援｣の意味も込めた前向きな企画が中心となり、８月の｢防災セミナー｣、11 月

の総会での景品（米・酒）などを通じて、活発な活動が続きました。  

昨年の震災被害は、日本全体が喪に服す必要があるほど大変なものではありましたが、一方

で、復興は１年や２年でどうにかなるようなものではなく、継続的な支援が必要であり、自粛ではな

く状況を活性化するような活動が求められています。 

1985 年次稲門会の活動も２年目を迎え、さらに様々な企画を計画中です。日本全体を元気に

するためにも、そうした企画に是非、積極的にご参加いただきたいと思います。   （会長  小寺） 

 

会 告 2－1－2 

2012年度 新年会 

＜日 時＞ 

2012年 1月 15日（日） 

13：15～15：15 

＜会 場＞ 

東京・水道橋 

「ディナギャン」西神田店 

新年会のみの参加も大歓迎 

会 告 2－1－１ 

2012年度 新年ボウリング大会 

＜日 時＞ 

2012年 1月 15日（日） 

11：00～13：00 

＜会 場＞ 

東京・水道橋 

東京ドーム ボウリングセンター 

引き続き新年会を開催（右記） 

W85 では屋台を出店し、あの「フクちゃん」の 

名物メニューを復活させます。 
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設立より 1周年を迎えた私たち「1985年次稲門会」通称

メタ穂会の第 2回総会が、2011年 11月 19日（土）に東京・

高田馬場 BIGBOXの宴会場「粋なもん（いなもん）」におい

て開催された。昨年の第 1回総会は設立総会であったか

ら、これが初めての通常総会となる。あいにくの雨模様にも

かかわらず 55名の会員が参集し、また 1983年次、1984

年次稲門会の先輩方を来賓にお迎えしての盛大な会合と

なった。 

 

 午後 2時開会。三浦副会長の議事進行により、以下の通

り議案が提出され、いずれの議案も可決された。 

・1 号議案 2011 年度事業報告 

・2 号議案 2011 年度決算報告 

・3 号議案 会則改定 

①年度の期間の変更 

 第 3 条に定める年度の期間を、 

旧）「11 月 1 日から翌年 10月 31 日まで」 → 

新）「10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで」 と変更。 

②役員定数の変更 

第 12 条に定める役員の定数を、 

旧）「書記 2 名」「会計 2 名」 → 

新）「書記 数名」「会計 数名」 と変更。 

改定会則は総会当日の平成 23年11月19日より発効。 

・4 号議案 2012 年度役員選出 

  役員を 8 名増員し、31 名とする。 

新役員の顔ぶれ 

【会長】 1 名 小寺浩二（理工）  

【副会長】 数名 
朝田思乃（教育）、鈴木紳互（一文）、

田中伸治（商）、三浦正孝（商） 

【幹事長】 1 名 朝田賢治（教育）  

【副幹事長】 数名 小野惣一（理工）、辻村義弘（理工） 

【書記】 数名 
上坂真人（商）、遠藤直子（教育）、西

世古美弥子（一文）、吉田郁夫（社会） 

【会計】 数名 
藤井輝久（政経）、実籾富士男（教

育）、吉田 聡（商）  

【広報】 数名 

片岡英輔（商） 、細村悦子（二文）、宮

田昌尚（政経）、宮本義信（社学）、目

崎豊（商）、代々木理方（法） 

【庶務】 数名 

秋澤淳雄（商）、小谷清（法）、三枝則

生（政経）、高品直之（政経）、筆谷敏

正（一文）、武藤博光（二文）、八木信

彦（商）、山口和男（商） 

【監査】 2 名 岩佐浩光（理工）、深澤竜介（一文） 

会長と幹事長は早大校友会の代議員となります。 

 

 

 

 

・5 号議案 2012 年度事業案 

・6 号議案 2012 年度予算案             以上 

 

議決内容については「2011年活動報告」（W85第 1号）

でも報告済みである。本会インターネットホームページでも

あらためて掲載される予定なので、そちらをご参照された

い。   http://www.waseda85.com/ 

 

すべての議案がとどこおりなく承認された後は、同じ会

場において、お待ちかねの懇親会に突入。 

オープニングに、女性会員有志 3人によるユニット「ＡＢ

Ｔ４８」の笑劇…いや衝撃的なパフォーマンスが華々しく疲

労…おっと披露され、満場の度肝を抜いた。そのカツモク

すべき活躍の様子は次ページにて。 

朝田幹事長の挨拶、田中副会長による乾杯の発声で、

会場はにこやかな食事と歓談の場へ。 

抽選会では、老舗米店「山田屋本店」（本会の秋澤幹事

が経営）の届ける「まぼろしの米」や、大震災被災地・気仙

沼の男山酒造が醸した「復興の酒 華心特別純米酒 がん

ばろう日本」が

当たるとあって、

期待も高まる。

当たったお酒

をその場で振

る舞う方もいて、

大いに盛り上

がった。 

現役の応援部リーダーによるステージではABT48も一

緒になって全身フル回転のパフォーマンスを披露、年齢

差を感じさせぬ熱さを振りまいた。 

最後はもちろん「都の西北」をあらん限りの声で斉唱。肩

を組み合い、心をひとつにして、新たな年度に向ける気持

ちを盛り上げ、お開きとなった。 

  

