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今号の巻頭言 

   会長 鈴木 紳互（一文）

今回はまず一篇の詩を引用します。 

 

  火星が出てゐる 

 

要するにどうすればいいか、といふ問いは、 

折角たどった思索の道を初にかへす。 

要するにどうでもいいのか。 

否、否、無限大に否。 

待つがいい、さうして第一の力を以て、 

そんな問に急ぐお前の弱さを滅ぼすがいい。 

予約された結果を思ふのは卑しい。 

正しい原因に生きる事、 

それのみが浄い。 

お前の心を更にゆすぶり返す為には、 

もう一度頭を高くあげて、 

この寝静まった暗い駒込台の真上に光る 

あの大きな、まっかな星を見るがいい。 

火星が出てゐる。 

木枯が皀角子の実をからから鳴らす。 

犬がさかって狂奔する。 

落葉をふんで 

藪をでれば 

崖。 

火星が出てゐる。 

おれは知らない、 

人間が何をせねばならないかを。 

おれは知らない、 

人間が何を得ようとすべきかを。 

おれは思ふ、 

人間が天然の一片であり得る事を。 

おれは感ずる、 

人間が無に等しい故に大である事を。 

ああ、おれは身ぶるひする、 

無に等しい事のたのもしさよ。 

無をさえ滅した 

必然の瀰漫よ。 

火星が出てゐる。 

 

天がうしろに廻転する。 

無数の遠い世界が登って来る。 

おれはもう昔の詩人のやうに、 

天使のまたたきをその中に見ない。 

おれはただ聞く、 

深いエエテルの波のやうなものを。 

さうしてただ、 

世界が止め度なく美しい。 

見知らぬものだらけな不気味な美が 

ひしひしとおれに迫る。 

火星が出てゐる。 

 

高村光太郎詩集『火星が出てゐる』より 

 

＜次ページに続く＞  

 

わたしたち「1985 年次稲門会」は、早稲田大学 1985 年卒業または 1981 年入学の同期の集まりです。

基本的に同期約 8500 名全員が会員で、さらに「自分は 85 年次稲門会だ」と思う早大卒業生も対象です。 

2010 年の発足以来、①同期の親睦 ②母校への協力 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、各種イベント収益の一部と校友会からの補助金で運営しています。 

 

現在（2020 年 8 月時点）、本会公式ウェブサイトのリニューアルを鋭意進めています。本会からの各種

ご案内など情報共有＆交流の場として、近く公開できる運びです。ぜひ本会の活動にご参加下さい。 

フリー素材 wallhereより合成 

waseda1985.com （予定） 
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＜前ページから続く＞ 

ステイ・ホームの期間中、この詩を実に約 40 年ぶりに読

み返してみました。初めて読んだのは、19の春。大学入試

に失敗し今後の人生に対し初めて真剣に向き合ったと感

じたとき。言わば青春の挫折と初対峙したときです。確か

高校時代の恩師に薦められてこの詩集を買いました。自

宅の勉強部屋で予備校の案内書類に埋もれながら、身

を震わせて一人号泣したことを今でも覚えています。 

改めて先日読み直してみましたが、同じ詩でも年月が

過ぎると、こうも感じ方が違うのかと思わされます。同期・同

世代の皆さんはどう感じますか？ 

思えば今私自身は長い会社経営・社会人生活を送っ

てきて、とても大事なことをいつしか忘れてきてしまったので

はないか。 

 

要するにどうすればいいか、といふ問いは、 

折角たどった思索の道を初にかへす。 

 

予約された結果を思ふのは卑しい。 

正しい原因に生きる事、 

それのみが浄い。 

 

私たちは、本当は見失ってはいけない大切なプロセスに

いつの間にか背を向けてしまっていた。そればかりか結果を

残すのみに拘泥すべしなどと、自分の会社にも自身の人

生にも押し付け続けてきたのかもしれない…。 

 

おれは思ふ、人間が天然の一片であり得る事を。 

 

そもそも人間とは会社とは事業とは何か、ちゃんと向き合

い考えるべきだということなのかもしれません。コロナ禍の後

の世界を迎えるにあたり、長年正しいと信じてきた経済主

義・物質主義による繁栄とは、単に人間社会の傲慢であ

るということをウィルスから学びなさい、反省しなさい、と言わ

れているのかもしれません。 

これから還暦を迎えるにあたり、自分自身の人生とどう

向き合うか、何を今後為していくべきなのか。とても深く考

えさせられました。 

  

