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《 順調な活動が行われつつある W85と今後の展開 》 

東日本大震災の発生から３ヶ月以上経過した今でも、被災地では不自由な生活を強いられ、復

興作業にご苦労されている方々が多いものと思われます。あらためて、深くお見舞い申し上げます。  

さて、そうした中で、W85 が中心となった復興支援ボランティア活動も５回を数え、その活動報告

が反響を呼んで、７月３日に予定されている第６回では、遠くアメリカから駆けつけてくれる渡部聡

会員を中心に、マイクロバスに乗り合わせて、今までにない規模での活動を行う計画です。（本文 3

ページめに関連記事） 

W85 としては、今後もこのような活動を継続して続けていくつもりでおりますので、会員諸氏の変

わらぬご支援をお願いいたします。 

震災の影響を直接受けた観梅企画は残念でしたが、その他の活動は、滞りなく順調に進みつつ

あります。７月 16 日（土）に予定されている夏期親睦企画も当初の「納涼会」から、「防災セミナー」

へと趣を変えましたが、すでに 30 名を超える参加希望者があり、開催前から大成功の予感があり

ます。 

また、８月 23 日（火）には、鈴木副会長が実行委員長を務める「オール早慶戦 in 名古屋」が開催

される予定で、本通信でも次号で報告する予定ですが、会員の皆様のご来場を期待しております。 

（KK） 

 

 

 

 

 

 

  

「そなエリア」の防災体験学習施設のようす 

会 告 １－4－2 

第１3 回オール早慶野球戦 in ナゴヤ 

日時：2011 年８月 23 日（火） 

＜名古屋・ナゴヤドーム＞ 

17：00応援合戦 

18：30試合開始 

入場料 2,000円 

本イベントの実行委員長を、 

W85副会長（鈴木紳互）が務めています。 

会 告 １－4－１ 

拡大幹事会 および 夏期親睦会 

日時：2011 年７月１６日（土） 

＜東京・有明、門前仲町＞ 

 

セミナー 13：00 有明「そなエリア東京」 

親睦会  16：30 門前仲町「魚三酒場」 

費用：5,000円（親睦会会費） 別途交通費 
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W85 会長 小寺浩二 

前回の本通信では、福島県相馬市と宮城県亘理町の例

を報告したが、その後、宮城県石巻市、岩手県宮古市、

岩手県大船渡市と活動を継続してきた。石巻市について

は第６回の活動でも訪問する予定なので、ここでは、岩

手県の２市について報告する。 

１） 岩手県宮古市 

被災地の状況がわからない中、東京から近い福島県

から活動の場を増やしてきたが、３回の活動を経て状

況がわかってきたため、今度は、なるべく遠くを見る

べく、ボランティア対象地域を岩手県宮古市とした。

古くから津波常襲地として知られ、田老町を含めて何

度も学生を連れて行ったことがあったので、効力がな

かったという防潮堤も含めて、是非とも訪問したかっ

た地域で、連休明けの５月 14 日（土）～16 日（月）

に実施した。 

広く参加者を募ったところ、法政大学の小寺研究室

の４名に加え、一般学生の１年生２名と W85 会員１名

（石川令子さん）が参加してくれた。調布市の協力で

高速道路無料化の援助が得られ、医療車両のレンタル

専門のウェルレンタカーが車を安く貸し出してくれた。 

盛岡を経由して行くため、福島と比べて圧倒的に移

動経路が長く、仮眠をとった道の駅「区界高原」では、

ほんの２～３時間しか眠れなかった。 

宮古市の VC（ボランティアセンター）に到着すると、

事前の予約で振り分けられた作業班に入って現地作業

を行った。作業自体は簡単で、津波の被害を受けた地

域の側溝に詰まった泥の除去作業だったが、重いコン

クリートの蓋を持ち上げるのが大変で、分担によって

は大変な重労働となった。作業した地域で壊れた家は

なく、道路などの清掃も終わっていたため、被災地と

いう趣はなく、近所の町のドブ掃除に来たといった感

じだったが、学生が被災住民から聞き取りをしたとこ

ろでは、床上浸水程度ではあったものの、一時は土砂

と瓦礫で大変だったとのこと。 

 