「1985年次稲門会」 2011年度総会 報告 

http://www.waseda85.com/
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【ＡＢＴ48オンステージ】 

ABT48・朝田思乃（教育） 

11 月 7 日、初の衣装合わせ。ついでにユーチューブを

プロジェクターで映しながら初のダンスレッスン。ニシゼコ

の感度はいいが、私はギクシャク。仕事の稽古よりも難しい

…。細村さんには、プーさんになってもらうことにして打ち

合せ終了。 

本番を２日後に控え、細村

さんから突然のメール。開けて

みると、自らをパンダになぞら

えたメイク写真！朝から悶絶

笑い。俄然、ABT48 の覇気が

高まる。 

本番の朝、姿見でじっくりと

我見を映す。うーん、痛すぎる。

髪を束ねてみたりして、後ろ姿

は、なんとかクリア♪舞台裏で、３人での練習を重ねる。 

総会が終わり、懇親会のスタート。あんなに練習したの

に、アッという間に曲は終了。禁断の ABT48 の姿に、のけ

ぞる人、どん引きの人もありながらも、つつがなく懇親会が

始まった。 

今回は、昨年よりも参加者は少なかったが、あの冷たい

雨の中、よく集まっていただけた。初顔合わせの方も、円

テーブルでお酒が進むにつれ、初めて会った人同士も 10

年来の親友のように盛り上がっての会話。オリジナルラベ

ルの幻の米、お酒を景品に、当たった人からの一言コメン

ト。最後には、恒例の応援部パフォーマンス。あっという間

の 2時間だった。 

初顔合わせでも、親友ができるＷ８５！ 

今後も、様々なイベントを企画していきますので、ぜひ

ぜひ気軽に参加してくださいねー。 

 