さて、私自身が 1985 年の年次稲門会の会長という役

割を拝命してからはや５年余が過ぎました。皆さんのご協

力と熱意に支えられ、ここまでやってこられたことに対し、心

より感謝の意を表します。本当にありがとうございました。 

我々自体は年々歳を重ねますが、メタ穂会としては、今

後も会長をはじめ各役員も徐々に変化し、新陳代謝を続

けていく柔軟な集合体であり続けるべきと考えています。 

次期会長においても、母校の素晴らしい伝統の下で、

我々らしい役割を担っていくべく、先頭に立って邁進してほ

しいと願っています。 

  

「明るく楽しく元気よく ー今自分を生かしてくれているもの

すべてに感謝しよう」 

この言葉は私自身が今までモットーとしてきた、組織の

在り方・人生の在り方です。今回のコロナ禍を経験して、

後半の部分をつけ足すことにしました。現在命があってとに

かく健康であることが大切であるということ。また今の状況に

あれこれ足らない部分・不満な部分・危機的な部分はあ

っても、そこに焦点を当てるのではなくその中でほんの少しで

も充足しているところに目を向けることで、不確定な未来へ

の不安を持ち過ぎないようにしようと思うようになりました。 

 

今後新会長がどのようなスローガンで旗を振るのか楽し

みです。心より期待をしたいと思います。 

 あらためて、ありがとうございました。                       
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丘の中腹ほどのところに『人生劇場』の碑が 

早稲田大学 OB/OG でしたら知らない人がいな

い『人生劇場』、その作者・尾崎史郎が生まれたの

は愛知県西尾市吉良町です。皆さん場所ご存知

ですか？ 名古屋から東南に 60 キロほど、三河湾

岸の真ん中あたりで岡崎市

の南に位置します。 

実は、小野江里子（私

の妻）が生まれたのも同じ

吉良町なんです。吉良と言

えば、吉良上野介でも有名

ですが、尾崎史郎の人生劇場のように義理と人情

が昔から受け継がれていると町と聞きます。 

妻の実家から 100m くらい離れたところの小高い

丘の上に「尾崎史郎（人生劇場）」の墓碑銘が

あります。そこからの眺めがまた最高です。 

吉良町の産物はあさり、鯛、ふぐ、メジロ(アナゴと

同じような魚)、抹茶、筍が有名、特に「梶島あさり」

は日本一とも言われ、砂浜のあさりではなく岩あさり

なんです。1 個 200 円も 300 円もする高級な食

材です。東京で口にできるのは料亭くらいですね。

 私はこの吉良に年末年始、春休み、

GW、お盆、秋など毎年５回は行きま

すが、とっても食べ物が美味しく、人情

味があって、気候も温暖で良いところで

すよ。「梶島あさり」は３～６月が旬で

す。吉良の桟橋から船で島に渡り、全

身が濡れても大丈夫な重装備をして

捕りに行きます。砂浜ではないので、水

中のゴロタ石をどかして、見つかるかどう

か？是非、一度訪れてみて下さい。 

新幹線の豊橋駅から東海道線に乗

り換え蒲郡まで 15 分程度、そこから名

鉄西尾線に乗り換えて吉良吉田まで

約 40 分、２両編成で単線なので、と

ってもローカル色豊かです。 

尾崎史郎記念館もありますので足を

伸ばしてみて下さい。 

  

