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 《 秋に思うこと…あと何回できるのか？ 》 

 
稲門祭と 85 年次稲門会総会の同日開催という一大イベントを終え、秋も深まりました。秋といえば「天高馬

肥」、食欲の秋です。50 代突入ですが、自然の摂理に抗ってはいませんか？ 自然の摂理、それは冬に向け栄養

を蓄えること。旬のものには滋養豊富な食材が沢山。それだけ蓄えるように出来ているんですね。 

さて、タイトルの「あと何回」って何かな～？ 私は 2008年から 2年間、静岡に勤務していましたが、当時の部下

に教えられました。いわく「目崎さん、あと何回昼飯を食えると思いますか？」。時間もあるのに適当にナショナル

ブランドのチェーン店に入ろうとした私に対する言葉です。「少ないんです。静岡駅周辺で 950 軒、毎日違う店だと

約３年かかる。同じ店に行っては勿体ない」。なるほど。それからは昼飯食うにも１回１回店を選ぶようになりまし

た。厚労省の発表によると、日本人の平均寿命は男性 79 歳、女性 86 歳。従って、現在のメタ稲会平均余命は男

性 29年、女性 36年となる。とすると、あと何回ランチが食えるか？ 男性 29×365＝10585食、女性が 13140食。

銀座駅周辺（半径 500ｍ）で 3524店、新宿 2803店、渋谷 2238店、池袋 2200店で男性は終了。女性は東京 1507

店、六本木 1457 店まで行けますね。さぁ、皆さんランチを楽しみましょう。外食で経済の活性化を図りましょう。 

ちなみに、私の最近のお勧め店は、稲門にとっては敵地・三田にある、焼鳥の「串若」。ここはゴーンさんお気

に入りの店で知られています。メニューは２つ、焼鳥丼と雉そぼろ丼。盛りは普通・中・大盛りで料金は同じ 800 円

（2012 年 11 月現在）なので、まぁ一度中盛りを。タレ多めの一言も忘れずに、お試しあれ。・・・ということで、W85

会員の皆様、自宅や会社近くの昼飯自慢しません？ 僕が行きますから。                （広報･目﨑） 

三田「串若」の焼鳥丼。

10,585 分の 1 の 

おいしい一期一会。 

わたしたち 1985 年次稲門会は、早稲田大学 1981 年入学もしくは 1985 年卒業の同期の集まりです。

基本的に同期全員が会員で、約 8500 名が対象です。 

2010 年の発足以来、１）同期の親睦 ２）母校への貢献 ３）社会への貢献 をモットーに、精力的に

活動を継続してきました。会費は無料とし、各企画の経費の一部と校友会からの補助金で運営しています。 

しかしながら、個人情報管理が厳しい昨今の情勢の中で、会事務局から会員の皆さんへのご連絡が行き届

かなかったり、また会員同士のコミュニケーションが難しかったりするなど、連絡網の不十分さが会の運営

に影を落としています。総会案内は早大校友会経由でお送りできるものの、それ以外の会員相互の連絡手段

がありません。 

どうぞ本会の公式ホームページから会員登録をしていただき、1985 年次稲門会の活動にご参加下さい。 

http://www.waseda85.com/ 
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「1985年次稲門会」（通称メタ穂会）の通常総会が、2012

年 10 月 21 日（日）、東京・高田馬場の「カフェ コットンクラ

ブ」において開催された。一昨年の設立総会を含め、これ

が３回目の総会となる。「稲門祭」に合わせての同日開催と

なった今年は、47 名の会員が参じて、これまでに劣らぬ盛

大な会合となった。 

 

＜2012 年度（第３回）総会議事録＞ 

三浦副会長の議事進行により、総会において以下各号の

議案を諮り、いずれも満場一致で承認された。 

  第１号議案 2012 年度事業報告 

  第２号議案 2012 年度決算報告 

  第３号議案 2013 年度役員選任 

  第４号議案 2013 年度事業計画 

  第５号議案 2013 年度予算案 

 

