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《 祝！ 卒業３０周年 新たなる出会いを求めて！ 》 

1985年卒（もしくは 1981年入学）同期の皆さん、あらためまして、こんにちは！ 早稲田同期の集まりであ

る 1985 年次稲門会の会長を設立時から務めさせて頂いている、理工学部機械工学科卒の小寺です。  

2009 年 10 月の卒後 25 年目のホームカミングデーに参加された方はどれぐらいいらっしゃるでしょう？ そ

の時には校友会から案内が届いたと思いますが、憶えておいでですか？  その際、年次稲門会設立準備

のための幹事が募集され、応募した 50 名弱の幹事による準備委員会を重ねて、2010 年 11 月に、我らが

1985 年次稲門会は設立されました。設立総会には、当時歴代２番目となる 250 名あまりの出席者があり、

その後も活発な活動を続けてきました。 

特に、この「W85＜メタ穂会＞通信」をはじめ、春の観梅企画や夏の防災企画など、他の年次稲門会の追

随を許さぬほどの活発な活動を継続し、その結果、現在では多くの本会会員が校友会の組織委員や稲門

祭の本部長、運営委員として活躍し、校友会や稲門会の中でも注目を集める団体となっています。  

今年度は卒業後 30 周年を迎える節目の年です（正式には 2015 年３月ではありますが）。ホームカミング

デーから始まり５年の活動を経た区切りの年でもあるため、30 周年を記念する総会を９月に予定していま

す。今まで活動に参加されてきた方々はもちろん、設立総会以来の方も、まだ参加したことがない方も、こ

の機に一堂に会し、30 周年をお互いに祝いながら、親睦を深めようではありませんか。 

私にとっては、現在の幹事団全員が学生時代には知らなかった新たな友人達ですが、我らが同期は約

9000 人、一生をかけても知り合えない程の仲間たちと毎年新たに知り合える、楽しく素晴らしい会です。是

非、こぞってご参加ください。                          （2011～2014年度会長  小寺浩二） 

 

 

 

 

 

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/ 

中央：2010 設立総会 

左上：2011総会  

左下：2012総会 

右上：2013新年会 

http://www.waseda85.com/
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2014 年春企画 「偕楽園観梅会」報告  メタ穂､水戸を歩く 

３月 16 日（日）AM11：00、

水戸偕楽園駅にメタ穂有

志が集合。 地元在住の

小松直之､鹿志村勝三､武

藤博光に迎えられ､小舩智

子､石塚順子､朝田賢治､

辻村義弘､岩佐弘光､小寺

浩二､石塚一博､代々木理

方､保坂浩司 総勢 12 名

（順不同､敬称略）。 

梅娘を従えて自然と目尻が下がるおやじたち。 

老舗「山翠」

で、名物あ

んこう鍋の

昼宴会。 

偕楽園のガイドさんから

説明をうかがう。 

食事の後は

水戸藩校・

弘道館跡を

散策。 

最後は水戸駅前

で黄門さまご一行

と記念写真。 
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【第 3回よみうり 42.195km リレーマラソン 

in 東京サマーランド に出走】 

松野 真一(理工) 

メタ穂会のランニングクラブ「チーム maRiRin」で、３月

15日（土）に「よみうり 42.195ｋｍリレーマラソン in東京サ

マーランド」に出場しました。 

リレーマラソンのルールは至って簡単。１週２ｋｍのコ

ースを２人以上でチームを組んで 21周プラス 0.195Kｍ

を走るものです。 

今回の出走者は、昨年の早稲田駅伝に出走した細

村、辻村、田上、松野に、小寺会長、朝田思乃副会長、

田中副会長が加わり７名の予定でした。 

小寺会長といえば、本職？はボートですが、陸上の

腕前も相当なもの。一度、一緒に走らせてもらいました

が、かなりのスピードランナー。朝田副会長も忙しい毎

日の合間をみて、走り込みは充分。田中副会長も新調

した陸上専門のタイツでやる気満々で、心強いランナー

達が加わり、上位入賞を期待して臨んだレースでした。 

ところが、レース数日前にアクシデント発生。小寺会

長が練習過多により負傷、６名で臨む緊急事態になりま

した。 

このレース、５時間以内で完走できなければ DNF（Do 

Not Finish）、つまりは棄権となります。通常、１人で走

るフルマラソンは、６～７時間で設定されますが、今回は

リレーマラソンということで厳しめな設定でした。それだ

けに、上位入賞どころか完走も危惧される状況となりま

した。 

レースは、朝田副会長がトップバッターで勢いをつけ

て、鉄人田上君が１㎞を４分台前半で走る激走をみせ、

田中副会長の初めてとは思えない堅実な走り、辻村副

幹事長も練習の成果を十分発揮するランを見せました。

また、怪我で走れない小寺会長もメンバーと同じ時間に

集合して力強い応援をいただきました。 

 

 

 