『人生劇場』尾崎史郎の誕生の地、吉良町より  小野 惣一（理工） 
 

隣には尾崎が作詞した 

『吉良小唄』 

梶島で捕れた岩あさ

り、大漁です。これで

数万円にもなる？絶

品。やっぱり酒蒸しで

すか、みそ汁ですね 

碑
銘
か
ら
の
景
色
。
遠
く
に
見
え
る 

の
が
、
あ
さ
り
の
梶
島
で
す 

尾崎記念館の入口には

第 14代奥島総長が贈呈

した銘盤が 

記念館にある 

尾崎の銅像 
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あなた自身や家族、知人が感染した

仕事が在宅／リモートワークになった

働く時間が減った

退職した、営業をやめた、仕事がなくなった

売上が下がった、売り上げ激減

売上、業績が上がった

物不足で生活に支障が生じた

生活資金に困った

これからの生活設計が狂った

生活にゆとりができた

コロナの煽りで、医療機関に行けなかったり、治療を受けられなかったりした

特に変わらない

以下自由記述

・会議が多くなった

・Zoomで会議・会話することが多くなった。

・仕事が出勤/在宅可能の混合になった

・労働時間（負担）が大幅に増加した

・「鬱」になることが多くなった

・掃除後片付け、家の用事が多くなり、お陰で家が整理できた。

・旅館の方の売上は今年はほとんど見込めなくなった。

・対面を伴う事業はほぼ全てなくなりましたが、オンラインでの仕事が増え、時間は多く仕事に使っています。

 一方、移動がなくなったり対面がなくなった分、ストレスが減り、ゆとりの気持ちにつながっています。

メタ穂に訊きました 

新型コロナは、あなたや周囲にどんな影響をもたらしましたか 

「特集 コロナ」は今年７月から 8 月

にかけ、1985 年次稲門会会員を対象

に実施したアンケートを基に作成し

ました。回答をお寄せくださった皆様

に心より感謝申し上げます。 
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●首相や厚生労働省、首長などの無能さが露呈

したこと 

●悪い順に：①親族が入所している施設が面会
謝絶になっている ②クラシック関係や演劇関

係の催し（特にミラノ・スカラ座のトスカ）が中

止になっている ③国際交流がはばまれている 

④今後（当面は大丈夫な業種でも）打撃を受ける

ことは確実だと思う 

●太りました。ベルトの穴の位置が一つずれた 

●移動できないこと 

●仕事の負担の増加 

●運動量が減った 

●「週半分単身赴任」を満

喫していたのに、職場の

長距離移動禁止令の

ため、自宅に縛り付けられ

た。これに伴い運動量が減

り、太った 

●ライヴ、落語のキャン
セル 

●飲みに行くことがなくなり、人と話す機会が

減ったことです 

●売り上げ激減による事業縮小・人材削減、そ

れに伴う様々な弊害 

●公演が出来ず、配信になった 

●他社との打ち合わせが ZOOM 会議、メール、電

話となり、以前からよく知っている方は何も問題

ないが、1 回しかあったことのない方、初めての

方とは本音を話せなかったこと 

●県外に行けなくなった。（東京の友人知人親戚

に会うことができなくなった。旅行に行けなくな

った） 

 

●進行中の仕事キャンセル、新規引き合いが

減少した。（経営者目線） 

●アベノマスクを受け取ったが、捨てるに捨

てられず処理に困っている 

●受注したユーザーの設備投資が先送りになっ

た 

●予定していた海外出張も旅行も全てキャンセ

ル、子供の学校が約 3 か月間の休校で学習が

遅れた 

●子供の就職活動の先

行きが見えなくなり、たい

へん心配した 

●自社の事業が甚大な影

響を受けている事 

●顔の見えない相手と、

クラウド内で仕事をして

いかなければならなかっ

たこと 

●旅行に行けない。居酒

屋に行けない 

●中傷や自粛警察など人の汚さ・弱さが露呈し

た 

●様々な行事がキャンセルになったこと 

●会食によるコミュニケーションが無くな

った。 

 

 

 

 

 

 

 