総会議決の詳細は、85 年次稲門会の 2012 年度年報にて

お伝えする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新役員の顔ぶれ（役職ごと五十音順） 

会長 小寺浩二（理工）  

副会長 
朝田思乃（教育）、鈴木紳互（一文）、田中伸治

（商）、西世古美弥子（一文）、三浦正孝（商） 

幹事長 朝田賢治（教育）  

副幹事長 
岩佐浩光（理工）、小野惣一（理工）、辻村義弘

（理工） 

書記 
上坂真人（商）、遠藤直子（教育）、森本毅（教

育）、吉田郁夫（社学） 

会計 
中島秀憲（教育）、藤井輝久（政経）、実籾富二

男（教育）、吉田聡（商）  

広報 

上曽健一郎（理工）、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 

秋澤淳雄（商）、石塚一博（社学）、黒田泰規

（商）、小谷清（法）、三枝則生（政経）、台幸好

（教育）、高品直之（政経）、龍ノ口佳弘（教育）、

筆谷敏正（一文）、古澤昌彦（法）、松田浩之（政

経）、松野真一（理工）、武藤博光（二文）、村井

淳（理工）、守屋充（理工）、八木信彦（商）、山

口和男（商）、山田英子（教育）、山本典男（理

工） 

監査 深澤竜介（一文）、保坂浩司（社学） 

 

 

「1985 年次稲門会」 2012 年度総会 報告 
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【1985 年次稲門会（メタ穂会） 

