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《 東日本大震災のお見舞いと W85 の今後の活動予定 》
未 曾 有 の大 災 害 となった東 日 本 大 震 災 で被 災 された皆 様 に、心 からお見 舞 い申 し上 げます。
東 北 地 方 で直 接 被 災 された方 々はもちろん、首 都 圏 その他 の地 域 でも業 務 上 大 きな被 害 を受 けられた会
員 もおられる様 子 。W85 幹 事 会 ・役 員 会 としては、会 員 の被 災 状 況 を把 握 した上 で、何 らかの支 援 策 を模 索
していきたいと考 えておりますので、会 員 の皆 様 のご協 力 をお願 いいたします。
個 別 には、すでに現 地 に何 度 も復 興 支 援 のために入 った会 員 もおり、ML や、この通 信 など通 じて、その報
告 がなされていくものと思 います。皆 様 からも、具 体 的 な支 援 活 動 や現 地 の避 難 生 活 などについての情 報 が
ありましたら、是 非 ご投 稿 いただき、会 員 全 体 で共 有 していきたいと考 えていますので、よろしくお願 いします。
また、3 月 13 日 （土 ）に予 定 されていた観 梅 企 画 は直 前 の災 害 のため中 止 となりましたが、その後 臨 時 幹
事 会 を開 催 し、災 害 からの復 興 のためには、我 々の活 動 は、活 発 に行 うべきだとの合 意 を得 、夏 ・秋 の企 画
に向 けて動 き始 めたところです。今 年 度 の活 動 は、まだ始 まったばかりで、今 後 、様 々な企 画 が予 定 されてい
ます。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。 （KK）
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東京六大学野球 春季早慶戦観戦
＜東京・神宮球場＞

2011 年度 第１回 拡大幹事会
夏季企画 ＜東京・お台場＞

日時：2011 年 5 月 28 日（土）

日時：2011 年 7 月１6 日（土）

集合：神宮球場一塁側 学生応援席入口前
費用：1000 円（チケット＋応援グッズ）
＊昼食等は各自持参。応援席では飲酒禁止。
＊祝勝会を新宿で予定しています。

セミナーの部（昼過ぎ）
：
拡大幹事会およびセミナーと見学会
懇親の部（夕方）
：会食と語らいの場
場所：東京・お台場の予定
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災害復興支援ボランティア活動報告
震災時には、東京、千代田区の 27 階建てビルの 12
階の窓のない書庫の中で地震に襲われ、周りの書棚の
書物がほとんど崩れ落ちる状況が長く続き、生きた心地
はしなかったが、その時点では、このような大災害にな
ろうとは思ってもみなかった。
首都圏では、ほとんど交通網が遮断され、帰宅難民
が多く発生したが、ビルの上から見ると、普段人通りの
ない道が人で埋め尽くされ、整然と歩き続けている様子
は、多くの人も語っているように、不思議な光景だった。
その後、建物への立ち入り規制を受けながら、年度
末の期限に追われる仕事をこなしつつ、入ってくる東北
地方の被災の情報は、想像を絶するものだった。
すぐにでも、被災地の支援にいかなければという気持
ちが起きると同時に、阪神大震災の時に、詰めかけたボ
ランティアが、復興支援の大きな障害になったという話
を聞いていたため、ただし、今行ってはならないと制御
する気持ちも働いた。
また、自然災害や、洪水、高潮、津波なども研究対象
の一部である関係から、研究の面でも早く現地を見たい
という気持ちに駆られたが、分野をとりまとる立場の「地
球惑星科学連合」から、「現地調査自粛」の通告があっ
たため、様子を見ざるを得ない状況が続いた。
この間にも、様々な機関では、支援を始めたようであ
ったが、一個人の立場では、高速道も利用できず、ガソ
リンも入手できないとのことで、為すすべがなかった。

