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《 新年スポーツ企画・新年会報告と３月幹事会・観梅企画のお知らせ 》 

前号では、１２月のラグビーと駅伝の盛り上がりを報告し、観戦企画を紹介したが、実際、駅伝・ラグビー

とも予想以上の盛り上がりを見せた。我が 1985 稲門会では、箱根駅伝の応援に間に合わせて特注の幟を作

成し、４人の会員が、スタートから箱根、折り返してゴールまで、その幟を背負って応援に走った。スタートとゴ

ールでは、その他の会員も参加し、最終的には、日本中の駅伝ファンを熱狂させた競り合いの上で総合優勝

を飾った。あいにく試合が重なった２日のラグビー準決勝でも明治に大勝し、９日の帝京戦では敗れたものの、

我が W85 は、応援で大いに盛り上がることができた。また、何よりもこの期間ですばらしかったのは、急遽箱根

駅伝の立役者・高野（６区）、北爪（８区）両君を招いて開催した新年会。二人の人柄もトークもすばらしかった

が、かつて同じ箱根路を走り、総合優勝を飾った我らが同期競走部３名の当時の思い出話も感動的だった。  

今後も、３月の梅郷散策・７月のウオーターフロントと企画が目白押しで、引き続き盛り上げたい。（KK） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 告 １－2－１ 

2011 年度 第１回（拡大）幹事会 

春季企画＜青梅・吉野梅郷散策＞ 

日時：2011 年３月１2 日（土） 

午前 11 時～午後 1 時半：梅郷散策 

午後１時半～３時：（拡大）幹事会 

場所：青梅梅郷市民センター 

午後３時～４時半：懇親会 『九兵衛』 

会 告 １－2－2 

2011 年度 第 2 回（拡大）役員会 

日時：2011 年５月 10 日（火） 

午後７時～９時：役員会 

議題：夏季企画についてなど 

場所：早稲田大学校友ラウンジ 

午後９時～１１時：懇親会 

場所：早稲田界隈 
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【 箱根駅伝追っかけ応援の報告 】 

     副会長・スポーツ企画担当 田中伸治 

本年１月２～３日にわたる、年明け最初のW85スポー

ツ観戦企画であり、十数名の会員が、総合優勝の瞬間

を現地で味わうことができました。これより、二日間の駅

伝追っかけ応援を日記調で報告します。 

 