 2012 年度総会＆懇親会レポート】 

副会長（総会担当） 三浦正孝（商） 

今年の総会＆懇親会は、５月の役員会にて、稲門祭と

の同日開催に決定。そこから担当役員としての私の役割

が始まりました。まずは会場選定であるが、稲門祭会場で

ある早大キャンパスからの移動を考慮すると、早稲田もしく

は高田馬場周辺でなくては不便と思い、さっそく地域限定

での会場探しを実行。 

最初に、昨年実績があり、会場キャパやコスト面でもまず

まずだった BIG BOX の「粋なもん」をあたりましたが、残念

ながら先約ありとのことで断念。会場探しはそこからが難航

し、ネットで探した会場を数軒下見したり、幹事会メンバー

にアドバイスや紹介をお願いしつつ、いろいろ選定するこ

ととなりました。最終的には、本会報の編集担当役員でも

ある代々木さんからの紹介による「カフェ コットンクラブ 

高田馬場」を下見した上で、本年度の会場に決めました。

正直言って総会＆懇親会担当役員の私としては、ここまで

でおよそ８割方はお役目完了！といった気分でした。今年

は稲門祭との同日開催ということもあり、あまり手間をかけ

ないで行うということが幹事会で事前合意されていたから

です。 

ところが、そこから先で思いがけない事態が・・・。集客動

員に向けての苦戦が待ち構えておりました。最低動員人

数 50 名を目標としてスタートしたのですが、なかなか参加

登録が進まず、このまま行くと最終的に 40 名動員がやっと

という状況が続き、直前までハラハラしておりました。私自

身過去２回の総会＆懇親会では友人７～８人ずつ動員で

きたこともあり、今回も何とかなると踏んでいたのですが、

結局来てくれたのは２人。この２人はありがたいことに遠方

の札幌と静岡からわざわざ参加してくれたものの、東京在

住組は全滅。やはり日曜日の夕方～夜といった設定では、

翌日の仕事も考慮すると我々役員・幹事以外での参加は

難しいのかなと実感いたしました。 

10月 21日当日は、朝から早大キャンパスの稲門祭会場

で、我ら「フクちゃん復活」ブースにて、チョコとんとチーメ

ンを調理しながら販売。今年も多くの早大 OB に大好評で、

昨年を大いに上回る販売実績を達成することとなりました。 

私も含め総会＆懇親会の受付担当は、チョコとん＆チ

ーメン完売を祈りつつ、午後４時過ぎには一足早く早大キ

ャンパスを後にして、馬場の「カフェ コットンクラブ」へと移

動し、準備を開始。そして、午後５時より受付開始、５時半

より本年度の総会＆懇親会が始まりました。 

小寺会長が稲門祭実行委員兼務のため、第１部・総会

は会長不在ではありましたが、議事は滞りなく無事終了し、

引き続き第２部・懇親会へと移りました。 

今年の懇親会は、BGMに「ゴリエのミッキー」が流れる中、

昨年の「ABT（アバウト）48」メンバー（朝田思乃さん、西世

古美弥子さん、細村悦子さん）に強力助っ人の山田英子さ

ん（応援部チアリーダーOG）を加えた「Cheers （チアーズ）

48」が登場し、お茶目なチアリーディングからスタート。その

まま「Cheers48」が司会進行を引き継ぎました。 

その後、途中から参加した小寺会長の挨拶を挟み、景

品付きジャンケン大会で大いに盛り上がり、終盤は恒例の

応援部登場により全員で応援歌や校歌を歌い、記念写真

の撮影を行いました。最後は、当会には欠かせない鈴木

副会長の「健康、ご多幸、そして健康」コメントと三本締め

による中締めを行い、フィナーレとなりました。 

総会＆懇親会の運営方法においてはいくつかの反省

事項を残しながらも、次のステージに向けて、３年目の当

会活動はゆっくりと始動しました。
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【今年も完売！“フクちゃん復活”チョコトン、

チーメン、生ビール販売、大好評】 

W85 稲門祭実行委員長 岩佐浩光（理工） 

稲門祭の名物企画にしようと始まったＷ85 のフクちゃん

復活企画。稲門祭当日は、台風一過で好天に恵まれ、約

１万人のＯＢ、ＯＧが早稲田の森に集まりました。 

我々Ｗ85 は、今年から稲門祭実行委員にも数名選出さ

れ、稲門祭全体の運営にも参加しました。このため、フクち

ゃん復活企画にスタッフが集まるか心配されましたが、15

名の幹事および有志が集まり、また実行委員も手のあいた

時に販売に協力し、盛大に出店することが出来ました。 

スタッフは、９時に出店場所の 11 号館前に集まり、販売

機材のセッティング、朝田さん作成のＰＯＰで華やかにテン

トを飾り準備ＯＫ。金刺さんもフクちゃんＴシャツを着て駆け

つけてくれました。エンジのＷ85Ｔシャツを着て、みんなで

ミーティング後に記念撮影、さあ販売スタート！ 

前日の仕込みは、戸田市福祉センターの調理室を借り

て、チーメン作りを金刺さん指導のもと行いましたが、発送

ほか大変な作業となり、肝心の具材も宅急便ですべりこみ

セーフといった感じでしたが、なんとかスタート。

 

当日の調理（パン粉つけ）は、昨年もやった目崎さんを

中心に早実メンバー、揚げ手はプロ並みの三浦さん、販売

は田中さん、宮田さん、生ビールはキリンビールの台さん

が手配し、山口さんと共に自ら販売。行商＆金庫番は吉田

さん、店頭では鈴木さんがキャッチセールスで次から次へ

と勧誘し販売に貢献。保坂さん、中島さん、松野さん、森

本さん、石塚さん、瀧ノ口さんは新規参加。 

12 時頃になると式典も終わり、キャンパスは人ごみで賑

やかに。Ｗ85 の店頭は行列のできる盛況ぶりでした。金刺

さんは、昔のお客さんにお会いして本当に楽しそうでした。 

日も暮れかかり、16 時の閉店までディスカウント販売も

行い、チョコトン300個（300円）、チーメン255個（300円）、

生ビール 100 杯（500 円）、生茶 30 本（150 円）を完売しま

した。 

通りかかるＯＢ、ＯＧから“懐かしー！”の声を聴くたび、

今年もフクちゃん復活企画をやって本当によかったと。こ

の企画が稲門祭の名物企画になることを願って、“バンザ

イ！” 

 

2012 稲門祭 「フクちゃん復活（チョコトン、チーメン販売）」レポート 
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【10 月スポーツ観戦企画 早慶戦応援の報告】 