VOL1-3

2011.4.30

小寺浩二（W85 会長）

て携行缶を探したが、どこも売り切れで途方に暮れた。
結局、小さな雑貨屋で仕入れることができ、事なきを
得たが、現地入りした直後に見つけたスタンドで満タン
給油ができたのには、拍子抜けした。
その後、ボランティア受け入れ先を求めて須賀川市
に向かうも、県外からは受け入れておらず断られ、結局
2 日目にして相馬市のＶＣで受付をすませた。
相馬市では、小さな民宿の片づけを手伝ったが、庭
先には大きな船が 3 艘も流れ着いていて、濡れた畳は
普通の何倍も重く、泥があらゆるところに溜まっていて、
10 数人のボランティアが１日がかりで何とかという大変な
重労働だった。ボランティアセンターの担当者の見回り
もあり、よく管理されたボランティア活動だった。
２）
宮城県亘理町
貴重な経験になるからと、高校生の長男を連れて急遽
予定を変更して 4 月 7 日に相馬市の少し北に位置する
亘理町に入った。前回の経験もあり、息子を連れて行く
こともあって、地点も受け入れ態勢もよく調べて入ったも
のの、相馬市と比べてずさんな受付にとまどった。
作業内容など依頼者の情報の一覧が張られた紙に、
希望者が名前を書いた付箋を貼り付け、定員に達した
ものから説明を進める相馬市の方法に対して、ボランテ
ィアでごったがえす会場で、作業内容を読み上げなが
ら、希望者が手を挙げて担当者を決めるという単純な方
法ではあったが、活気にあふれたセンターではあった。
具体的な作業は、農家での同様の片づけだったが、
高校生同伴だったこともあり、主に、家財道具や食器に
ついた泥を洗うことを 1 日続けた。人生で今まで洗った
皿以上と思われる数をこなすのは大変だったが、ご主
人や他のボランティアの人が話好きで、地域や他のボラ
ンティアについても多くの話も聞けて、息子曰く、「社会
科見学にきたような」収穫のあったボランティアだった。
その後も活動しているが、また、改めて報告したい。

１）
福島県相馬市
3 月下旬になって、高速東北道の一般車通行規制が
解除され、現地でもボランティア受け入れ体制が整った
という情報が得られたため、急遽学生の希望者を募って、
31 日に東京を出発し、福島県いわき市に向かった。東
京に近く、高速常磐道の通行規制の限界地点で、原発
の影響も知ることができるのが理由だった。東京を出発
する際、一番心配したのが、ガソリンの問題で、ボランテ
ィアで現地入りするには、食料とガソリンを持参すること
が前提とのことから、都内のホームセンターを数件回っ
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東日本大震災 支援レポート
実籾富二男（幹事・会計担当）

ラルウォーター500 ケース（6,000L）やダンボー
ルをコンテナからトラック 2 台に移し替え、トラ
ックに乗って東京都江東区から茨城県日立市災害
本部へ。通行止めとなっていた常磐道水戸から先
も緊急車両と
いうことで通ることができました。しかも無料で
す。物資は日立市職員と自衛隊によって避難所に
届けられ、身動きできない被災者には、自衛隊の
方が戸別訪問をして届けるそうです。
3 月 20 日（日）は朝 6 時に千葉市を出発し、災
害ボランティアとして活動するために津波の被害
に遭った千葉県旭市の飯岡地区へ。ボランティア
登録後、海岸沿いの道路に面している工場と家が
ある敷地内の泥や瓦礫の撤去を行いました。いく
ら掘っても地面が出てきません。想像を超える量
の泥でした。
3 月 27 日（日）は、福島県猪苗代町でライオン
ズクラブの支援物資、無洗米 10 トン（5kg 入り
2,000 袋）と下着の入ったダンボールの積み下ろ
しを行い、その後、会津美里町高田庁舎に、無洗
米 500kg と支援物資を届けました。会津美里町長
の話によると、福島第一原発のある楢葉町から会
津美里町に約 1,300 名（当時）が避難しているそ
うです。
4 月 29 日（祝）から 5 月 1 日（日）まで、所
属するライオンズクラブで宮城県栗原市にベース
キャンプを張り、整備済みの中古自転車を宮城県
南三陸町、石巻市に各 10 台、岩手県大槌町に 20
台届けました。また、南三陸町志津川中学校で開
催されたイベント「福興市」において販売する商
材を届けました。
私は自転車配送を担当したため、
大槌町から釜石市、大船渡市、陸前高田市、気仙
沼市、南三陸町まで海沿いの国道（一部通行止あ
り）をトラックで走りましたが、津波の傷跡はど
こも同じ景色で、ため息しか出ません。海から離
れているにもかかわらず、津波が川に沿って内陸
部を襲い、被害にあった地域もありました。