作業後は、被災状況を広く見るため、いったん田老

町まで北上して防潮堤を見学し、陸中山田・大槌町・

釜石・大船渡・陸前高田・気仙沼と視察した上で、知

り合いの高校の先生と千厩町で落ち合い、地元の名物

レストランで食事した後、岩手県警に勤めていて検死

作業を続けてきた卒業生と一関近くの温泉で落ち合っ

て、風呂に入りながら具体的な話を聞いた。 

月曜朝に帰着のプランであったため、現地では夜遅

くまでいろんな人と会って話を聞くことができたが、

さすがに大変な０泊３日の強行軍であった。 

２） 岩手県大船渡市 

例年行っている「身近な水環境調査」を、今年は震

災に絡めて、東北地方の諸河川で行う計画を立て、併

せて第５回目のボランティアを行った。 

  今回は、６月２日出発の A 班と３日出発の B 班に

分かれ、A 班は３日猪苗代湖集水域の調査を行った上

で、死傷者を出した須賀川市長沼のダム決壊現場を別

の視点から見学した。水沢 IC近くの道の駅で仮眠後 B

班と落ち合って、分担して河川調査をしながら、大船

渡市に向かった。参加者は、研究室４名に加えて、法

政大兼任講師１名・研究室アシスタント１名の合計７

名。 

  ボランティア作業は、前回同様の側溝の泥の片づけ

と小学校のプールにたまった泥の片づけだった。同じ

側溝の泥出しでも、今回は、別のグループが溝から出

して山積みになったものを袋に詰めるのが中心で、そ

の袋の片づけは、また次のボランティアに任せるとい

う、連携作業が行われていた。プールの泥出しは単純

だったが、中央に寄るほど水気が多くなり、排水溝近

くではほとんど泥水状態で、最後の最後で手間取った。 

 ボランティア後は、前回と同じく被災地を見学した

が、その後、前回下見しておいた陸前高田の「復興の

湯」に入った上で、千厩高校の校舎に泊めてもらい、

バーベキューで地元の人と交流した。  

 この作業の繰り返し（ボートのトレーニングに最適？） 

 

地域の御輿置き場を改良した『復興の湯』 

 

震災復興支援ボランティア活動報告(2) 
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【アメリカから被災地に千羽鶴】 
 
（米ノースカロライナ州シャーロット市にお住まいの渡部

聡さんから、小寺W85会長あてに届いたメールを、渡部

さんご本人の了解を得て、掲載いたします。） 
 

在シャーロット（米国） 渡部聡 
 

 初めてご連絡さし上げます。早稲田 85年卒業の渡部

（わたなべ）です。現在、アメリカ在住ですが、W85

のメールリストで、貴兄(編集注：小寺会長のこと)の

地震の震災復興ボランティアのご努力を、すばらしい

なと思いながらメールを読ませていただいています。

私も、遠い地ながら、できることはないかと微力なが

ら努力しております。 

 地震からの時間がたつにつれ、少しずつ、地震のこ

と、被害者のことを考えることが少なくなりがちにな

ると思います。一方では、被災者の方々は、まだまだ、

つらい生活をしているのですよね。 

 少しでも、多くの人たちが、より長い期間、被災者

の方々のことを考えていてくださるよう、私のアメリ

カでの活動をご紹介させていただきたいと思います。

W85 の方々にご連絡いただいても結構です。 

 まず、４月に、義援金を募る食事会を開催しました。

こちらのレストランを貸し切り、90 人（うち 70 人以

上は、日本人以外）が、集まってくれました。7500ド

ル以上の献金をすることができました。 

 また、私の勤務するウェルズ・ファーゴ銀行は、震

災早々に 50万ドルの募金を赤十字社に行いました。さ

らに弊社は、社員が赤十字に行った募金には、１：１

の割合で、50 万ドルを上限に、追加の募金（Gift 

Matching) を行っています。社員の募金が 50 万ドル

に達した際には、会社ならびに社員の総計で、150 万

ドル（１億２千万円強）の献金をすることになります。  

 また、ウェルズ・ファーゴでは、千羽鶴を被災者に

送ろうと、全社的に声をかけました。当初は、全国で

なんとか 10セット分の千羽鶴（１万羽分）までいけば

大成功、と考えて始めましたが、予想以上に弊社内外

の人々の賛同を得、現在は 30セットの千羽鶴（３万羽）

を作れそうな状況です。以下のリンクにあるように、

地元の新聞に取り上げられたこともあり、社外の人も

協力をしてくれています。何よりもうれしいのは、ま

ったく会ったこともない人が、新聞記事の連絡先を見

て、折り鶴を送ってくれているのです。 

 