松野真一（理工） 

 10 月 27 日（土）、明治

神宮野球場で早慶戦を

観戦しました。前週の稲

門祭での盛り上がりその

まま、リーグ優勝への後押しになればと思ったのですが、

残念ながら前週に法政大学が優勝を決めており、２位争い

となりました。しかしながら、そこは「早慶戦」、是非とも勝ち

点をとって秋季リーグ戦の有終の美を飾りたいと、メタ穂会

メンバー６名で応援席に陣取りました。 

また、ほぼ同時時刻に隣の神宮第二球場では、秋季東

京都高等学校野球大会の準決勝が行われており、早稲田

実業と創価高校という名門校同士の対決で、そちらの試合

にもメタ穂のメンバーが応援に駆けつけ、まさにＷワセダの

明治神宮となりました。 

ところで皆様、我々の世代であれば誰でも知っている松

任谷由美の「ノーサイド」という歌詞に、こんなフレーズがあ

るのをごぞんじでしょうか。 

同じゼッケン誰かがつけて また次のシーズンをかけて

いく 人々がみんなあなたを忘れてもここにいるわ 

これは野球ではなく高校ラグビーのテーマ曲ですが、グ

ラウンドの４年生、リーダー板でテクを振っている応援部員、

チアリーダーの面々、スタンド上段でメガホン片手に声を

からしている４年生らしき野球部員を見るたびに、「彼らを

みるのもこれか最後かな」と、この歌詞を想い出しながら、

少し感傷的な思いにひたっての観戦となりました。 

試合は、先行して、逆転され、再逆転して突き放すとい

った、シーソーゲームでしたが、最終的にはリリーフ陣が踏

ん張り勝利を飾ることができました。特に、来年から中日ド

ラゴンズで活躍するであろう、早稲田の杉山内野手の活躍

（三冠王）、慶応の福谷投手の剛速球、昨年の早慶戦で大

怪我を負って今季最初で最後の出場となった早稲田の

佐々木主将の一打席のみの復活など、見所満載の試合

で、勝利以上の大満足の観戦となりました。 

また、隣の神宮第二球場も先制されて苦しい展開ながら

も、最終的には早稲田実業の大勝利となり、Ｗワセダが神

宮を駆け抜けた一日でした。 

試合後は、早稲田実業の先輩たちともご一緒させてい

ただき祝勝会を開催、勝利の余韻に浸りました。 

今回は田中副会長が所用のため、高品直之さんが幹事

を務めてくださいました。高品

さんどうもお疲れ様でした。 

野球シーズンは、これから

長いオフに入りますが、また来

春神宮球場で、メガホンを片

手に母校を応援できる日を首

を長くしてまっています。

＜第８話＞ 

在北京 小谷清（法） 

初めて韓国に行ったとき街中にあふれるハングル文字

が全く理解できず困惑した記憶があるが、中国は漢字文

化の国であるため、看板や標識等は全て漢字で表記され

ており、我々日本人にとっては極めてありがたい状況だ。 

簡体字という画数を省略した字体を使っているため、場

合によっては理解しにくいこともあるが、基本的には「見れ

ばわかる」ケースが大半である。さらに、日本では安易にカ

タカナで取り入れている外来語も工夫して漢字化しており、

このあたりはぜひ日本人も見習うべきだと思う。例えば、パ

ソコンは「電脳」、サッカーは「足球」、コンビニは「便利店」

と表記し、字を見ればイメージが湧くようになっている。  
ただし、同じ漢字語でも日本語と意味が異なるケースが

あるので注意が必要だ。中国語の「愛人」は配偶者の意味

であり、知り合いから「愛人を紹介します」と言われても驚

いてはいけない。また、親しみを込めて奥さんを呼ぶときに

は「老婆」という表現を使うので、だんなが知り合いに「うち

の老婆を紹介します」と言ったときには、心からの笑顔で挨

拶しなければならない。 
北京に来て最初に目についたのが、街中いたるところに

「女装」という看板を掲げた店があることだ。日本では最近

女装タレントはテレビのバラエティ番組に欠かせない存在

となっているが、中国ではさらに進んでいて、街中に女装

者があふれている・・・というわけではもちろんない。女装と

いう看板を掲げた店で売られているのは女性向けの服だ

が、買いに来る人は基本的に女性であり、「女装」という中

国語は日本語では婦人服にあたる。急速に近代化が進ん

でいる中国ではあるが、性の越境に対する抵抗感は強い

ようで、京劇の女形が歌手として活躍している例があるもの

の、女装者やニューハーフはまだ市民権を得ていないよう

だ。ちなみに、女装者やニューハーフは中国語では「人妖」

と呼ばれており、字面からも「まだ日陰者です」という雰囲

気が伝わってくる感じである。 
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で
、
こ
ち
ら
の
人
に