あなた自身について､ 

コロナ禍にあって 

特筆すべき 

｢悪かったこと｣ 

は何でしょう 



W 8 5＜メタ穂会＞通信  ＜特集 コロナ＞  V O L . 1 0 - 1   2 0 2 0 年８月 

6 

💛 民間商業人の逞しさ、勇気、思いやりを

知ることができたこと 

💛 親族の一人が緊急事態宣言中は全て在宅勤務、

解除後も一部在宅勤務になっているため、介
護/家事をかなり手伝ってもらえている 

💛 ４月５月と３日で２日の在宅勤務で、ペット
の子犬と長く過ごすことができた 

💛 時短 

💛 これまでの人生を振り返り、これからどう

生きるかマメに考

える機会が増えま

した 

💛 （自粛期間中は）都

心部から人が減
り、快適だった 

💛 仕事には集中で  

きた。 

💛 在宅勤務で集中し

て仕事が出来て生

産性が上がりまし

た。睡眠時間も増え

て生活に余裕が出

来ました。 

♠ なし 

💛 通勤時間ゼロ 

💛 在宅勤務になり、通勤電車のストレスがなく
なったこと 

💛 毎晩家に早く帰れること 

💛 家族との時間が増えた。自宅地域にずっとい

られる（これまで移動続きだったので） 

💛 映像配信という新たな分野にチャレンジで

きた。ゆっくりとした時間の流れを感じた 

💛 元に戻ったが一時的に空気がきれいになり

星空がきれいになった。鳥の種類も増えたこと 

💛 政治に興味を持つ人が増えた。個人的には時

間ができて、部屋の整理が進んだ。積読してお

いた本を読むことができた 

💛 リモート、ペーパレス化の推進ができた

（経営者目線） 

💛 テレワークにより、

当たり前だと思って

いた朝晩の通勤から

解放された。 

💛 株の買戻しで

儲かった、それと家の

整理が出来たことく

らいかな？ 

💛 長く生きていると

色々なことがある

と分かった 

💛 規則正しい生
活につとめ、かつ免疫

力を高めるためにラ

ンニングや筋トレに励み、減量もできたこと 

💛 これまでの毎日の通勤時間が無駄であった

と実感できた事 

💛 連日、家で夕食を食べられるようになった。

嫁から「結婚してから初めて」と言われました 

♠ コロナ禍で良かったことはありません 

 

 

逆に 

「良かったこと」 

はありますか  
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あなたが考える 

ニュー・ノーマル 

（新しい日常） 

とは、 

どんなことですか 

３つの C（Cleanliness/Connected/Community）がより重要になること 

以前から冷暖房は健康と地球環境のためにほどほど

にして職場の部屋や公共交通機関の窓を開けたほうが

よいと思っていた等々、これをきっかけに実行し続け

たほうがよいと思うことは多々ある。満員電車による

通勤もこれをきっかけに緩和し社会全体で考え直した

ほうがよいと思う 

公共の場でのマスク着用。

人混み、東京を避ける 

かりそめの「日常」にすぎない（と思いた

い）。本来の日常を取り戻すべく行動すべき 

経済優先のアクセルから足を

外せない”チキン・ラン” 

必要対応 

時差出勤や在宅勤務が通常

化して貰えるとうれしいです 

今はわかりません 

仕事の目的によって、適切な

仕事のやり方を自ら選んで

効率を上げること 

多くの業務が

テレワークに

移行していく 

リモートワーク 

TV を観る時間ができた 

コロナ感染のリスクと

ともに活動する日常 

せかせかしない、

身近な大切なもの

に気づける生活 

昔もスペイン風邪等あり一時的に

ヨーロッパの人々がマスクをして

いる時代があった。収束し、特効

薬・ワクチンができれば人間らし

い普段の生活に戻ると思う 

他人との接触を減らす 

雇用関係のありかたの変

化（経営者目線）： テレワ

ークなどは、労働時間での

管理や、時間による報酬支

払いは実態に合わない、請

負などの新しい労働者との

関係構築を進めること 

コロナへの過剰反応が収束し、

かつての日常に戻るまでの一時

的な過程 

https://www.youtube.com/watch?v=sZaPCeuOxQE 

オンライン学習、

オンライン講座、

VR（ヴァーチャル

リアリティ）の社会

構造 

分かりません 

雑音のない中で、

自分のペースで

仕事ができること 

出社や通勤が

「贅沢品」であ

ると言う認識

を持った事 

在宅と出社の併用勤務 

→ 一極集中の見直し 

→ 社会構造の再構

築、地方再生 になっ

たらいいなあ。とりあ

えずは清潔を保つこと

ぐらいでしょうか。 

衛生目的でなく、

人目を気にして

マスクをする 
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このコロナ騒ぎについて、思うところを自由にお書きください。 

どんな危機に際しても、民間商業人とし

てのプライドと誇りをもって、自身の考

えを政府などに対して堂々 と発言してい

くこと。危機を機会ととらえて、（思考停

止することなく）クリエイティブに思考

し、事業を前に進めていくこと 

 

以前から日本の衛生意識は世界一だと思

っていたが、それは実際に本当だと改め

て感じている。政治的リーダーに強制さ

れなくても（諸外国のような都市封鎖は

これまでのところなかった）自主的に自

粛する人が多いのはある意味、驚異的

Gamanできる人々 なのかもしれない。た

だし、感染を恐れるあまり感染してしま

った人や医療従事者を差別するなど、問

題外の考えや言動も見られる。今のとこ

ろ感染していない自分、親族、職場関係者

等々 、いつ感染してもおかしくはなく時

間の問題かもしれないのに。 

 日本が、そして世界が経済と衛生を両

立させながら乗り越えていけるのかはま

だわからないし、この危機で世界が平和

的に協力するようになると期待したのは

甘かったようだ。 

 個人的には舞台芸術を中心とした文化

関係がこれからどうなってしまうのか祈

るような気持ちだ。楽器演奏のコンサー

トはともかく、趣味で観るオペラ、バレエ

など。バレエの振り付けが変化していっ

てしまうとしたら悲し過ぎる 

 