東日本大震災により、犠牲となられた方々のご
冥福をお祈りし、ご遺族に対し心よりお悔やみを
申し上げます。また、全ての被災された方々にお
見舞いを申し上げます。
3 月 11 日（金）14 時 46 分、私は東京都港区新
橋のビル 8 階にあるオフィスで PC に向かってい
ました。かつて経験したことのない激しい揺れ。
思わず机の下に身を隠しましたが、揺れはなかな
か収まりません。もしかしたらビルが倒壊して死
んでしまうのではないか、という考えが頭をよぎ
りました。
16 時 30 分に新橋を出発し、茅場町を経由して
地下鉄東西線に沿って住まいのある千葉市美浜区
の京葉線海浜幕張駅を目指して歩きました。大学
時代から東西線にはお世話になっていますが、沿
線を歩いたのは初めての経験です。肩がぶつかる
ほど多くの人々が同じ方向を目指して歩く光景は
とても異様でした。21 時には千葉県の浦安駅に着
いたものの道が分からなくなったので、とりあえ
ず、東京湾に向かって京葉線新浦安駅を目指しま
した。途中、湾岸道路を越えるあたりから液状化
現象が散見され、湾岸道路にかかる道が 50cm 位
地すべりで落ちていました。新浦安駅前の電話ボ
ックスは傾いて今にも倒れそうで、建物に接する
歩道は 10cm 以上沈んでいました。これ以上歩い
ても危険と感じ、
駅周辺のホテルのロビーに退避。
結局、ホテルの宴会場で一夜を明かして、翌日の
昼に自宅にたどり着きました。ロッテマリンスタ
ジアムや幕張メッセがある海浜幕張駅周辺も液状
化現象がひどく、駅ロータリーは封鎖。幸いにも
我が家の被害は、食器棚の中のグラスが落ちて割
れる程度でした。
大震災の後、自分にできることは何か考えまし
た。
まずは、信用できる複数の団体に義援金を振り
込み、 週末限定でボランティア登録しました。そ
して、所属する奉仕団体ライオンズクラブの SNS
で、被災地で必要とされている物資のリスト、受
入れ窓口、被災地のボランティアの募集窓口など
の情報収集を行いました。
3 月 19 日（土）は、ライオンズクラブの災害支
援活動に参加しました。北海道から発送したミネ

東日本大震災を経て、
「自分は生かされている」
という思いが一層強くなりました。これからも支
援活動は長期に及びます。被災地の復興の日まで
頑張りましょう。

（次ページの写真は実籾さん提供による、支援の
ようすや被災地の状況です）
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日立市へ
水を届ける
3/19

南三陸町。
TV でも
よく報道
されていた
災害対策
庁舎と病院
4/29

旭市での
泥かき
3/20

陸前高田
市の様子
4/30

会津美里町。
左から 4 人目
が町長
3/27

陸前高田。
線路が
津波で
曲がって
います
4/30

猪苗代町へ
無洗米の
支援
3/27

大槌町で
被災者が
自転車を
受け取った
ときの様子
5/1
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風評被害の被災地から
被災地である茨城県那珂市にお住まいの武藤博光さんからの寄稿です。
茨城県の被害状況はあまりマスコミでは報道されていませんが、地震・津波による直接被害が大きかったばかりで
なく、放射能汚染の風評被害が被災地の第一次産業に追い撃ちをかけています。那珂市議であり、同市の原子力
安全対策特別委員である武藤さんの文には、そんな被災地住民の心情が表れています。
主張が一面的なのではないかなどのご指摘もあるかも知れませんが、これも被災地住民の偽らざるひとつの声で
あることを思い、掲載いたします。 ＜編集担当＞