【燃えた！踊った！会いたかった！】 

ABT48・西世古美弥子（一文） 

昨年の総会は我らが同期のフジ TV軽部アナに司会を

お願いしての懇親会でしたが、本年はスケジュールの都合

でお越し頂けないということになり、それなら数少ない女子

で盛り上げるしかない！と立ち上がった（乗せられた？）朝

田思乃細村悦子・西世古美弥子の３名。 

出しものどうする～？と議論に議論を重ねること数分

（笑）、西世古が 

「そういえば、うちの会社の社員総会で新入社員が AKBの

衣裳着て踊ってさ～。冗談で借りたら、いろんな意味で受

けちゃって…私たちだってだいたい 48歳だし、≪ＡＢＴ（ア

バウト）４８≫ってのもありかな…」。 

瓢箪から駒のトリオ誕生でした。 

ただ、問題は衣裳が２セットしかないってこと。 

「ん～～困ったね、（またも）そういえば、家にプーさんの着

ぐるみあるからそれも使う？」。（…なんでそんなものが家に

あるんだ） 

で、２人と１匹でＡＢＴ４８ が結成されました。 

踊る曲目は、同窓会だから『会いたかった』だよね～とい

うことで、YOU TUBEで振り付け動画を見つけて、各自コソ

練開始！ 

その後、西世古が、プーさんの衣裳を細村さんの会社

にお送りしたところ、会社の方から突然のお電話！ 

「弊社は ISO の関係で、中身が確認できないと荷物を受け

取れないんですが、中身は何でしょうか？」と。 

「あ、その、怪しいものではないんですが…、資料というか、

衣裳というか…」。 

大汗かきながらご説明して、無事に受け渡しに成功。 

プーさん役の細村さんも、実はノリノリで、ある日突然、

朝田・西世古両名の会社アドレスに添付写真が届きました。

仕事中だったけど、何だろう？とファイルを開けたとたん、

プッ！と吹き出してしまった。（前出写真） 

細村さんのお母さんは、「うちの娘はそこまでしないと仕

事取れないのか？」とマジで心配されていた様子。 

そんな経緯で、当日を迎えました。 

思乃さんは家から着替えて赤いトレンチコートで身をくる

み、細村さんは家からフェイスペイントしてこられたので、

大雨なのにサングラスにマスクと怪しいいでたち、西世古

はトイレで着替え…と、BIGBOXのトイレで 3人が衣裳を披

露し合ったのでした。 

正直、ドン引きされたらどうしよう？とドキドキしながらの

登場でしたが、皆様の温かいまなざし（？）に支えられ、何

とか役目を果たしました。 

体育会応援部の若者の視線がちょっと痛かったですが、

最後、応援部の振り付けを見よう見まねでマネしているうち

に、「来年は、キッチリ決めてやろう！」と決意した３人なの

でした。 
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【天気晴朗なれども風強し】 

W85会計・藤井輝久（政経） 

12月４日（日）、快晴の国立競技場で行われた関東大学

ラグビー対抗戦グループの最終戦、早稲田対明治の試合

を応援してきた。 

早稲田はここまで筑波、帝京に敗れて既に２敗。対する

明治は帝京に敗れたのみの１敗。早稲田は勝てば２位、

負ければ４位という試合。我々が大学２年ときの早明戦で

記録され、今もって破られていない国立競技場の入場者

記録 66,999人にはやや及ばないものの、両校を応援する

ラグビーファンで埋まったバックスタンドの中央、聖火台下

に陣取ったのは W85田中、辻村、木之本、松野、藤井の

総勢５名（試合後に森本、代々木が合流）。 

前日までの雨風が嘘のように雲ひとつ無く晴れ渡った紺

碧の空の下、持ち込んだのはスコッチの銘酒 BOWMORE、

韓国の名酒マッコリ、フランスの逸品シャンパン、それに加

え柿の種、フライドポテト、サラミソーセージなどおつまみの

種類と量は豊富。折からの北風をものともせず、正面メイン

スタンド越しには我々の学生時代に比べるとずいぶん数が

増えた新宿高層ビル群、左の彼方に我々の学生時代と変

わらずに綺麗な富士山を見やり、試合開始前の両校校歌

斉唱を聞きながら、心身ともに熱く盛り上がるのであった。 

14時、いよいよ試合

開始。前半、早稲田は

風下のサイドを選択し、

強い向かい風の中、

明治ゴールラインを目

指すことに。キックが使

いにくいために苦戦が

予想される風下にもかかわらず開始早々から早稲田の攻

勢が続き、明治ゴールライン前で明治の反則によりペナル

ティゴール（PG）の権利を得る。これを手堅く決めて３－０と

先制。その後もキックを使わず自陣からもサインプレーを

交えたオープン攻撃を展開するなど、早稲田の攻勢は続

く。だが、今一歩で明治ゴールラインに迫れない。 

そうこうしているうちに、この試合初めて押し込まれ、早

稲田が自陣ゴール前で反則。明治がすかさず PGを決め、

３－３の同点。その後一進一退の攻防が続くが、我々の学

生時代のように明治の重量フォワードにぐいぐい押し込ま

れるという局面はなく、早稲田のボール支配率は高い。た

だ、ボール支配率は高いのだが、なかなか決定的なチャ

ンスを作れず、なんとなくいやな展開。すると再び押し込ま

れ、早稲田ゴールライン前でのモール（選手が立ったまま

密集を形成しボールを奪い合う状態）に。しばらくすると、

密集に参加していない明治の選手が密集後方に綺麗なア

タックラインを引いたので、ボールは明治が支配していると

判る。その直後、アタックラインを引いていた明治の選手の

一人が走り始め、トップスピードで密集脇を通り抜ける際に

パスを受けると、そのまま早稲田ゴールに飛び込んだ。あ

っという間のトライ、我々が学生時代に度々見せ付けられ

た明治のサイド攻撃であった。「あーあ、やられた」。これで

３－10。前後左右に座る明治ファンの歓声を聞きながら、

試合展開こそ違うが早明戦らしいトライの取られ方に妙に

納得がゆく。その後、さらに PGを決められ、結局３－13で

前半終了。明治にリードされて前半を終えるのは、ここ数

年なかったかもしれないが、学生時代に“早明戦は終始劣

勢”という４年間を経験している我々にとって違和感は無く、

ウィスキーお湯割のピッチをむしろ上げていくのであった。 

両校チアリーダーの妙技も披露されたハーフタイムの後、

いよいよ運命の後半開始。

今度は風上の早稲田は

反撃の糸口を見つけられ

るか、それとも明治が前

半の流れを維持してリー

ドを広げるか。試合展開

とは関係なく、この時点

で既につまみをほぼ食

べつくし、折からの暖かい日差しの中で心身ともにすっか

り熱く出来上がっていた５人も固唾をのんで早稲田フィフ

ティーンの動きを追う。 

後半開始早々、グランド中央付近で明治の反則でPGを

得た早稲田が素早くリスタート。明治のディフェンス陣形が

整わない隙を突いて、ボールは明治ゴールに向かって左

側に待ち構えるバックスの選手に素早くパスされて行く。そ

して、最後にボールを貰った左ウイングが、我々の陣取る

バックスタンド前のライン際を一気に駆け上がる。このときよ

うやく明治ディフェンスも追いついてくるが、最後はそれを

も振り切って遂にウイングが明治ゴール左隅に飛び込んだ。

「やった！」早稲田、今日初トライ！角度のある難しいコン

バージョンゴール（CG）も決まり、10－13。 

その後も早稲田の攻勢が続く。追い風を利して、前半ほ

とんど使わなかったキックにより陣地を挽回し、フォワード、

バックス一体となった攻撃でボールを支配しながら徐々に

明治ゴールに迫る。そして後半も 20分が経過し、いよいよ

試合は終盤にさしかかる。我々の学生時代はこの“後半の

後半”あたりから、明治と早稲田のスタミナや体力差からか

スクラムやモール、ラックといったフォワード戦での劣勢が

次第に明らかになり、それまでにリードしていてもじっくりと

着実に逆転される、横綱相撲ならぬ“横綱ラグビー”を見

せ付けられることが多かった。しかしながら、ここ数年の早

稲田は少なくとも明治とのフォワード戦で劣勢に立つことは

ラグビー早明戦 応援レポート 
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なく、今日も早稲田フォワードの健闘が光った。 