＜１月２日＞ 午前７時に４名が大手町に集合、W85

メタ穂会の新調した幟 10本が沿道の植込に初お目見

え。大勢のＯＢで埋まる中、応援部の応援歌を聞きなが

ら幹事持ち込みのお神酒をいただきつつスタートを待

つ。８時の号砲後、１区大迫選手が目の前を僅か３秒で

通過。いよいよ箱根駅伝追っかけ隊の活動開始！ 

大手町は東京海上前に集合、2 日間にわたる追っかけ開始！ 

 
２区横浜を目指して駆け足で東京駅へ向かい、幟８

本持って東海道線へ乗り込む。横浜駅到着後、朝９時

前にもかかわらず沿道の人だかりに驚きながら、そごう

付近で幟を慣れぬ手つきで組み立てる。周りで何の会

だ、機械のサークルかとの声を聞きながらも、大迫選手

を引き継ぎトップで通過の２区平賀選手を確認後、興奮

冷めやらぬ間に幟を担いで横浜駅へ駆け戻り、３区藤

沢へと向かう。 

東海道線は朝の山手線と紛うほどの混雑状態で、熱

心な駅伝ファンの多さに脱帽。藤沢駅到着後、沿道ま

でゼイゼイいいながら８分ほど歩き、日頃の運動不足を

反省する。沿道に到着してみると、驚くことに一面明治

の幟。明治関係者がこの地にいるに違いないと思いな

がら、矢澤選手のトップ通過を見届け藤沢駅へ戻る。 

４区を見ると交通事情で５区箱根を見られないので、４

区は割愛し箱根を目指す。小田原駅では箱根登山鉄

道駅が予想通りの混雑で、やっとのことで２本目の電車

に乗り、箱根湯本へ到着。 

宮ノ下駅で応援予定であったが、ケーブルカーが満

員のため断念、急遽箱根湯元で幟を立て猪俣選手を

待つ。甘いマスクの猪俣が見えるや、「猪俣！」と絶叫

する。東洋大・柏原選手がいつ来るだろうか不安におび

えること３分後に、ナマ柏原が体を揺らしながら目の前

を通過。ゴールまでテレビで観戦しようと決め、湯元界

隈のテレビのある食堂喫茶店を探し回ること２０分、やっ

と温泉街の喫茶店へもぐりこむ。いつ抜かれるかと心配

で、ランチも喉を通らない。ああ・・ついに猪俣が柏原に

抜かれる場面を確認。一気に暗いムードへ。…またか。

すげー強いなー。早稲田の２７秒ビハインドを確認後、

宿泊先の強羅へ。 

宿泊先は何を隠そう会長の勤務先である法政大学の

施設。他の宿泊客は家族連ればかりなのに、リュックを

背負った中年男４人とは実に不自然。施設の人に今年、

法政は出ていないですよねと確認される。美味しい食

事といい湯につかりながら、明日の逆転に胸膨らます。 

 

＜１月３日＞ 目覚めると箱根はうっすら雪化粧。寒いと

震えながら 7：30のケーブルに乗り、６区箱根湯本に向

かう。到着後、１区を走った大迫選手を発見し、馴れ馴

れしく話しかける。その後、渡辺監督が水を持っていく

姿を確認し、もうすぐ高野選手が来るなと期待。横にい

た早稲田の駅伝関係者（実は相良コーチでした）に、い

ま状況はどうなっているのと尋ねたところ、選手が転倒し

たとのこと。その言葉に一瞬呆然となるが、しばらくして

高野選手と東洋の選手が併走してくる姿を確認。高野

選手が苦しそうだ。きっと抜かれるだろうなと予想しなが

ら、登山鉄道に乗り込む。小田原までは沿道のランナー

を確認できるのでいいポイントだ。後で高野選手が追い

抜きトップと聞かされ大喜び、７区大磯へ向かう。 

湯郷・箱根に翩翻と翻る目にも眩しきメタ穂会の幟 

 

2011 年 1 月スポーツ観戦企画の報告 
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この電車は駅伝関係者と追っかけファンで貸切りみ

たいなもの。７区大磯で「佐々木！」と絶叫するも、選手 

の顔が違う。実はエントリー変更で三田選手であった。

あらためて「三田！」と叫び、８区藤沢へ。 

藤沢は昨日経験しているので道順も覚えている。や

っぱり明治の幟が多い。渡辺監督の秘蔵っ子・北爪選

手のトップ通過を確認し、９区へ。 

横浜駅は例年大混雑なので、９区では新子安を目指

す。この頃になると幟の組み立ても手馴れたもの。４人

で手分けしてさっさと組み立て、収納できるようになった。

沿道で出会った応援部ＯＢにも幟を持ってもらい、一緒

に応援。八木選手の苦しい表情を認め、八木なんとか

こらえろと祈りながら最終 10区大手町を目指す。 

大手町では、メタ穂会の幟２本を目印にW85の応援

メンバー（水戸から家族で来た会員も）と合流し、追っか

け隊４人も幟８本をつなぐことができた。中島抜かれるな、

ガンバレとひたすら応援する中、中島選手が目の前をト

ップ通過、優勝を確信する。ゴールを見届け、応援部と

ともに一同校歌斉唱し、祝勝会の居酒屋へ向かう。 

これで駅伝追っかけ隊の解散式だ。正月早々の二日

間、家族から文句言われながらも、優勝を信じてひたす

ら追っかけたこの経験。じーんとくるものがある。なんと

充実した二日間だったろう。 

18 年ぶり総合優勝の歓喜に浸る祝勝会。 

水戸から参加の武藤博光さんファミリーも一緒に 

 