【 原発のムラ 】
武藤博光（幹事・会計担当）
東日本大震災は原子力の危うさを露呈した。
1999 年に 3 人の犠牲者を出した JCO 東海村臨界事
故は、わが家から 2 キロという至近距離で起きた人災で
あった。わが家は核融合研究施設も目の前にあるし、ウ
ラン核燃料工場も東海第二原発も 5 キロ圏内に位置し
ている。
10 年前の東海村の事故では、屋内避難指示でどこ
にも行けず、道は通行止め、店は開かないという状態を
経験したので、福島の状態もよく理解できる。
今回はレベル７という最悪の事故である。犠牲者が出
ていないだけで、セシウムやヨウ素などの放射性物質の
拡散は関東地方まで影響を及ぼし、長期的に見れば、
福島県双葉郡は住民が安心して住める環境にはなか
なか戻らないだろう。
問題なのは、風評被害が異常なまでに加熱し、茨城
県産品は、魚や野菜まで出荷停止に追い込まれた事だ。
近所のホウレンソウも収穫されることなく畑に放置された
まま。近くの魚市場は津波に流され、開店はしばらく先
だし、魚を獲っても築地でも値が付かないので、漁船は
海にも出られない状況だ。
東海村も福島の双葉郡も、電源３法による莫大な交
付金や固定資産税、減価償却歳入の大きな依存により
成り立っていて、平成の合併にも周囲の町村と話し合う
ことなく単独行政を主張して、そのお宝財源を貪るとい
うズルイ体質が自治体や住民に蔓延しているのだ。
しかしながら、有事の際に害を被るのは原発立地の
近隣の市町村であり、財政豊かな立地自治体は役場ご
と遠い所に避難しているのが現状だ。
原発のムラでは、仕事は役場か原子力関連施設で、
消化しきれない有給休暇にはエアコン付きの耕運機で
田畑を耕し、ゴルフに入ったりするのが日常となってい
る。

おらがムラの電力が都会を明るくしているんだという
住民の驕り昂ぶりと、人の心を大事にしない昨今の社会
風潮に、警鐘を鳴らす事故になったと言えよう。
豊かで排他的なムラは、今回の事故で脆くも崩壊か
も知れない。

那珂市の地震被害（写真は那珂市ホームページより）
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VOL1-3

2011.4.30

～W85 会員からの声
（敬称略）

地震が起きた時は、得意先のコンペで千葉のゴルフ
場の風呂場にいました。プレー中に足をつった事もあ
り、逃げられないのではないのかと相当動揺した覚え
と、その後に見たゴルフ場の地割れ、コンビナートの火
災等で重大さが身にしみて判りました。
私はゴルフ関連の仕事をしている事もあり、復興の
為にも一生懸命働いて、ゴルフに行く等で景気が良く
なるように、ほんの少しでも貢献できればと思います。