後半開始 25分、明治陣中央付近の密集から相手ボー

ルを奪い返した早稲田フォワードがそのまま前に突進、そ

して後ろからサポートに入ったもう一人の早稲田フォワード

にパスをつないで明治ゴール中央やや右にトライ。「やっ

たー！」この時点でついに逆転して 15－13。思わず立ち

上がってハイタッチをして喜ぶ５人。その際、残り少なくな

っていた柿の種その他のおつまみを器からこぼしてしまっ

たが、手に持ったお酒は一滴もこぼさなかった。流石であ

る。ところが、こぼしてしまった柿の種を我々がせっせと拾

っていた間に行われた CGを早稲田は失敗してしまう。角

度・距離ともにさほど難しくないように見えたこのゴールを

決めていれば更に２点が入り 17－13となっていたので、例

え明治に PGで３点を与えてもトライ（５点）さえとられなけれ

ば逆転はされないリードだったのだが。明治相手にこのよ

うなミスは、いや

な予感。そして、

このCG失敗が最

後まで響くことに

なる。 

こぼしてしまっ

た柿の種の回収

を無事終え、ウイ

スキー水割りのピッチをあげていく我々５人を尻目に試合

はいよいよ終盤の正念場。両校の気力と体力を振り絞った

攻防が展開されたが、自陣中央で早稲田が痛恨の反則。

この PGを明治が着実に決めて 15－16で再逆転されてし

まう。「あーあ」いやな予感が的中、ついに３敗目を喫して

しまうのか。「大丈夫、１点差なら PGでも逆転できるから実

質は同点と同じ」との松野さんの言葉に気を取り直しつつ、

払拭できない不安感を振り払うかのようにウイスキーのお

湯割のピッチを上げる５人。すぐ前に座っている小学校低

学年とおぼしき男の子が珍しいものでも見るように面白げ

に時折こちらを振り返る。教育上どうなんだろうという思い

が一瞬脳裏をよぎるが、その子の隣に座っているお父さん

とおぼしき明治ファンの男性も缶ビールを何本も空けてと

ても楽しそうにしていることもあり、まあいいか、と整理す

る。 

残り 10分、残り５分･･･。引き続き早稲田が優勢に試合

は進めるが明治ディフェンスも粘り強い。早稲田を一気に

押し返すほどではないものの、要所要所で早稲田の攻撃

を食い止める。後半の後半に早稲田が攻め続けるという試

合展開は学生時代に見慣れた早明戦とは異なるも

のの、明治にリードされている状況と、じりじりしな

がら掲示板の時計を時折見やるというのは、まさに

学生時代の早明戦を髣髴とさせるものであった。

“早明戦はやはりこうでなければ”、という気持ちも

どこかにあるものの、レギュラーシーズン３敗という

のはちょっと記憶に無い。仮に３敗目を喫したとし

ても大学選手権には行けるはずだが、序盤で強豪校と当

たる可能性が高くなり、万一そこで敗退することになれば、

正月に国立競技場で行われる大学選手権の準決勝や決

勝で早稲田の姿を見ることが出来なくなってしまう。正月に

は駅伝があるものの、正月の国立競技場で早稲田の姿が

見られないようでは、早稲田ラグビーファンとっては正月が

来ないのも同じ。どうしよう、などと勝手に思っているうちに

残り時間２分を切る。若干のロスタイムがあったとしてもせ

いぜい１、２分。いよいよ大詰め、早稲田の攻撃は続くが明

治も踏ん張る。このまま１点差をひっくり返せずに終わって

しまうのか、やはりあのゴールキック失敗が響いてしまうか、

と思われたそのとき、「ピーッ」と明治の反則を告げる主審

の笛。「やった！」早稲田は PGを選択する。決めれば３点

が入り逆転、外せば早稲田の敗色が極めて濃厚となる。距

離、角度ともに、さほど至難とも思われないが、さきほどゴ

ールキックを失敗した位置と近い。この時点でだいぶ出来

上がっている我々５人だけではなく、満場の観衆も文字通

り試合を決める PGを前に徐々に静かになっていく中、早

稲田のキッカーが助走を始める。そして、蹴り上げられたボ

ールが高く舞い上がる。追い風に乗ってゴールポスト向か

っていくボールの行方を追いつつ、その成否を見極めるゴ

ールポスト下の線審の手が上がるのか、上がらないのか、

満場の目が注がれる。線審の手が上がった。「やったーっ」

試合終了直前で 18－16の再逆転。再びハイタッチをして