自粛警察の皆さんはなぜ近頃の夜の町関

連を責め立てないのか 

 

政治家を見ていて、何か対策を講じてい

る振りをしさえすれば、それだけでお金

が貰えるお気楽な商売だと思いました 

 

他人に指示されなければ、アクシデント

に対応できない人のあまりに多さにびっ

くり 

 

ウイルスの怖さをまざまざと知った 

 

為政者の無能と隠蔽体質、一般市民の高

い意識を感じました 

 

生産性について真面に向き合う機会が突

然訪れたという印象です 

本当に厳しいと感じています。事実を正

確に把握すること、伝えること。 

騒ぐのではなく正しく対処すること、正

しく対処する知恵をもつことが肝要だと

思います 

 

大学の教員ですが、キャンパス入構禁止

にしているのだから、授業料や設備費を

返せ・半額にしろという要望が聞かれま

す。しかし、オンライン授業は準備が大変

ですし、受講者管理も相当に手間がかか

ります。四六時中授業準備・受講生管理を

していて、対面授業に比して負担が激増

です。NHKは、大河を含めドラマが制作

できず、過去の番組の再放送でしのいで

いますが、受信料の返還・減免請求運動が

起こらないのはなぜでしょうか？ 

 

早く治療薬が開発されることを願います 

 

感染症と経済の両立の難しさと子供達の

成長への影響に懸念 

 

根拠なしの行動が多い。互いに見張り合

うような動きは望ましくない。過剰に反

応しているように思う 

 

政府の対応に本気を感じられなかった。

国民の健康や生活を重視し、守ろうと言

う意思が感じられなかった。 

それが露になってある意味良かったのか 

 

人間の 1 か月のおいとまで空気が清涼に

なり星空が見える。太陽風等の自然の力

の方が人類活動より大きいと考えていた

が考え直しています。また、日本のＩＴが

おくれていることが明確になった。後進

国としてキャッチアップしなければなら

ない。日本政府が国民を管理していない

ことも分かり良い国に生まれたことをう

れしくも思っている 

 

必要以上にマスコミがあおった面が否め

ない。マスコミが正しい情報を伝える必

要性を強く感じた。また、自治体（知事・

市長）による情報発信力や政策の差が如

実に出た 

 

実施したコロナ対応の適否は、将来しか

分からない 

これまでなるべく固定観念にはとらわれ

ないよう心掛けてきたつもりだが、とら

われている固定観念がまだまだたくさん

あることを痛感した。サラリーマンであ

る以上避けられないと思っていた朝晩の

通勤が実は必要なかったというのが、個

人的には一番目からウロコだが、食事の

できないレストランや、お酒の飲めない

居酒屋なども、僕の固定観念を大きく揺

さぶるものであった。卑近な連想だが、オ

ウム真理教はハルマゲドンをネタに人々

の心のスキにつけこもうとしたものであ

り、これを好機ととらえるやからが世界

中に数多くいるのではないだろうか 

 

早くワクチンが開発されればいいと思う 

 

情報が錯綜し、曖昧な判断基準が国民の

不安を仰いだ結果が大きい。日本は特に

国民一人一人がメディア情報に振り回さ

れず、自立した考えを持つことが大切と

思う 

 

◆現場で闘った医療関係者や自衛隊員

（豪華客船）らに敬意を表したい。◆今回、

我が国などで死者や重傷者が少ないのは、

ＢＣＧ接種か何かの副効用の結果で実力

によるものではなく、単なる幸運であっ

たと思われる。今後は、台湾などを見習っ

て、国や自治体には、重大感染症対策（特

に早期の感染経路遮断、流行時でも足り

る医療体勢・設備の確保等々 ）を推進して

欲しい。◆志村けんと岡江久美子が急に

亡くなって悲しかった。◆かけがえのな

い青少年の活躍機会が失われて気の毒だ

った 

 

政府のもやっとした諸指示(責任回避の

為？)に苛立ちを感じる 

 

日本人が陥る、集団心理の実際に、端的に

触れる機会が多かった。「自粛警察」の雑

音に悩まされた 

 