天災は忘れたころにやってくる。
今回の震災以降、意識が変わりました。
昔･･･地震、雷、火事、親父
今･･･地震、津波、停電、放射能
（U）

（石塚一博）

アメリカから故郷の復興を祈る
85 年文学部卒業のトラペーガン渡辺友子と申します。出身は岩手ですが、現在はアメリカのテキサス在
住ですので、毎日何か何かと思いながら何もできない自分にもどかしい思いで過ごしています。岩手県人を
代表して、waseda85 の皆さんが今回の地震のことを扱ってくださっていることに感謝を申し上げます。
地震のニュースが耳に入ったのはアメリカのセントラルタイム 7 時頃。出勤の準備をしているところに主人
が教えてくれた。どこで？と訪ねると仙台方面と言う。急いでテレビを見ると、津波に呑み込まれた三陸の建
物が波に揺れていて、愕然とした。まず、岩手の実家の母が心配になりスカイプで電話をするが、通じな
い。職場に運転しながら電話をし続けて、やっと東京の姉の携帯電話に連絡がつき岩手の実家の無事を確
認した。日本では午後 11 時頃。姉は職場から歩いて、やっと帰宅できると安堵しかけたところだった。
それからは毎日、ニュースとにらめっこ。小さい頃から、慣れ親しんだ沿岸の町の地名が頻繁に耳に入っ
てくる。一昨年訪れた気仙沼でボートに乗せてくれたおじさんは大丈夫だったのだろうか。日本のニュース
はテレビにもずっと流れているが、映像を見るのが辛くなって来て、インターネットのニュースに切り替えた。
こちらの皆さんもかなり気をかけてくださって、家族や友達の安否を気遣うメールをたくさん受け取った。ま
た、チャリティーのイベントもあちこちで開かれている。世界中のたくさんの人が手を差し伸べている、日本の
復興を心から祈っていることを知ってほしい。先日は近所で中学生らしき子供達が出勤時に「HONK FOR
JAPAN（日本のためにホーンを鳴らして）」と書いた紙を持って立っていた。へえ、と思っているうちに通り過
ぎてしまい、ホーンを鳴らし損なった。でも、子供達が自分たちで考えて、それなりに応援しようとしてくれて
いることに嬉しくなった。なんだか、東北はきっと大丈夫、皆がこうやって応援しているのだから･･･と言う気持
ちになる。
そんな中で岩手出身の私は、自分に何が出来るのか、一番何が助けになるのだろう、と考える毎日。主
人の勤める大学では、学生の日本行きが禁止となり、九州にいた留学生も連れ戻されてしまった。日本の状
況の一部だけに焦点が当てられていて、全体的な情報が正しく把握されていないのが分かる。もっと日本か
らも、どんな援助が必要か、日本の状況はどうなっているのか、発信して欲しいと思う。
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３．１１に思う・・・お米を通じての支援
震災の翌日、土曜日から私が経営する各店舗のお米の売れ行きに変化が起きました。日曜日はお休みで
したが、米をはじめとしてカップラ－メンなどがス－パ－の店頭で品切れを起こし始めました。
そして、休み明けの月曜日、私の会社の店舗に、８時前から行列ができはじめ、１時間も立たずに、100 名
を超える人数に膨れ上がったのです。
お米は、民間で流通されているものだけでも、1 年間で消費しきれないほど余っているのです。政府の備蓄
米も 100 万トン（日本の 1 年間の消費量は、約 800 万トン) もあり、お米は潤沢にあるのですが、買い占めが
起こりました。平成 5 年産米が不作で平成 6 年には、海外から緊急輸入をして米パニックが起こったのを覚え
ていますか。あの時と同じような行列ができ、お米を探し回った人たちが出てきました。
その後、原発の事故による農産物の風評被害が起こり、福島産というだけでお米を買わなくなっています。
昨年刈り取りをされて倉庫に管理されているお米ですから、全く問題がないお米なのですが・・・。
風評被害がある一方で、産地を応援するためにも、被災地の農産物を食べることで支援をしようという動き
も出てきました。被災をされた酒蔵が、お花見をして日本酒を飲んで下さいというメッセ－ジがありました。過
度な自粛による経済の停滞は、二次被害につながるのではと心配しています。
米の専門店として、お米の正しい情報を消費者に伝えて、米と一緒に安心安全をお届けすることで被災地
支援をする決意です。
（商・秋沢淳雄）

このたびの災害で被害に遭われた
方々に心よりお見舞い申し上げます。
あの日、千代田区内の勤務先から松
戸の自宅まで、およそ 20km を歩いて帰
った。会社を出たのは 20 時半を回ってい
たが、大通りはまだ大混雑。車も人も溢れ
返り、思うように歩けないほどなので、でき
るだけ裏道を行く。水戸街道に入っても
人の列は途切れない。家に帰りたがる人
がこんなにも多いとは。
長丁場を歩くとなると、困るのが生理的
欲求。風が強く寒さが凍みる日だったの
で、特にご婦人方は難儀したろう。歩き始
めて 1 時間半ほど経ち、隅田川を渡った
あたりから、沿道の家々に「トイレお使いく
ださい」「お水をどうぞ」の張り紙が。中に
は家の前にテーブルを出して、一家総出
で温かいお茶を振る舞ってくれるファミリ
ーさえ。寒空の下、小学生ぐらいの姉弟
が笑顔でお茶を差し出す姿を見て、ちょ
っとウルウルすると共に、「日本はきっと大
丈夫！」と頼もしく思ったのだった。自家
製おにぎり、コーヒーを 200 円で売る商魂
逞しいご家族にも感心しましたが。
（法・代々木理方）

≪続けよう！被災地・被災者支援≫
◆東日本大震災被災地への義援金のおもな受付口座
日本赤十字社 http://www.jrc.or.jp/contribution/index.html
郵便振替００１４０・８・５０７ 「日本赤十字社 東北関東大震災義援金」
中央共同募金会 http://www.akaihane.or.jp/er/index.html
郵便振替００１７０・６・５１８ 「中央共同募金会東北関東大震災義援金」
宮城県災害対策本部 http://www.pref.miyagi.jp/kihu.htm
郵便振替００１７０・０・５２６ 「東北地方太平洋沖地震災害」
岩手県災害義援金募集委員会
http://www.pref.iwate.jp/~bousai/taioujoukyou/gienkin.htm
郵便振替００１００・２・５５２ 「東北地方太平洋沖地震災害」
福島県災害対策本部 http://wwwcms.pref.fukushima.jp/
郵便振替００１６０・３・５３３ 「東北地方太平洋沖地震災害」