喜ぶ５人。このときもウイスキーはこぼさない。流石である。 

さらに試合時間は残っており、１分前後と思われるロスタイ

ムの中、明治の最後の反撃が始まる。わずか２点差なので、

１プレー、１ペナルティでも再々逆転が無いとは言えない。

グランド中央付近での激しいボールの奪い合いが続いた

後、これを制した早稲田がボールをフィールドの外に蹴り

出したところで主審の笛が鳴り、ノーサイド。薄氷の勝利で

あった。 

双方にさほど得点機がなかったが、それはそれだけ両

校のディフェンスがよく、締まった試合であったことを伺わ

せる。ただ、密集での球出しに時間がかかり、相手側に守

備陣形を整える時間を与え気味であった早稲田に対し、

比較的早く球出しをこなした明治の攻撃、特に明治の９番

の俊敏な動きが目立った。それだけに、素人目には明治

相手に勝ちきったとは言えない印象。事実上の決着は大

学選手権に持ち越されたのではないだろうか。 

ともあれ、勝利の美酒に酔いしれながら、薄暮の国立競

技場を後にしたのであった。  
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競技後の懇親会で校歌斉唱 

小谷氏御用達のおもちゃ屋さん 

W85幹事長 朝田賢治（教） 

通称メタ穂会が認定校友会になり１年が経過しようと

している 11月 10日、久邇 CC（埼玉）にて「第 3回早稲

田大学校友会ゴルフ大会」が開催されました。なんとメ

タ穂会は初出場で団体準優勝という快挙を成し遂げま

した。出場選手は片岡英輔君（商）、石塚一博君（社）、

辻村義弘君（理）、そして不肖わたくし朝田賢治（教）の

４名であります。 

４名１組の団体戦と個人戦での競技でしたが、ダブル

ペリア方式で団体戦は４人のうちの良い成績の３人のネ

ットスコアを採用ということで、作戦的にはそこそこ 80～

90回程度でまわれる３人と、只今伸び盛りの愛すべきゴ

ルファー１名を幹事の中から募集して送り出しました。参

加された団体は 45団体で横浜、世田谷、厚木などの地

域稲門会が多かったでしょうか。年次稲門会で出場した

のは当 1985年次と 1974年次の２組だけでありました。

わたくしは有難くも校友会連携担当の後藤女史、そして

同じく代議員会などで司会をされる藤井さんと同組とな

り、楽しく可笑しくラウンドさせていただきました。やたら

飛距離はあるのですが広角打法に最後まで悩まされた

藤井さん。後藤さんは小技にてこずっていましたが時々 

 

いい球打っていましたね。 

そして見事に作戦は成功し、団体戦では３人が 80前

半以内でまわるというダブルペリア戦では最も上位可能

性の高い成績を出し、優勝したファイナンス稲門会に僅

差の準優勝です。そして愛すべきゴルファーはBM賞を

個人賞でゲット。はっきり言いますと 166人中 166位の

賞ですが、

おそらく表

彰式では一

番拍手が多

かったので

はないでし

ょうか。 

ちょっと

残念なのは 

団体は優勝 

チームにしか賞品が出なかったこと。校友会の趣旨とし

ては団体の懇親ですから、せめて５位ぐらいまでは団体

に賞品があってもいいかな。ぜひ次回以降はそこのとこ

ろ考えていただきたいですね。記事を読んでいただけ

たら、よろしくお願いいたします。

 

 

＜第 3話＞ 

在北京 小谷清（法） 

北京の街角でよく見かけるのがアダルトグッズを売る

お店。僕の住んでいるアパートから最寄りの地下鉄の駅

まで歩いて 15分ほどだが、その間だけでも３軒もある。

かといって別にこのあたりにその手の店が集中している

わけではなく、北京の至るところで同様の店を見かける

ので、北京全体では何百軒という規模であると思われる｡

業種としては最も多い飲食店にはかなわないものの、コ

ンビニやホテル、銀行などよ

り数が多いことは間違いない。

これは北京だけの現象かと

思ったら、他の地方都市でも

同様の店をよく見かけるので、

中国全体の現象のようであ

る。 

日本の場合、この手の店

の店構えはどことなく人目を

忍ぶようなところがあるが、中

国の場合は飲食店や衣料品

店と同じノリで、「成人保健」

「性事良品」などと書かれた 

 