中でも最も印象に残ったのは、細村さんのボリューム

たっぷりの美味しい手作り弁当の差し入れ。３月とは思

えない厳しい暑さでへばっているメンバー全員が、再び

元気をもらい、レースを継続することができました。そし

てアンカーはその細村さん。 

メンバーの見送りを受けて、襷の受け渡し場所に向か

い、鉄人田上君の襷を受けて最後の一周を走り切りまし

た。当初危惧していた DNF も怪我人もなく、３時間 58

分 47秒（サブフォー）でゴールしました。 

昨今、中高年のランニングブームで東京マラソン等の

メジャーな大会では、10 倍を超える倍率の抽選であっ

たり、地方のマラソン大会でインターネットを通じた申し

込みでも、募集開始 20～30分で定員に達するなど、大

変な人気となっています。 

ただ、同時に準備不足での出場や練習過多による怪

我も増えており、充分な注意が必要です。 

 

 

 

メタ穂ランニングクラブでは、非常に緩

い感じで、怪我なく笑顔で走ることを最大

の目的にして、レース出場や練習を今後

も続けていきたいと思います。 

興味のある方は、是非お気軽にメンバー

にお声かけ下さい。一緒に走りましょう！ 
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メタ穂会オリジナルＴシャツ第２弾は、「WASEDA」の文字を国際信号旗のアルファベットに置き換えました。 

普段着られるように、さりげなく洗練されたデザインです。船のマストに掲げる時と同じ縦書き。 

実際の船では旗を一枚ずつしか積んでいないので、略語にして３旗位までしか使いません。 

例えば「U」「W」の順に並べて掲げると「御安航を祈る」の意になります（Waseda Univ．ではありません）。 

色合いも赤を臙脂に変えるなど渋さを演出しています。是非、普段着として使おうではありませんか！ 

 

 

 

 

サイズはＭ、Ｌ、ＬＬ。  各 2,500円/枚（送料込） 

 

ご購入を希望される方は、「W85Ｔシャツ希望」という件名にて、サイズ、住所、氏名、電話番号を明記のうえ、 

下記アドレスへメールをお送り下さい。 

mailto:tsujimura@waseda85.com 

残り僅かなサイズもあるため、在庫を確認の後、振込先をメールにてご連絡します。 

 

裏には「W85 METAHOKAI」と入っています。 

「メタ穂会」の由来は、W85＝ウエスト 85㎝のメタボリック・シンドロームから「メタボリズム」を連想したものです。 

「メタボリズム」とは生物学用語で「新陳代謝」を意味します。 

生物が代謝を繰り返しながら成長していくように、集まり散じた我々も再び出会い、互いに刺激しあい、 

更なる成長ができる会とならんことを祈念した名前です。 

また、「メタ（meta-）」とは、「高次の－」「超－」等の意味の接頭語であります。 

稲穂の穂を我々1985年次稲門会の一人ひとりと考え、 

「メタ」＋「穂」の会として「メタ穂会」（メタホカイ）と命名されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85年次稲門会 2014年Ｔシャツ頒布のご案内 

 

 

mailto:tsujimura@waseda85.com
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小谷清（法） 

 

 

僕は食に対する執着があまり強くないのだが、海外

に行くと「何を食べるか」というのは非常に重要な要

素となり、多少お金を払ってでも、少しでもおいしい

ものを食べたいと考えてしまう。「郷に入っては郷に

従え」で、できるだけローカルフードを食べるように

心がけてはいるものの、イギリスやアメリカのように、

“おいしいもの”と“ローカルフード”との両立が困

難な所も少なからずあり、年をとるに従って日本食や

中華に流れるケースが増えるようになった。 

だが、食べながら飲むお酒については必ずローカル

のものを注文するようにしている。お酒は度数が高い

ほどローカル色が濃くなるイメージがあるが、度数の

高い酒ばかり飲んでいると料理を味わっているどころ

の話ではなくなるケースも多く、適度な度数の

ワインはどこに行ってもフランス、イタリア、

南米が中心で、地元産がないところも多い。そ

んな中で、どこでも地元産があり、料理を楽し

みながらローカル色が味わえるのがビールだ。 

 

 

 

 

 

正直なところビールの微妙な味わいの違

いを識別できる味覚は持ち合わせていない

が、ご当所の気候、風土のもとで味わう地ビ

ールは明らかにうまい。去年アイルランドに

出張したときにギネスの工場で飲んだギネスが、今ま

で飲んだ中で一番うまかったと感じたのは、単なる思

い込みではないだろう。 

中国には冷たいものを摂り過ぎるのは体に良くない

という概念があり、ビールも常温で飲む人が多い。最

初は違和感があったが、慣れてくると常温の方が中国

の気候、風土に合っているのではないかと思えるよう

になった。確かに、冷たいビールは味覚より“ノド越

し”が重要であり、味覚という観点からは常温の方が

適しているのかもしれない。 

アルコールご法度のイスラム教を国教とするマレー

シアやトルコにも地ビールがあり、どれも十分うまか

った。 

今まで飲んだ中で一番うまいと思ったのは、フィジ

ーで飲んだフィジービターという地ビールだが、買っ

て帰って日本で飲んでもあまりうまいとは感じなかっ

た。 

早稲田には“地ビール早稲田”なるものがあるよう

なので、こんど早稲田に行ったときに試してみますか

ね。 

 