は
ち
ょ
っ
と
お
高
め
） 



W85＜メタ穂会＞通信      ＜トピック＞      VOL.2-6  2012 年 12 月 

6 

メタ穂仲間が建築学会賞を受賞！ 

辻村義弘（理工） 

我らがメタ穂会（85 年次稲門会）の一員、川口健一君

（理工）が、2012 年の日本建築学会賞（論文）を受賞しまし

た。彼の優秀な頭脳と日々の努力の賜物です。人柄も素

晴らしい川口君に惜しみない賛辞を呈します。 

東京大学の教授を勤め、ＮＨＫ「探検バクモン」など

数々のＴＶ番組にも出演しているので、見憶えがあるという

方も少なくないと思います。 

震災後は「想定外の事態も想定し、たとえ落ちたとしても

大事に至らない天井」を考案、日本科学未来館などに川

口君の提案した「膜天井」が採用されています。 

川口君、受賞おめでとうございます。受賞所感を会員各

位にご紹介します。 

 

●2012 年日本建築学会賞（論文） 

川口健一（東京大学教授） 

「軽量柔軟構造物の形態変化と 

応力制御に関する研究」 

 

川口氏の受賞所感（「建築雑誌」より転載） 

修士の学生のころ、恩師の部屋に入ると、テーブル

の上に最近どこかで譲り受けたらしい一風変わった骨

組模型が鎮座していた。 

私「先生、面白い骨組みですね」 

師「これはテンセグリティ構造だ。そんなことも知

らんのか？ こういうのを『豚に真珠』と言うのだ」 

私「恐れいります。テンセグリティ構造にはどうい

う性質があるのですか？」 

師「･･････」途端に恩師の目は宙を漂い、数秒の沈

黙の後に、お昼ご飯の話題になってしまった。こんな

ことがあったおかげで私はテンセグリティ構造につい

て調べてみようと思うようになった。 

40代の恩師（故・半谷裕彦先生）と20代の自分のや

りとりの一場面は、今でこそ微笑ましく回顧されるが、

心に残る教えもある。そのひとつは「本当に新しいこ

とは他の人が考えることを止めてしまったその先にあ

る」ということだ。新しいことを成し遂げるには「無

意味で不毛かもしれない」という思いと闘いながら、

自分一人を信じて頑張らなくてはならない。無駄に終

わる挑戦も多い。それに耐えて頑張ってこそ真に新し

い道が拓ける。言葉というよりは態度で教わったよう

な気がする。 

今回の受賞研究は、その恩師の指導で始めた理論的

研究を自分なりに発展させ、併せて実構造へ応用する

ことで形にしてきた一連の成果である。応用では張力

安定トラスや世界初のテンセグリティ骨組みの実用化

（ホワイト・ライノ）など当時の世界のどこにもない

ものに挑戦し実現することができた。共に頑張ってく

れた研究室のスタッフと学生諸君に感謝したい。 

「新しい」ことは未来につながる。時間軸上の現在

に立って考えれば、人類文明の「過去」は長く見ても

１万年、「未来」はほぼ無限に続く。現在を支点にし

て天秤にすれば未来の方が圧倒的に重いことがわかる。

ただ残念なのは「未来」は見ることができない。ピラ

ミッドや法隆寺などを眼前にすると「過去」の方が重

要だと錯覚してしまうことも多い。「未来」を可視化

するには「新しい」ビジョンが必要だ。 

今、世界は大きな転機を迎えている。先進諸国は右

肩上がりの時代を終えて、まさに「新しい時代」へ突

入している。20世紀流にしがみつく人が多いほど真の

進歩は遅れてしまう。恩師と仲間に感謝しながら、今

後も努力を続けていきたい。 

日本建築学会賞 

ＮＨＫ総合「探

検バクモン 
-2050年にタイ
ムスリップ！-」

（2012年5月30
日放送）より。
川口氏（左）と

爆笑問題。 

原稿を募集しています 

「W85（メタ穂会）通信」は、年４回（季刊）の

発行を予定しています。原稿を随時募集していま

す。どんな記事でもけっこうですので、メールに

て下記アドレスまでお送り下さい。 
事務局アドレス info@waseda85.com 

左から辻村、川口、青木
雅秀（いずれも理工）。 
受賞のお祝い会（学士

会館）にて。 

mailto:info@waseda85.com
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≪紙の上のロードショー≫ 