＜Charlotte Observer 紙のサイト＞ 

http://www.charlotteobserver.com/2011/05/05/22755

39/for-japan-with-love.html#storylink=misearch 

http://www.charlotteobserver.com/2011/05/05/22755

39/for-japan-with-love.html 

 会社は、こうした努力を支援するため、一羽の折り

鶴につき、1 ドルの献金を決めてくれました。このた

め、金銭的な支援も同時にできることになりました。

会社からの折り鶴に関する献金も、250 万円近くのも

のとなりそうです。 

多くのアメリカ人にとって、折り鶴は、とても難し

いものです。そのほとんどは、こちらに住む日本人で

はなく、アメリカ人や、アメリカに住む様々な国出身

の人たちなのです。彼らの、日本や被害者のことを思

う気持ちには、日本人として、感謝してもしきれない

ほど、圧倒されています。 

 たまたま、６月下旬に短期間の日本に出張があり、

千羽鶴の２、３セットを、 私の手で、避難所にいらっ

しゃる被害者の方に届けられないか、と思っています。 

そうすることで、協力してくれているアメリカの人た

ちの思いを、より的確に伝えることができればという

願いがあります。また、その際、私自身の目で、被害

の状況を見、そのことを協力してくれた人々に伝える

こともできるでしょう。  

 小寺さんが、災害地でボランティアをする中で、も

し、こんな場所に持っていくのがいいのではないかと

いったアイディア、アドバイスがあれば、ご教示いた

だけないでしょうか。協力してくれた数多くのアメリ

カの人たちの気持ちを、すこしでも効果的に、震災の

被害で苦しんでいる人たちに、お伝えしたいのです。 

また、現地で、わずかな時間ながら、復興のお手伝い

もボランティアができればと思っています。どんなア

ドバイスでも、結構です。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

【義援金・募金・寄付できるサイトまとめ】東日本大地震 

http://matome.naver.jp/odai/2130036123951165301 

渡部さんの想いに応えるべく、７月２、３日に

小寺会長主催の災害復興支援ボランティア・ツ

アーが行われることになりました。渡部さんも

参加され、千羽鶴を被災地に届ける予定です。 

続けよう！ 被災地・被災者支援 

http://www.charlotteobserver.com/2011/05/05/2275539/for-japan-with-love.html#storylink=misearch
http://www.charlotteobserver.com/2011/05/05/2275539/for-japan-with-love.html#storylink=misearch
http://www.charlotteobserver.com/2011/05/05/2275539/for-japan-with-love.html
http://www.charlotteobserver.com/2011/05/05/2275539/for-japan-with-love.html
http://matome.naver.jp/odai/2130036123951165301
http://matome.naver.jp/odai/2130036123951165301
http://matome.naver.jp/odai/2129989217646489401
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【都の西北西 2000 キロ】（第１話） 

在北京（中国） 小谷清（法） 

 