 

西方見聞録 第３回 

ダブリンのギネ

ス・ストアハウ

ス。ギネスの工

場の一角が博物

館になっている。 

 

オール早稲田マンと早稲女の祭典 

 

 

 

 

「世界に飛び出せ！！」 
～ Waseda：Leap Ahead Globally！～  
 

メタ穂会メンバーが担当する本部企画イベント 

●グローバルお国自慢 

●追悼シンポ 大瀧詠一を読み解く 

●熱いハートとテクノロジー <ロボットの先進技術> 

●WASEDA for KIDS 

 

2014稲門祭公式サイト 

http://www.wasedaalumni.jp/tomonsai 

 

http://www.wasedaalumni.jp/tomonsai
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仮面のロマンティスト、驚愕のデビュー!! 

連作短編小説 第一話 

 

 

水城月華 
 

「篠原さんだったら、３人位愛人がいるんじゃな

い」 

あずさは、おちょこを口元に運ぶ篠原の左手に目

をやった。 

「なんで。ぼくってそんなふうに見える？ 全然

浮いた話ないけれどなあ」 

篠原は、あずさの不意な質問に少したじろいだ様

子だった。 

「そうかしら･･･」 

あずさは、疑った素振りを見せながら、篠原の盃

に徳利を近づけた。 

「でも、なんでぼくに愛人が３人もいるって思う

わけ」 

篠原は、あずさの質問が気になった。 

あずさは、妻の美佐子とは全く違ったタイプの

女である。三十路をすぎても結婚せず、仕事に夢

中なあずさが、男としての自分に興味を示してい

る、篠原はあずさの心が気になった。 

「篠原さんって素敵だから、もてるんじゃないか

と思って。ただそれだけよ」 

あずさは、自分の体温が熱くなっていくのがわ

かった。時折、篠原の左足が自分の右足に触れた。

触れた膝頭から体中に熱が伝わり、頭がぼおっと

しているように感じられた。 

しばらくして店を出た。あずさはほてった体に

師走の冷えきった風が心地好いと思った。行きに

上ってきただんだん坂を、今度は下っていく。坂

を下ったところには駅がある。二人はそこで別れ、

それぞれの生活に帰っていくのである。 

あずさは篠原に、恋人の宏明にはない男の魅力

を感じた。宏明に対する憤りが篠原への感情を余

計に刺激した。あずさは、二人きりの時でも、自

分の体に触れようとしない宏明に不満があった。

あずさが宏明の告白を受けたのは、友達感覚の気

楽さがいいと思ったからである。 

けれども、今になって、その選択に迷いが生じ

た。あずさは甘美で激しい恋愛にあこがれていた。

宏明では物足りなかった。篠原には妻子があると

知りつつも、大人の男の香りにひかれた。篠原に

は宏明にない大きさを感じていた。篠原だったら、

あずさの心も体も全て満たしてくれる気がして

いた。 

あずさは、行きの上り坂より帰りの下り坂の方

が短い気がした。このだんだん坂がどこまでも続

いてくれればいいのにと思い、歩く程に憂欝にな

った。 

坂の上り口まで来ると、二人の視界に駅前の町

並みが広がった。ちょうどその時である。あずさ

は哨嵯に篠原の腕を握りしめていた。あずさは懸

命に保ってきた理性が崩れる音を聴いた。篠原は

将来の夢をみられない人。けれどもあずさはそれ

でもかまわないと思った。一時でもいい、篠原と

熱くなりたかった。女の体が篠原の腕の中でしな

やかに変わっていく、そんな一瞬のきらめきを感

じたかった。 

＜了＞ 

 

 

 

 

 

 

だんだん坂 

みずほ銀行 早稲田支店 口座番号  普 ２２５７９５４ 

口座名 １９８５年次稲門会（１９８５ネンジトウモンカイ） 
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参加お申し込みは下記のいずれかの方法でお願いいたします。

①参加登録フォーム  http://my.formman.com/form/pc/oc0sfxciouvdz99T/  

②本会公式サイトでのご登録  1985年次稲門会公式サイト  http://www.waseda85.com 

③FAX（前頁の申込シート） 03-5912-5346 85 年次稲門会事務局＜㈱小野商事内＞ 

④メール（氏名･卒業学部･出欠を明記） info@waseda85.com 

 

 

卒業３０周年記念祝賀会  2015 年度総会/懇親会
 

http://my.formman.com/form/pc/oc0sfxciouvdz99T/
http://www.waseda85.com/
mailto:info@waseda85.com