 

看板が普通に掲げられており、後ろめたさのようなもの

はまったく感じられない。  

なぜこんなにたくさんあるのか？というのが素朴な疑

問だが、これだけ多くの店が営業を続けているということ

は、それだけの需要があるということだ。思うに、政治経

済の改革開放にあわせて、男女交際も必要以上に改

革開放されてしまっているのではないだろうか。日本で

は人前で男女があからさまにいちゃいちゃするのは憚ら

れるような雰囲気があるが、北京では路上や地下鉄、バ

スの中などで、若い男女がキスしたり抱き合ったりしてい

る光景をしょっちゅう見かける。

実際に性事良品の店で買い物

をしている人を見たことはない

が、おそらくこのような開放され

た若者が遊び半分でセックスを

楽しむ風潮が広がっていのる

に違いない。  

 

ちなみに店の中で売られて

いる物は、日本のその手の店

で売られている物と大差ありま

せんでした。  
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W85会長 小寺浩二（理工） 

３月末～７月にかけて計６回実施してきた震災復

興支援ボランティアも、様々な行事に追われて継続

することができず、久々に 11 月 24 日から 26 日にか

けて現地に入った。瓦礫撤去などの作業ではなく、

震災後８カ月を経過した現地の視察と、12 月に法政

大学で開催される陸水物理研究会懇親会用の日本酒

を復興支援のため購入することが主な目的であった。 

Ⅰ 須賀川市の崩壊ダム 

６月のボランティア時にも訪問した須賀川市の崩

壊ダムは、半年近くたっても、ほとんど様子が変わ

っていなかった。沿岸域の津波被害と比べると被災

者十数名と規模は小さいものの、日本で初めてと思

われる地震によるダム崩壊被害も注目度が低く、復

興のための対策が進んでいないことは明らかだった。 

須賀川の崩壊ダム 

Ⅱ 沿岸域（釜石～大船渡～陸前高田～気仙沼） 

沿岸域については、釜石から南三陸町まで国道 45

号線沿いに移動し、その途中でかつてボランティア

を行った地域を訪問した。全般的には、当時と比べ

て片付いている印象を受け、大船渡のボランティア

センターでは、需要の低下で受け入れ人数を 30 人に

制限し冬季は週末のみ受け入れるとのことで、復興

支援の状況も変化していた。一方、被害が特にひど

かった陸前高田では沿岸部に瓦礫の分別及び粉砕施

設が作られており、瓦礫の山を土の山にかえるよう

な方法がとられていた。瓦礫処理が課題とされてい

る被災地における努力の一端を見ることができた。 

気仙沼では、男山酒造および復興支援屋台村を訪

問した。酒蔵では、会長である菅原さんから直々に

貴重な話を聞くことができたほか、通常では決して

入ることができない蔵に入り、実際に樽の中をかき

まぜさせてもらえ、しぼりたての酒をそのまま飲ま 

せてもらえるなど、時期的にも最高のタイミングで

訪問することができた。 

購入予定の酒の瓶詰が終わるまで、近くの復興支

援屋台村を訪問したが、そこではちょうどオープニ

ングのイベントが行われており、たくさんの報道陣

が詰めかけていた。また、ご当地アイドルグループ

SCK45（SimCity 気仙沼 45 号線）のミニライブも

あって、保護者を含めて大勢の人が駆けつけていた。 

 

 

Ⅲ おわりに 

 被災地も、震災から８カ月以上を経て、様変わり

していた。大きな瓦礫や車などは片づけられ、瓦礫

の山も一部では分別が進められ、架設橋により幹線

道は復旧していた。また、架設店舗が認められたこ

とから、飲食店やコンビニなどが営業を始めて、人々

の生活は便利になり復興の勢いが増したように見え

た。しかし、詳細な聞き取りをすると、国、県、市

の施策の違いや足並みの不ぞろいから一向に復興プ

ランが定まらないなど重大な問題があることが明ら

かになった。今後も継続的な支援が求められている。 

男山酒造にて 

 

震災復興支援ボランティア活動報告（4） 

                                                     

気仙沼の復興支援屋台村にて 

 

http://www.freeml.com/ep.umzx/grid/General/node/OriginalPhotoFront/p/24b859fb385b7c705b801eeb0e37752b56294460ca178f09441e6697d623336cb2966e8bf4aee06ced886eabee63b68fb7cba3fac1a3eda0602d1625465331e9810a039780b7f3ab404466d3d0344eb258a33577c85f07888835fdded0798cc25ce81e2d5b624e1cdc949f63ab7cf803/t/04960afa8e3db7bc205a31884143a9f0e1424009fd8e4227568f082323be612c73f22c0e77b801b3
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2012年は辰年。いついかなる時代においても昇竜の勢いを見せる早稲田大学ゆえ、きっとその界隈に足を