 北京での生活を始めるにあたり、まずは北京稲門会

に参加してみた。登録会員数は我らがメタ穂会とほぼ

同じで約 400名。特徴的なのは会員の３分の１が早稲

田への留学経験を持つ中国人だということ。海外各地

に稲門会があるが、ローカルメンバーの人数と割合は

北京がダントツに違いない。もともと日本人稲門会と

中国人稲門会が別々に活動していたのだが、10年ほど

前に当時の日本人稲門会の会長が「同じワセダなんだ

から一緒に活動しよう」と中国人稲門会に呼びかけて

統合されたとのこと。  

 活動は月１回の懇親会やゴルフ、北京三田会との交

流などが中心で、今回僕が参加した６月度懇親会には

約 40名が参加。メタ穂会との大きな違いは、当たり前

だが“若いメンバーが多い”ということ。出席者名簿

は卒業年次順になっているのだが、僕はなんと 42名中

７番目で、20番目以降は 2000 年以降の卒業生。留学

生の場合、中国でいったん社会人になってから留学し

て来る人たちもいるので、必ずしも卒年が年齢とリン

クしているわけではないが、女性の比率も多く躍動感

あふれる集まりでした。（女性で１名「卒年非公表」

という方がおり、これも年次稲門会ではあり得ない現

象ですね。） 

日本人メンバーは日本の会社の北京駐在員として赴

任されてきている方々が中心で、これだけの規模で業

種も年代も全く異なる方々と交流や情報交換の機会が

持てるのは稲門会ならではかと。  

 実は懇親会参加の大きな目的のひとつが、85年卒の

オルグだったのだが、残念ながら今回の出席者には対

象者がおらず、懇親会で知り合った方々との交流など

を通じ継続課題として取り組ませていただきたいと思

います。 

次回以降は、躍動感あふれる北京で見たり、聞いたり、

感じたりしたことをレポートさせていただきたいと思

いますので、今後ともお付き合いのほどよろしくお願

いします。  

 

【ＣＳＲの周辺から】 

        宮田昌尚（幹事・広報担当） 

今年は「国際森林年」です。また「国連生物多様性

の 10年」の最初の年でもあります。 

先だって、CSR（Corporate Social Responsibility

企業の社会的責任）活動の仕事の一環で「国際森林年

記念 グリーンウェイブ 2011～みどりの力～」という

イベントに携わったので、ちょっとした話題としてご

紹介させてください。 

いうまでもなく緊急の課題である地球環境問題です

が、一般の関心が急激に高まったのは 1992 年にリオ・

デ・ジャネイロで開催された「地球サミット」（国連環

境開発会議）が大きなきっかけです。ここで「生物多

様性」といった言葉がお馴染みになります。「アジェン

ダ 21」や「森林原則宣言」が出され、「生物多様性条

約」と「気候変動枠組条約」の署名が開始されました。

これを受けて、“森林の保全と持続可能な経営”を目指

す「国連森林フォーラム」ができて、そこが今年の「国

際森林年」の実施主体になっているという訳です。    

また、昨年 10 月名古屋で行われた「COP10」（第 10

回締約国会議）は、その「生物多様性条約」に基づく

ものです。そこで、2011～20 年を「生物多様性の 10

年」とすることを国連総会へ提案しようと決めて、12

月に国連総会で採択されています。 

前段が長くなりましたが、「国際森林年」の目的につ

いて、国連では「持続可能な森林の管理、保全、およ

び全てのタイプの森林の持続可能な開発に関する意識

を高める」と宣言されていて、森林と人との関わりに

ついて、未来世代のために、保護と利用と開発を考え

ことになっています。 

私が携わったイベントは、親子で楽しみながら森と

みどりの大切さを学んでもらおうという趣旨で、横浜

の「こどもの国」で、記念植樹と清水国明さんの講演、

子ども向けの歌あそびのショー等をやったものですが、

あいにくの大雨（５月29日）で運営は大変でした。そ

れでも、参加してくれた親子には満足度が高かったよ

うです。少しは日本と世界の環境のために、考えても

らうきっかけになればいいなと願っています。 

そして、来年2012年６月には、あれから20年のリオ

で、第３回「地球サミット」が行われるそうです。途

中2002年のヨハネスブルグを経て、再度のリオです。

地球環境を考えていく大きな盛り上がりができていく

ことでしょう。ついでにリオは、2014年のサッカーW

杯もブラジルだし、2016年にはリオでオリンピックと、

注目の続く地となります。 

それにしても、環境関係の仕事はますます増えそう

ですね･･･。 

（筆者は朝日新聞社で社会貢献活動に携わっています） 北京のオリピックスタジアム（筆者撮影） 
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【東京六大学野球 春季早慶戦観戦記】 