＜報告の結び＞ 

来年は今年以上に激戦が予想されるので、是非沢山

の会員の参加を期待しています。一緒に感動を味わい

ましょう。 

また、今回の駅伝企画を終えて、人とのつながりの大

切さを実感しました。駅伝観戦企画告知をＨＰ掲示板で

読まれた競走部ＯＢの庄村さんから応援感謝のメール

をいただき、そのご縁で庄村さんを経由して渡辺監督か

ら新年会に高野選手と北爪選手を派遣して頂きました。

来年の新年会でも選手を呼べることを期待して、駅伝追

っかけ道中の報告を締めます。 

【 1/9 ラグビー大学選手権決勝観戦の報告 】 

     副会長・スポーツ企画担当 田中伸治 

箱根駅伝の興奮冷めやらぬ１月９日。野球、駅伝の

優勝を踏まえ三冠に王手の決戦当日、９人が集い、バ

ックスタンド指定席で応援する（一人は可愛い後輩で、

川越名物の大学芋を持ってきてくれた）。試合開始まで

の１時間は、持ち寄ったお酒とつまみで冷えた体を温め

和気藹々とホィッスルを待つ。 

前半は、攻めているのにトライが取れない、反則が多

いことが目立ち、イライラしながらハーフタイムを迎える。

1/2の明治戦の大勝が気持ちに油断を作ったか、また

は帝京に研究しつくされたかの話題の中、後半開始。 

相変わらず反則が多い、それだけ帝京のプレッシャ

ーが強いのだろう。自陣からの攻撃も早い帝京のディフ

ェンスラインのため、前に進めない。うう、苦しい。ライン

アウトのマイボールも取れない。これが１年間の集大成

かと目を疑うほど、早稲田の打つ手が見事に封じられて

いる。 

ああ、完敗だ…。残り 10分で逆転を期待したが願い

叶わずノーサイド。これは、早稲田を責めるより帝京の

気迫と研究を称えるべきか。残念ながらも一路新宿へ、

合流した会員 1１名で祝勝会ならぬチクショウ会で試合

を振り返り、久しぶりの旧友との再会も楽しむ。 

2011年にも、11/23の早慶戦と12月上旬の早明戦観

戦を企画しますので、ぜひ一緒に応援しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
巨大な赤黒ジャージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宿でのチクショウ会 
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【 拡大役員会報告 】 

書記  上坂 真人 

1985年次稲門会の2011年度第１回役員会は１月2

6日（水）午後６時よりお台場のホテル日航東京内

会議室で行われました。以下遠藤さんの議事録を転

載させていただきます。 

■当日資料：1985 年次稲門会第１回役員会資料 

■議案：１．各委員会組織、役割分担 

２．年間事業計画の詳細、予算について 

３．校友会への各種補助金申請の報告 

４．各種スポーツ観戦報告 

５．会員拡大について 

６．新幹事紹介 

７．3月幹事会（梅園見学企画など）について 

８．126三田会有志との懇親会報告 

９．8/23 オール早慶戦（於：名古屋）について 

10．本日の新年会の進行について 

■議事内容 

１．会計報告◇吉田氏、実籾氏作成の配付資料をも

とに小寺会長より報告 

２．スポーツ観戦企画の報告◇田中氏よりラグビー

観戦および箱根駅伝の応援部隊の報告 

３．三田会有志との懇親会（1/21）の報告◇秋沢氏

より懇親会について詳細報告 

４．委員会、役割分担、エリア幹事、学部幹事等 

◇次回の議題とする 

５．3月 12 日の青梅の梅園見学◇新幹事の方の協力 

も得ながら 2月の会報に告知 

６．オール早慶戦（8/23）◇鈴木氏より説明（目標 

動員数早慶あわせて２万人）チケットは 2000円 

   ⇒新年会の最後に告知 

７．新幹事◇石塚さん・龍ノ口さん・細村さん 

⇒新年会で挨拶） 

８．当日の新年会進行の打ち合わせ 

９．その他◇メタ穂関係のメール（特に幹事以外の

会員が相手の場合）の受信、発信は個人メアドでは

なく、極力事務局メアドを使用することを確認。 

 