運べば必ずや龍を見つけられるに違いないと信じ、とりあえず出かけてみた。     広報・代々木（法） 

 

  

明治通りは早稲田松竹の並び

に、真っ赤な看板の龍生堂薬

局が。新宿区を中心に展開す

るドラッグチェーンです。 

高田馬場駅近くの飲み屋ビルが

集まっているあたりに気功整体院

玉龍洞を発見。足裏療法、全身整

体を施してくれる。いかがわしい店

ではなさそうだ。学生には要らん

だろうと思うが、アラフィーの我々

は寄ってみる必要があるかも知れ

ん。 

高田馬場駅のガード脇に、

とんこつラーメン博多風龍

がある。都内に十数店舗を

構える人気店。１杯 500円

～、替玉 2玉までサービス

という、ガッツリ＆ビンボー

系の早大生にはありがたい

店。この日も行列ができて

いた。 

 

高田馬場で龍といえば、なんといっても居

酒屋清龍。お世話になった人も多いだろ

う。とにかく安かった。1升瓶で買えば 700

円しないという清酒「清龍」には当時でも驚

いた。リニューアルオープンした時の枡酒

50円サービスでは何杯飲んだか憶えてい

ない。つまみは基本揚げ物系。1次会からこ

こへ連れてこられた日には、翌朝の講義欠

席は必定。先輩（♂）が、未使用の割り箸を

舐めては箸立てに戻していたのを思い出

す。ご迷惑をおかけしました。 
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知ってましたか！商学部には稲龍会という卒業生組織があることを。なにや

ら秘密結社めいたこのネーミング、怪しさ満点。周りの商学部出身者に尋ね

ても、誰もその存在を知らない。会のサイトによると「商学部卒業後、経済界

で活躍している OB・OG 相互の親睦と啓発向上をはかるとともに、商学部の

発展を期することを目的として 1988年 5月に結成され」 

たそうで、名誉会長は故・竹下登元首相が死してなお 

務められている。現在は法人の管理職以上または同 

経験者を対象に会員を募集しているそうだ。他学 

部を圧する豪瀟な商学部校舎が稲龍会の牙城（事 

務局があります）。白亜のエントランスの壮麗さは 

まるでギリシャ神殿か伏魔殿。どうしたらこんな 

お金ができるのか、なぜこんな名前にしたのか、事務局を質してみよ

うと電話したが、あいにく休日で誰も出なかった。 

馬場下町の「三朝庵」の向かいにあ

るのが、真言宗智山派の松竹山龍

泉院。学生が行き交うにぎやかな南

門通りに面しながら、落ち着いた佇

まいを見せている。静かな境内には

学生と思しきカップルが参詣に訪れ

ていた。学生時代には足を踏み入

れたことすらなかったのが今にして

みれば悔やまれる。山の手三十三

観音霊場の 15番札所。 

馬場下町からグランド坂上へと

登る途中に昇龍軒という中華

料理屋があったはずだが、見

当たらない。どうやら閉店してし

まったらしい。四半世紀の時の

流れを感じる。 

早稲田通りを馬場下町から神楽坂方面に向かう途中にある

龍善寺。創建 1638年という浄土真宗大谷派の名刹だ。ご覧

の通りの荘厳な新本堂を完成させたばかり。訪れたときはち

ょうど本堂と楼門の落慶法要が執り行われていた。なんと業

界に先駆けてお布施のポイント制を導入したという進取の精

神に富んだお寺さん。1000円ごとに 10%のポイントが貯まる

そうです。ありがたいありがたい。 

大隈講堂の裏、鶴巻町を歩

いていたら竜の子亭という

可愛らしい名前のラーメン

屋があった。残念ながらこの

日はお休み。つけ麺食べた

かった。 
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≪紙の上のロードショー≫ 

 

 