 

 

Reel＃9「ショーシャンクの空へ」 

冤罪により投獄された銀行家が、腐敗した刑務所の

中で、知恵と不屈の精神力により尊厳を保ち、ついに脱獄

に成功、自由を手にする。95 年キネマ旬報外国映画第１

位。原作はホラー作家スティーヴン・キングの『刑務所のリ

タ・ヘイワース』。絶望的な状況でも、希望を信じ知恵と能

力を出し尽くすことが運命を切り開く、と教えてくれる。 

アンディは若くして銀行の副頭取となったエリートだが、

妻の浮気から運命が狂う。口論の末出て行った妻が愛人

と共に殺害され、疑われたアンディは終身刑を受け、1947

年シャーシャンク刑務所に収監される。長身色白、物静か

で洗練された佇まいのアンディは、男色の囚人達の標的と

なり、レイプに抗い生傷が絶えず、屈辱の日々を過ごす。 

アンディが心を許した囚人は、「調達屋」と呼ばれている

黒人レッドである。アンディはレッドに、鉱物採取の趣味に

使う小さなロックハンマーと 1940 年代のセックスシンボル、

女優のリタ・ヘイワースの大判ポスターの調達を依頼する。 

49 年の夏、転機が訪れる。野外で屋根の修理作業をし

ていた時だ。相続税について愚痴をこぼしていた看守の

ハドレーに税務対策を助言、それがノートン所長の耳に届

き、所長自らアンディの独房へ値踏みにくる。壁にヘイワ

ースのポスター、明かり取りの窓には鉱石を削って作った

チェス駒、他に目につくものといえば図書室から借りた聖

書１冊。ハンマーは見当たらない。所長は聖書を手に取り

「最後の救いはこの中にある」と諭す。ポスターと聖書が脱

走を手助けする隠れ蓑になっているとも知らず…。 

図書室の司書に抜擢されたアンディは、図書予算の確

保に取り組み、囚人の社会復帰のため高卒資格の取得を

支援。看守達の確定申告の代行や財テクの助言で不動の

立場を築き、所長の裏金隠蔽まで請け負う。所長が土木

業者から受け取った裏金を洗浄するため、スティーブンズ

という架空の人物の口座に金を集める。不正が発覚しても、

国税局はスティーブンズの幽霊を追い回すという筋書だ。 

印象に残るシーンがある。アンディが放送室を占拠し、

モーツアルト「フィガロの結婚」のアリア「そよ風に寄せる」を

放送する場面。囚人達は皆、作業の手を止め、音楽が流

れる空を仰ぎ、美声に酔いしれる。レッドがその時の心境

を独白する。「俺はこれが何の歌か知らない。よほ

ど美しい内容の歌なのだろう。豊かな歌声が我々

の頭上に優しく響き渡った。美しい鳥が塀を消す

かのようだった。短い間だったが皆が自由な気分

を味わった」と…。アンディは「人間には心の中に

誰にも触れることのできないものがあり、音楽もその

一つで、生きていくためには希望が必要だ」と言う

が、レッドから「希望は刑務所内では極めて危険な

もの。人間を狂わせてしまう」と忠告を受ける。 

しばらくして、窃盗罪で入所してきた若者トミーが、“別の

刑務所で出会った囚人が、強盗先で金持ちと愛人を射殺

したのに愛人の亭主が逮捕されたと自慢していた”と話す。

真犯人を知ったアンディは、身の潔白をはらそうと所長に

支援を求めるが、所長は証人のトミーを脱走に見せかけ射

殺、さらにアンディを懲罰房に２カ月間監禁し、体罰でアン

ディの望みを絶とうとする。保身しか頭にない所長は、不正

工作に深く関与しているアンディを手放せなくなっていた。 

懲罰房から出たアンディは、レッドに「私は妻を撃ってい

ない。十分すぎる償いもした。出所したらメキシコのジワタ

ネホという街の海岸の近くにホテルを建て、古いボートを買

って修理し客を乗せて釣りに出る」と語る。「そんな夢、捨

てろ」と忠告するレッドに、アンディは「メイン州バクストンに

ある牧草地の樫の木の根元の黒曜石の下に、あるものを

隠しておくから、仮釈放になったら探してくれ」と言う。 

19 年めの雷鳴が轟く夜、アンディは脱走を決行。ヘイワ