感染者を責める風潮は改めませんと。公

衆衛生は思いやりとプライバシー尊重。

独善的な自粛警察、マスク自警団を見て、

非国民という言葉の復活をおそれ、きっ

かけひとつで容易に大政翼賛に雪崩を打

ちかねない国民性の危うさを感じました 
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高品 直之（政経）

本来ならば東京オリンピックの閉会式を迎えていた時期

にあたる８月 10 日、東京六大学野球春季リーグ戦が開

幕しました。今年はコロナの影響により、通常の時期の開

催は見送られ、関係者の方々は慎重に実施の時期や開

催方法につき粘り強く検討してこられたことと思い、敬意を

表したいと思います。さすがにこのご時世ですから大声を出

すわけにはいかず、校歌や応援歌を歌うといったいつもの応

援活動はできません。これは私たちにとっては物足りないこと

ではありますが、特に応援部現役部員はじめ六大学野球

を楽しみにしている現役学生は気の毒に思います。 

 

この大会は６大学の総あたりですが、各１試合ずつを８

月 10 日から 17 日の８日間で行う短期集中開催という

形になりました。私は開幕初日の早稲田対明治の試合を

観戦に一人で訪れました（チケットは限定 3000 枚なんで

すが、売切れの心配は無用でした）。いつものような応援

席での観戦ではなく（今シーズンは応援席がありません）、

直射日光を避けながらネット裏での観戦です。今年のプロ

野球のテレビ中継を見ていてもわかることですが、球場のい

ろいろな音が実にワクワクすることが多いんですね。投手の

一球一球投げるときに発する気合の声、キャッチャーミットの

パーンという音、両チームベンチからの途切れることのない掛

け声、主力打者が仕留めた快音、ファールチップがバックネッ

トにぶつかってくる硬い

音などなど。試合は中

盤まで 1 対 1 の同点

で緊張感を持って進

み、早稲田の主力選

手が豪快なスリーラン

ホ ー ム ラ ン で 勝 ち越

す、さらに9回に向けて

エース投手が調子を上

げてくる、理想的な展

開で快勝となりました。 

 

さて、この会報が出ることまでにはとっくに春のリーグ戦の

結果は出ていて、もしかしたらすでに秋のリーグ戦（これは

いったいどういう形で開催されるのか？）も始まっているかも

しれません。まずは、真夏の春季大会がコロナ感染者や熱

中症患者を出さず無事に終了し、できれば早稲田が混戦

を制して優勝していることを願います。（編者注：残念な

がら早大は３勝２敗で３位。４勝１敗の法・慶が同率首

位、直接対戦の勝敗で法大が優勝） 

 

ところで、思いきり早稲田の野球の応援

をしたいがために応援部に入った私は、卒業後もちょくちょく

神宮球場に通っておりました。今もプロ野球で活躍する和

田投手や青木選手、鳥谷選手を擁して連覇していた時、

斎藤、福井、大石の 3 本柱を擁していた時期などは、私た

ちの卒業後の早稲田黄金時代ですかね。 

そんな私にとって、卒業 25 周年の集まりをきっかけに、後

にメタ穂会と称することとなった年次稲門会に参加させてい

ただき、多様な同期の方々と知り合うことができ、その中で

そこで同期の早稲田スポーツを愛する熱い人たちと巡り合っ

たのは大変な幸運でした。 

以来、野球早慶戦、ラグビー早明戦、箱根駅伝をはじ

め、この 10 年間のワセダスポーツのいろいろなシーンをここで

知り合った同期と一緒に見てきました。悔しい思いをしたこと

の方が多いんですが、いつも前向きに学生スポーツを見つめ、

勝った負けたの後には楽しく反省会などやってきました。 

今、振り返るとこの 10 年間で、六大学野球優勝、箱根

駅伝優勝。そして、あのあまりに劇的な新国立競技場での

大学ラグビー決勝で早明戦に勝利しての優勝はまだ今年

のことです。 

この先、世の中がどうなっていくのか、変な状態がしばらく

続くのかも知れません。が、これからも末永く、ゆるく、熱く、

ご一緒に学生たちの活躍に一喜一憂させていただけたらと

思っています。  
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支部局だより 

メ タ 穂 の く に か ら  こ ん に ち は 
山形支部長 坂内昭夫（一文） 

新型コロナ感染拡大防止のため、中止となった今

年の W85 サクランボ・ツアー。 

会食予定だった「山牛」寒河江店で、同期の高橋

俊也さんと二人で半年ぶりの寒河江分会。山形牛を

堪能し、また折しも朝の連続ドラマ『エール』で「紺

碧の空」誕生場面が放映されており、この日も大い

に盛り上がりました。

 