◆支援活動をするおもな団体への寄付先口座
ピースウィンズ・ジャパン
http://www.peace-winds.org/jp/support/donatenow.html
郵便振替００１６０・３・１７９６４１ 「ピースウィンズジャパン」（通信欄に「東
日本震災」と明記）、

三井住友銀行桜新町支店 普６７２３１８４

「特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン」
日本ＮＰＯセンター http://www.jnpoc.ne.jp/?p=964
郵便振替００１８０・０・３６２００２ 「日本 NPO セ ンター」（NPO 応援基金と
明記）、

三菱東京ＵＦＪ銀行東恵比寿支店 普３０４６５１２ 「日本 NPO

センター応援基金口」
日本災害救援ボランティアネットワーク http://www.nvnad.or.jp/top.html
郵便振替００９００・５・２９５６０、三井住友銀行西宮支店 普７０２２１６１、
名義はともに「NVNAD 国内支援口」
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2011 年 3 月 スポーツ観戦企画の報告
【第 80 回早慶レガッタ観戦記
「来た、見た、勝った」】
辻村義弘（副幹事長）
時勢の影響で会場を東京・隅田川から移した第 80 回
早慶レガッタは、桜吹雪の風雤の中、4 月 23 日に埼玉
県の戸田漕艇場で行
われ、早稲田の 44 回
目の勝利を祝った。
総勢 6 名（朝田、鈴
木、田中、辻村、三浦、
藤井）の少人数なが
ら、メタ穂会のノボリを
立て、朝田幹事長の
風雨もものかは、戸田に集う W85
「漕げ、漕げ、もっと
有志応援団
漕げ」の掛け声のもと
盛大に応援し、レー
ス と レー スの 合 間 に
応援部・チアリーディ
ングの芸術的応援を、
野球・ラグビーよりも
体温が感じられる間
近で見られたのに感
チアリーダーを前にヤニ下がる…
動する思わぬご褒美
いえ、ご満悦の朝田幹事長
もあった。
さて、レースは第 3 レース高校舵手付きクォドルプル
の高等学院勝利のゴールから観戦し、第 4 レースの学
部対抗エイトの早大理工学部勝利と美酒を味わい、第
5 レースの第二エイトは残念ながら慶応勝利、メインレー
ス前にいよいよ強くなる風雤とともに不安がよぎったが、
女子対校舵手付きクォドルプルでの早稲田大学女子の
10 秒を越える圧勝で勢いづき、最後の第 7 レース対抗
エイトがスタート、前半は早稲田が差をひろげ安心して
いると、後半、我らが目の前で慶応がグングン差をつめ
てきた。応援に熱が入り、早稲田の勝利を見て大歓声
をあげた。

結果は 1 艇身強 3 秒以上の完勝であるが、レガッタを
初観戦した私にはほとんど差がないように見え、まさに、
「Ｖｅｎｉ，Ｖｉｄｉ，Ｖｉｃｉ！」の心境であった。
祝勝会も、廻りは揃いのネクタイ・エンブレムのブレザ
ー姿のボート部ＯＢに囲まれ盛り上がったことは言うまで
もない。来年は、距離が長く波の立つ隅田川でも W85
の仲間と観戦したいとレガッタの醍醐味をほんの少しわ
かったかと思う 1 日に感謝したい。