【新年会報告】 

 担当幹事 （幹事長） 朝田賢治 

１９時３０分からの新年会は小寺会長の年頭の挨

拶に続き、来賓としてご出席いただいた永遠のライ

バルであり、また友でもある「１２６三田会」から、

有志代表として急遽参加いただいた久木野(くきの)

様(元応援指導部)より、さらに交友を深めていきま

しょうと、あたたかいご祝辞を頂戴しました。そし

て歓談後のメイン企画にては、箱根駅伝で優勝に大

きく貢献された６区高野選手、８区北爪選手をお招

きし、試合当日の話、渡辺監督のこと、先輩 OB の

ことなどとても和やかな雰囲気のインタビューをさ

せていただき、ご参集の５０名ほどの皆さんの満面

の笑みに会場があふれました。お二人からは来年も

この強さは継続できるとのことばがあり、頼もしい

ばかりです。まずもって、設立総会、スポーツ観戦

に続き、大成功となりましたこと、ご報告させてい

ただきます。 

 メタ穂会（１９８５年次稲門会）は２５年の歳月

をまたぎ、昨年やっと産声を上げたばかりの集まり

です。諸会合を重ねるたびに同期８６００人のうち

一人でも多くの仲間が結集し、設立趣旨にあるよう

な多くの活動ができるよう協力をしていきます。こ

れからが本格的に会員皆さんの地道な声かけが必要

になっていきます。ぜひとも、よろしくお願いいた

します。  

 

高野・北爪両選手を囲んで 

 

元応援部による校歌のタクト 

拡大役員会報告・新年会報告 
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 拡 大 幹 事 会 ＆ 吉 野 梅 郷 散 策 の ご 案 内 

集合：ＪＲ二俣尾駅 南口（青梅線） 

１１：００集合 

※当日は立川駅を 10：07 発～10：38 青梅駅着 

～（乗り換え）～ 

青梅駅 10：39 発～10：51 二俣尾駅着が便利です。 

 

費用：入園料 200 円 ＋ 食事 2100 円 ＋ 

ドリンク代その他 

 

スケジュール（予定）： 

11:00 二俣尾駅 ① 

11:20 吉川英治記念館（見学 30 分） 

12:10 岩割の梅 

13:00 記念撮影（梅の公園） ② 

13:40 拡大幹事会（梅郷市民センター） ③ 

15:00 食事処『九兵衛』梅づくし料理を味わいます ④ 

16:40 終宴 

ＪＲ日向和田駅 17:04 発の電車で都内へ 

（参考：東京駅着は 18:33 になります） 

①～④のどこから参加してくださっても結構です。 

 

拡大幹事会議題：拡大幹事会は W85 会員であればどなたでも参加できます 

１）新年会報告 ２）次回役員会・夏季企画について 

３）各種委員会について ４）広報・IT について ５）その他 

 

食事の予約の都合上、事前に出欠を確認させていただきます。 

1985 年次稲門会公式サイト http://www.waseda85.com でご登録できます。 

（「85 稲門会」で検索してください） 

お誘いあわせのうえ、ふるってご参加

ください！ 

梅まつり開催中！（2/19～3/31） 

http://www.kodansha.co.jp/yoshikawa/
http://www.omekanko.gr.jp/ume/kouen.htm
http://www.city.ome.tokyo.jp/shiminkatsudo/baigo_center.html
http://www.9bee.jp/index.php
http://www.waseda85.com/
http://www.waseda85.com/
http://www.omekanko.gr.jp/ume/matsuri.htm