ースからマリリン・モンロー、そしてラクエル・ウェルチへと変

わったポスターの下には、小さなハンマーで根気強く掘っ

た脱走路ができあがっていた。防水袋に所長の服と不正

口座の関係書類を入れ、穴を抜け、糞尿まみれの下水道

の中を這う。脱獄に成功したアンディが、小川で両手を大

きく広げ空を仰ぎ、降りしきる雨を全身で受け止めるシーン

はクライマックスである。悪夢の泥沼から這い出し自由を掴

んだ解放感が、広げた指先からも強烈に伝わってくる。 

アンディは分散しておいたスティーブンズの口座を解約

し 37 万ドルの小切手を手に入れ、所長のトミー殺しと汚職

に関する証拠書類を新聞社に送り、メキシコへ逃走。ハド

レーは逮捕され、所長は拳銃自殺して果てる。 

１年後、仮釈放となったレッドは悩んだ挙句、アンディと

約束したバクストンに向かう。樫の根元の黒曜石の下に埋

められていたレトロな缶の中には手紙と現金が入っていた。

手紙には「忘れないでくれ、レッド。希望はいいものだ。そ

して、いいものは決して消えることがない」と綴られていた。

レッドは国境を越え、アンディとの再会を果たす。どこまで

も青い海が広がる浜辺で、二人はがっしりと抱擁する。 

「好きな映画」「感動する映画」ランクで常に上位に入る

本作は、IMDB の投票（http://www.imdb.com/chart/top）

で「ゴッドファーザー」をしのぎ第１位に選ばれている。映

画史上最高作に押し上げたのは、アンディ役のティム・ロビ

ンスとレッド役のモーガン・フリーマンの配役によるところが

大きい。特に秀逸なのがフリーマンの語りである。フリーマ

ンの渋い声は奥深い知性を、鋭い眼光は冷

静沈着な考察力を、年輪を感じさせる風貌は

安定した信頼感を、観客に印象づける。観客

は、味のある語りにどっぷり浸かり、作品世界

に酔いしれることができる。     （マリリン） 

原題： The Shawshank Redemption 

監督： フランク・ダラボン 

出演： ティム・ロビンス、モーガン・フリーマン 

1994 年 アメリカ 

マリリンのオススメ 間違いないこの１本 
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2012年も、残すところ半月あまりとなりました。それぞれに充実した１年であったことと思います。 

さて、来たる新年を元気にスタートする「新年会」を下記のように開催いたします。 

今回は、Ｗ８５同期の経営する東京駅近くのお店で金曜夜に行います。 

遠くの方も、ぜひご出張など作ってお出かけください。 

メタ穂仲間で日本人初のバグパイプ奏者・加藤健二郎さんの素敵な演奏や、初めて参加の方でも全員と

知り合える「一人一言コーナー」も予定しています。 

ふるって、ご参加ください♪ 

 

■日時：２０１３年１月２５日（金）１９時～２１時（受付開始 １８時３０分） 

■会場：京橋ダイニング ｂｕｂｕ（ぶぶ） 

       東京都中央区京橋１－４―１１ 竹本ビルＢ１（東京駅八重洲口・京橋駅から徒歩３分） 

       ＴＥＬ：０３－６２６５－１７２２ 

■会費：６,０００円（事前振込にご協力ください） 

※振り込みは、下記口座に1月18日までにお願いします。 

振込先：みずほ銀行 早稲田支店 

口座番号 （普）2257954 

口座名称 1985年次稲門会（1985ネンジトウモンカイ） 

※事前振込後、欠席された場合はカンパとさせていただきます。ご了承ください。 

■参加申込：W85ホームページの申込フォームから 

お申し込みください。 

   http://www.waseda85.com 

メールでも受け付けています（下記メアドへ） 

   info@waseda85.com 

 

 

 

http://www.waseda85.com/
mailto:info@waseda85.com