歓喜を爆発
させるオジ
サン連。
マンシュウ
取ったわけ
ではありま
せん

http://www.the-regatta.com/

http://www.wasedarowing.com
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●セミナーの部（昼過ぎを予定）
・拡大幹事会（会員はどなたでも参加できます）
・セミナーと見学会「都市計画の現状と災害対策を知る」
※東京都臨海広域防災公園内の予定（お台場）
●懇親の部（夕方からを予定・ここからのご参加も大歓迎！）
・会員相互の懇親会
※場所を移動して、語りの場を予定しています
余震の続く毎日ですが、いかがお過ごしですか。3.11 を起点とする未曾有の大災害。被災された方、ご不幸のあった
方、そうでなくとも影響の大きかった方、いろいろな状況の中にいらっしゃると思います。心よりお見舞い申し上げます。
7 月の W85 定例会（夏期親睦企画）をご案内します。年間行事として予定されている定例会ですが、この状況の中、
開催するか否か、開催してもどの様なものにするのか、W85 事務局内でも意見が分かれました。ただ、こんな時だからこ
そ、皆で語りあい、こうした活動による経済貢献も大事ではないかという考えのもと、開催することにいたしました。
テーマは、「会員相互の理解・懇親を深め、都市計画の現状と災害対策を知る」。 内容は、東京都の防災施設の見
学、校友・専門家による都市計画のお話、その後、場所を移動しての懇親会を予定しています。
詳細スケジュールは 5 月中旬に、W85 ホームページ http://www.waseda85.com/ や、W85 稲門会 ML ホームページ
http://www.freeml.com/w85 上でお知らせします。
小さいお子さんも安心して楽しく過ごせる一日を予定しています。どうぞ、今からスケジュール表にご予定ください。
5 月中旬から、参加受付をスタートします。
お問い合わせはお気軽に：W85 事務局 朝田思乃 s.asada@waseda85.com
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【稲門会春季代議員会に本会からも参加】
2010 年度の「春季代議員会」および「年次稲門会合
同幹事会」が 3 月 6 日、大隈講堂にて開催された。代議
員会は早稲田大学の最高議決機関で、年の 2 回開か
れる。今回は鎌田薫総長になって初めての代議員会
であった。
わが 1985 年次稲門会には 2 名の代議員枠が割り当
てられており、小寺浩二会長と朝田賢治幹事長が出席。
校友会組織強化補助費配分の見直し（制度廃止）につ
いて、時期尚早ではないかとの意見を述べた。

＜六大学野球 春季早慶戦 観戦＞
春季東京六大学野球早慶戦観戦企画を下記の通り
お知らせします。
集合日時：5／28(土） 11：00
集合場所：神宮球場一塁側の学生応援席の入口前
費 用 ：1000 円（チケット＋応援グッズ）
申込み先：tanaka@waseda85.com
＊昼食等は各自で持参ください。
なお、応援席では飲酒は禁止です。
チケットの手配がありますので、参加希望者は
5/16 までにお申し込みください。
当日祝勝会も新宿で予定していますので、祝勝会
参加の有無もお知らせ下さい。
昨年より苦戦が続きますが、こんな時こそ我らＯＢの
応援が必要です。今年の期待として、甲子園経験があ
る広島の名門広陵高校出身の有原投手や埼玉で活躍
した川越東高校の高梨投手等、将来の柱となる有望選
手が即戦力で活躍しています。

海外に赴任する会員から、グローバルな提言をいただ
きました。

スポーツ観戦企画担当 田中伸治（副会長）

【ＷＷ（ワールドワイド）Ｗ８５】
小谷清（幹事・総務担当）

＜オール早慶戦 in 名古屋＞

私事で恐縮ですが、5 月中旬から仕事の関係で北京
に住むことになりました。メタ穂会の現在の活動は、東
京地区でのイベントが中心となっていますが、考えてみ
れば日本全国各地はもとより、海外にも多数のメンバー
がいるはずです。ちなみに現在の登録メンバー約 440
名のうち、関東地方以外の在住者が約 70 名で、海外在
住は 2 名のみ。
海外からのイベント参加は難しいと思いますが、この
「メタ穂通信」やメーリングリストを活用し、ワールドワイド
で交流を深めていきたいと思いますので、海外在住の
W85 メンバーをご存知の方がいらっしゃったら、ぜひ
1985 年次稲門会公式サイト http://www.waseda85.com
よりメンバー登録いただけるようご紹介をお願いいたし
ます！