小谷 清（法） 
 

同じ料理でもご当地で食べるとよりおいしく感じるというのは

よく聞く話だが、実はビールも産地で飲むのが一番うまいという

のが経験に基づく僕の持論である。最近は日本でも地ビール

が流行っているが、世界のどこに行っても地産のビールが売られ

ている。大部分の人が飲酒の習慣を持たないイスラム教やヒン

ズー教の国でもローカルビールを飲んでみたが、間に合わせに

造った感じで(偏見？)、どれも味はいまいちであった。 

当然のようにうまかったのがビールの本場チェコで飲んだピル

スナー。ガイドブックでおススメのビアホールに入ってみたら、なん

と注文もしないのにジョッキが運ばれてきた。ビールの種類は１

種類で、“店に入る＝このビールを飲む”という解釈のようで、飲

み終わると次のジョッ

キが運ばれてくるわん

こそば方式。ビールの

うまさを堪能できたの

は１杯目までで、オー

ダーストップして退散し

た時にはヘロヘロ状態

でした。 

日本では考えられないパターンが、 

常温で飲む中国ビール。中国では体を冷やすのは良くないとい

う考えがあって、若者でも真夏に熱いお茶を飲んだりしているが、

少なくとも僕が北京に駐在していた 10 年前は、ビールも常温

で出てくるのが標準だった(さすがに加熱しているのは見たことが

ないが)。最初の頃は冷えたビールが飲める店を探したりしたが、

常温しかない店で何度か飲んでいるうちに、常温の魅力に目

覚めてしまった。冷えたビールを一気に喉に流し込む爽快感は

確かにビールの最大の魅力だが、ビール本来の旨味を味わうに

は常温の方が適しているという新たな発見につながりました。 

海外で飲んだビールの中で一番うまいと思ったのがフィジーの

フィジービター。常夏の島国なので、ただでさえビールがうまく感

じる環境だが、それを差し引

いても格別の味わいだった。

ところが、買って帰った同じビ

ールを日本で飲んでもそれ

ほどうまいと感じない。このと

き、ビールもそれぞれの土地

の気候や風土にあうように

造られていて、その土地の

風に吹かれながら味わうの

が一番ということを実感した

次第である。 

ネットを見ると早稲田ビー

ルなるものがあるようなので、

夏休みに大隈庭園で常温で^^;試してみたいと思います。

チェコの黒ビール 

メキシコにはコロナ以外にも 

おいしいビールがいっぱい！ 
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項目 金額 項目 金額

前年度繰越金（Ａ） 381,353 総会開催支出充当分 50,000
総会開催補助費 50,000 イベント開催支出充当分 50,000
イベント開催補助費 50,000 母校支援費充当分（事業外支出充当分） 200,000
母校支援費 200,000

計 300,000

組織強化補助費合計（Ｂ） 300,000

総会事業収入 177,000 総会事業支出 201,970
稲門祭事業収入 155,050 稲門祭事業支出 177,476
忘年会事業収入 122,500 忘年会事業支出 157,680
新年会事業収入 150,000 新年会事業支出 172,800

事業収入合計（Ｃ） 604,550 事業支出合計（Ｄ） 709,926

預金利息 5 メタ穂会HP管理費用 32,400
競技スポーツセンター寄付 50,000
稲門祭広告 30,000
代表商議員会費 30,000
幹事会費用（集会室使用料） 8,200
他雑費（振込手数料等） 2,160

事業外支出計(Ｅ) 152,760

事業外収入計 5 次年度繰越金（Ｆ） 423,222

合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ+事業外収入） 1,285,908 合計（D+E+F） 1,285,908

2019年度決算
第9期：2018年9月1日～2019年8月31日

収入 支出

組織強化補助費充当内訳

「1985年次稲門会」の 2019年度定期総会及び懇親

会が昨年 10月 20日(日)に早稲田のリーガロイヤルホ

テル東京において開催され、下記議案がいずれも賛成

多数で承認・可決されました。 

 