Reel＃4「ジュリエットからの手紙」 

江戸東京博物館の「ヴェネツィア展」の帰り、イタリア

の映画が観たくなった。ビデオショップで手に取ったの

は「ジュリエットからの手紙」、イタリア北東部ヴェローナ

を起点としたラブストーリーだ。ヴェローナは「ロミオとジ

ュリエット」の舞台として有名で、世界遺産に指定された

古ロマンあふれる名所である。 

主役は二人の美しい女性。若いソフィーと老齢のクレ

ア、年齢の差こそあれ、清楚で聡明な雰囲気を持つ点

で共通している。ニューヨークに住むソフィーとロンドン

のクレア、会うはずのない二人がヴェローナで出会い、

お互いの恋愛の後押しをする。 

物語は、ソフィーの足跡を辿りながら展開する。ソフィ

ーは記者を志望するニューヨーカー誌の調査員。婚約

者のビクターとヴェローナへ婚前旅行に来たものの、イ

タリアンシェフであるビクターは食材探しに夢中、婚前

旅行を楽しみたいソフィーを思いやれない。そんな婚約

者に呆れたソフィーは一人で街を散策、恋人たちの聖

地・ジュリエットの家を訪れる。 

ジュリエットの家では、観光客が土壁に張ったジュリ

エット宛の手紙を、女性が回収し籠に入れている。籠に

手紙を入れる女性の行動を怪訝に思ったソフィーはそ

の後を追い、彼女が手紙に返事を書く「ジュリエットの秘

書」の一人であることを知る。 

その後、ソフィーは秘書を手伝うことになり、ジュリエッ

トの家で土壁奥に埋もれていた古い手紙を発見する。

それは 50年前に書かれたもので、シエナで出会ったロ

レンツォとの駆け落ちを諦めたクレアの切ない想いが綴

られていた。 

手紙の内容に心を打たれたソフィーは、秘書に頼み、

クレア宛の返事を書かせてもらう。そして、その一通の

返事がロンドンのクレアを動かす。クレアが孫のチャーリ

ーと一緒にヴェローナにやってきたのだ。クレア、チャー

リー、ソフィーの 3人は、ロレンツォを探しにシエナに向

かう。 

シエナは、レンガ塀の建物が連なる中世の面影残す

世界遺産の街。近郊の丘陵には糸杉が点在し、オリー

ブの木とブドウ畑が風にそよぐ、豊かな田園風景が広が

っている。3人は、名前だけを頼りにロレンツォを探しま

わるが見つからない。 

ロレンツォに会うことはできないのか・・・。 

旅も終盤、諦めかけていた矢先、立ち寄ったぶどう畑

で奇跡が起こる。クレアとロレンツォは再会を果たすこと

ができたのである。 

 

作品のテーマは、ロレンツォがクレアに語った「愛は

遅すぎることはない」に集約される。ストーリー展開に波

乱は少ないが、期待どおりのハッピィエンドに後味スッ

キリ、すがすがしい気分になれる。 

もし、あなたが、年齢が進むにつれ恋愛感性が鈍っ

てきたと思ったら、この作品を観てほしい。老いても美し

く気高いオーラを放つクレアをみて刺激を受け、恋愛に

目を向けるきっかけになるかもしれない。 

 

余談になるが、「ジュリエットの秘書」は存在している。

ヴェローナのジュリエットクラブという運営母体で、ボラン

ティアの女性達がジュリエット宛の手紙の返事を書いて

いる。世界各国から届く年間 5000通以上の手紙の返事

は主要言語に対応しており、日本語の手紙には日本語

で返信してくれるそうである。アメリカで作品が公開され

た 2010年 5月からジュリエット宛の手紙が急増、4万通

を記録し、ジュリエットの秘書も増員体制をとっている。

悲劇的な死を遂げたジュリエットが恋愛アドバイザーと

は不相応な感もあるが、フィンランドのサンタの手紙さな

がらの粋な計らいに拍手を送りたい。 

 

クレア役のヴァネッサ・レッドグレイヴとロレンツォ役の

フランコ･ネロは私生活でもパートナー。「キャメロット」

（‘67）での共演から約40年たった2006年に入籍を果た

したという、まさにはまり役の 2人である。 

 

監督はゲイリー・ウィニック。2006年の「シャーロットの

贈り物」と同様、この作品も優しさに満ち溢れている。ウ

ィニックは「ジュリエットからの手紙」のメガホンをとった翌

年 2011年 2月に脳腫瘍で亡くなっている。享年 48、こ

れが遺作となった。 

（マリリン） 

 

＜作品ノート＞ 

原題： Letters to Juliet 

監督： ゲイリー・ウィニック 

出演： アマンダ・セイフライド、ヴァネッサ・レッド

グレイヴ、ガエル・G・ベルナル、フランコ・ネロ 

2010年アメリカ製作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マリリンのオススメ 間違いないこの１本 
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1985年次稲門会（メタ穂会）では、さまざまなグッズを作り、お配りしてきました。 

エンブレムのように希望者が10名を超え、追加生産するものもあります。 

手に入れる機会を逃した方のご要望にお応えして、これまでのグッズの頒布を実施いたします。 

完売のものもございますので、ある程度の数が集まらないと生産できず、ご希望に沿えない場合があること

をお許しください。 

 

【申し込み方法】  いずれのグッズも、氏名、住所、購入個数を明記のうえ、 

W85稲門会事務局 <info@waseda85.com>までメールをお送り下さい。 

 

応

様

産 済

数

産

数

オリジナル前掛け 
（ポケット付き） 

産

数

数

数
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もちろん新年会だけの参加も大歓迎 

申し込みは１９８５年次稲門会ホームページで 

http://www.waseda85.com 

http://www.waseda85.com/