この夏、尾張名古屋で「第13回オール早慶野球戦」が
行われます。４年に一度、50年近くの歴史があり、今回も
ナゴヤドームの晴れ舞台で伝統の一戦が行われる予定
です。ぜひ、早慶戦を名古屋で応援しましょう！
開 催 日 ：8月23日（火）
会 場
：ナゴヤドーム
応 援 合 戦 ：17時
プレイボール：17時40分
詳細はHPにてご確認ください。
http://www.soukeisen.com/index.html
名古屋稲門クラブ 第十三回オール早慶戦
実行委員長 鈴木 紳互（W85 副会長）
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の歓喜と悲哀の旋律が、わきあがる情感を奮い立た
せ、スクリーンの前のあなたは、自然と目頭が熱く
なるであろう。
この作品のテーマは、理不尽な時代の渦に紺弄さ
れ、どん底に突き落とされた人達の逆転劇であり、
再起に向けて挑む人達に向けてのエールである。
日本でも、不況、震災、原発等、相次ぐ試練に傷
つき、立ち上がれずに苦しんでいる人達がたくさん
いる。どん底まで追い詰められると、あきらめの気
持ちが強くなり、再び、立ち上がるのは本当に難し
い。しかし、どんなに辛い状況であってもあきらめ
ず希望を持つこと、個人の尊厳を失わず、勇気を出
して立ち上がることの大切さ、素晴らしさをこの作
品は教えてくれる。
（マリリン）
＜作品ノート＞
監督: ラデュ・ミヘイレアニュ
出演: アレクセイ・グシュコブ, メラニー・ロラン, フランソ
ワ・ベルレアン, ドミトリー・ナザロフ, ミュウ=ミュウ
2009 年フランス製作

マリリンのオススメ 間違いないこの１本
Reel＃1「オーケストラ！」
舞台は、ブレジネフが書記長であった旧ソ連。共
産主義政権下、国家はユダヤ人排斥政策を強行、多
くの命が奪われた時代であった。
映画の主人公は、ロシア人の中年男アンドレイ。
アンドレイは、ボリショイ交響楽団の主席指揮者と
して名声の絶頂にあったが、追放対象のユダヤ系楽
団員をかばい、指揮者の座を追われ、30 年間、ボリ
ショイ劇場の掃除夫として、満たされない日常を送
っていた。
ところが、ある日、アンドレイが、支配人の部屋
を掃除していた時、偶然にも、パリの劇場からの演
奏依頼のファックスを目にし、人生は一変する。
そう、映画「オーケストラ！」は、元天才指揮者
で今掃除夫の主人公が、共に解雇された元楽団員を
集め、偽オーケストラを結成し公演を成功させる、
奇跡の物語。
元楽団員の職業は、運転手、蚤の市業者、博物館
監視員、ポルノ映画音響、引っ越し屋･･･。多くは、
生計をたてるのがやっとで、
燕尾服、
靴はもとより、
楽器さえ手放していたが、出演を躊躇する者はだれ
もいない。
パスポートは偽造。パリでは劇場スタッフにギャ
ラの前金、酒、煙草を要求。リハーサルそっちのけ
で、パリ街頭でキャビアを売ったり、通訳のアルバ
イトをしたり、楽団員達の型破りの珍道中が、コミ
カルに描かれている。
一方、
アンドレイが、
公演で指名したソリストは、
美貌のヴァイオリニスト、
アンヌ。
アンヌは孤児で、
マネージャーのギレーヌに育てられ、本当の両親、
ギレーヌと楽団との因縁については何も知らない。
そんなこんなで、寄せ集め楽団員は、調達したば
かりの楽器と衣装を纏い、
ぶっつけ本番 30 年ぶりの
大舞台へ。
演目は、チャイコフスキーヴァイオリン協奏曲ニ
長調作品 35。出だしの聞くに堪えない不協和音に、
劇場支配人は困り顔。しかし、それも束の間、アン
ヌのカデンツァ風の流麗なソロが始まると、楽団員
達の演奏は魔法にかかったように様変わり。究極の
ハーモニーが劇場中に響き渡り、入魂の最高潮へ…。
演奏をバックに、アンドレイの回顧により、30 年
前、楽団およびアンヌの両親に突然降りかかった悲
劇、アンヌが知らなかった両親と出生の秘密が明ら
かになる。
悲愴なストーリーに相俟って、チャイコフスキー

＜「W85（メタ穂会）通信」原稿募集＞
「W85（メタ穂会）通信」は、年 6 回（隔月）
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
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