●第１号議案 

・2019年度事業報告 （掲載省略） 

●第２号議案 

・2019年度決算報告 （下に掲載） 

●第３号議案 

・2020年度役員選任 

＜新任幹事＞ 

支部長：山形支部 坂内昭夫（一文） 

栃木支部 渡辺薫（社学） 

長野支部 牧野光朗（政経） 

●第４号議案 

・2020年度（第 10期）事業計画案 

1) 会誌｢W85メタ穂通信｣発行（予定） 

2) 幹事会 3,4,5,6,7,8,9月 第３水曜開催 

3) 企画 

①忘年会 ②新年会 ③春または夏企画 ④稲門

祭出店 ⑤総会&懇親会 ⑤スポーツ観戦企画

（野球、ラグビー、レガッタ等）春夏 

4) その他 各支部企画 適宜 

●第５号議案 

・2020年度予算案＜掲載省略＞ 

2020年度(第 10期)事業計画(案) 

１） 会誌「メタ穂会通信」発行（予定） 

２） 幹事会 3.5.7.8.9 月 第 3水曜 19:00～21:00 

３） 企画  ①忘年会 ②新年会 ③春または夏企画 

④稲門祭出店 ⑤総会＆懇親会⑥スポーツ観戦企

画（野球、ラグビー、レガッタ）春夏 

４） その他 各支部企画（適宜） 

2019年 

9月 18日 幹事会（中央区産業会館） 

9月 22日 秋季ゴルフコンペ（東京国際空港 GC） 

10月 20日 ホームカミングデイ、稲門祭 

卒後 35 年記念総会＆懇親会（リーガロイヤル東

京・早稲田） 

11～12月 早慶戦（野球、ラグビー）観戦 

12月某日 忘年会（会場未定） 

2020年 

1月 2日  箱根駅伝応援（大手町） 

1月某日  新年会（会場未定） 

3月 18日 幹事会 

4月    早慶レガッタ観戦 

5月 13日 幹事会 

5月    早慶戦（野球）観戦 

6～8月   春夏企画（詳細未定） 

7月 15日 幹事会 

8月 19日  幹事会 

 

2020 年度総会は、2020年９月 12 日（土）です。 

最終ページのご案内をお読みください。 

 

 

  

2019 年度 年次総会・懇親会 報告 
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1985年次稲門会（メタ穂会） 2020 年度 定期総会 

今年はオンライン総会♪ by  

コロナ・長雨・猛暑と想定外の今年度ですが、そうは

いっても何とか皆で集まりたい！ ということで、今

年度は ZOOM を使ったオンライン総会を企画！ 

本当なら集まってわいわいやりたいところですが、ピ

ンチはチャンス(^^)。オンラインであれば、全国から、

いや、全世界から集まれます。 

・年度の活動報告などを行う総会 

・全国の近況を伝えあう支部長報告 や 

・見知らぬ同期と知り合えるミステリーセッション 

もありまーす！ 

楽しい機会になると思います。ふるってご参加くださ

い！

 

これは、幹事による総会準備

のようす。 

小野惣一副幹事長のスタジ

オをお借りして、マイクやカ

メラの調整。慣れない準備に

汗だくでした(笑)。 

オンライン総会は初の試み

ながら、今年度は集合会議が

難しかったので、実は幹事 

会や飲み会もオンラインで 

何回か開催してきました。 

 

準備はＯＫ！ 

さあ、あとは皆さんが参加 

メールを送ってくださいね。 

お待ちしてまーす！！ 

＜日  時＞ 2020 年９月 12 日（土） 13 時 00 分～15 時 00 分 予定 

        13 時 00 分～ Zoom 待合室開場   13 時 30 分～ 総会＆懇親会 

        入退室自由です。お気軽にご参加ください。 

＜参加方法＞ 下記メールアドレスに、次の内容を記入の上ご連絡ください。 

        kenasada@tanseisha.co.jp  2020 年度幹事長 朝田賢治 宛 

    ・卒業学部／お名前／出席 or 欠席／メッセージ をお知らせ願います。 

        ＊一週間前までに ZOOM のミーティング ID とパスワードをお知らせします。 

当日はそちらから ZOOM 総会にご参加ください。 

＜会  費＞ 無 料 

＜問合せ先＞ 090-1530-1443 朝田賢治（幹事長） 

ご不明な点、接続に問題がある場合には上記にお問合せください。 

 

跳び箱は、カメラ台がわり 背景は、大丈夫かな？ 

雪の降る日に 

 

直前ミーティング 