高品直之 （政経・応援部卒） 

5月 28日（土）、明治神宮球場で東京六大学野球の

早慶戦を観戦しました。田中伸治スポーツ観戦企画幹

事の号令の下、 10 人近くの W85 メンバーが参加しま

した。ただ、これが、ずっとしとしと雨が降り続きま

して、カッパを着たり、傘をさしての観戦という状況

になりました（私は卒業後もときどき神宮には足を運

んでいるんですが、雨の日にわざわざ来たのは初めて

でした）。 

 なかなか厳しい観戦環境でしたが、それでも優勝まで

マジック 1 に迫る慶応相手に、ポスト・ドラ 1 トリオ

で非常に経験の乏しい投手陣、打率 2 割に満たないで

あろう貧打線を抱え奮闘する早稲田に対し、最後まで

激励の応援を惜しまない私達でした。 

 応援席は、昔から変わらないこと、新しいこと、いろ

いろありました。新しいこと。応援席に外国人学生が

多くなってます。応援部のリーダーについに女子が入

りました（チアリーダーじゃなくて、あの学生服を来

て大声を出している人達をリーダーといいます）。2、

3 年後に彼女が式台に立ち、大きな声で応援指導を行

う姿を楽しみに、見守っていきたいと思います。 

斎藤、福井、大石の抜けた今春の早稲田チームは、

残念ながら 5 位に沈みました。彼らが夏合宿等を通じ

て成長する姿を思い浮かべて、秋も応援していきまし

ょう。 

試合後は、祝勝会の予定を急遽反省会に変更し、と

ことんハイボールを飲みまくった私達でした。 

そして、翌日の試合観戦のために名古屋から来られ、

反省会に参加された鈴木紳互さん、お疲れさまでした。

日曜日はやはり雨で中止でしたね。8月のオール早慶

戦＠名古屋ドームの成功を観戦同志一同、祈っており

ます。皆さんも名古屋へ行きましょう！ 

 

  

 

 

 

 

 

第 13 回オール早慶野球戦実行委員長 

        鈴木紳互 （W85 副会長・一文） 

2011 年 8 月 23 日、いよいよナゴヤドームにて、

第 13回オール早慶野球戦が開催されます。早慶戦

は、大学野球戦の代名詞といっても過言ではなく、

その社会的影響力は、スポーツにおける数ある大学

対抗戦の中でも群を抜いているといわざるを得ま

せん。その観点に鑑みても、13回目となる今回の

オール早慶野球戦は、50年余に及ぶその歴史の中

で、今回は東日本大震災の復興支援という特別な意

味をも持つことになると思われます。尾張名古屋の

地から早慶戦という一大イベントを通じ、伝統ある

早慶戦が今回の震災復興支援の一助になることで、

母校のみならず、少しでも社会の活力を取り戻すこ

とに役立ちたいという思いで、我々早慶戦実行委員

会は今全力で準備を進めています。皆様の絶大なる

ご支援を得て、ナゴヤドーム一杯の夢溢れる早慶戦

を挙行したいと思っておりますので、なにとぞ力強

いご協力を心よりお願い申し上げます。 

開催日     8 月 23 日（火） 

会 場     ナゴヤドーム 

応援合戦    17：00 

開会式     17：40 

プレイボール  18：30 

入場券は｢チケットぴあ｣でお求めいただけます。 

 

詳細は公式サイトでご確認ください。

http://www.soukeisen.com/index.html 

 

6 月 スポーツ観戦企画の報告 

                                                     

 

東京六大学野球　2011年 春季リーグ戦　勝敗表  全日程終了 　5/30 

慶 立 法 明 早 東 試合 勝利 敗戦 引分
勝ち
点

勝率

慶応
義塾

●○○ ○○
●△○

○
○○ ○○ 13 10 2 1 5 0.833

立教 ○●● ○△○ ●○○ ○●○ ○○ 14 9 4 1 4 0.692

法政 ●● ●△● ●○○ ○●○ ○○ 13 6 6 1 3 0.5

明治
○△●

●
○●● ○●● ○○ ○○ 14 7 6 1 2 0.538

早稲田 ●● ●○● ●○● ●● ○△○ 13 4 8 1 1 0.333

東京 ●● ●● ●● ●● ●△● 11 0 10 1 0 0

雨天の観戦を終え、秋季リーグでのワセダの捲土重来を

信じて、新宿「DINING彩」にて杯を交わす W85の面々 
（右から 3人目が筆者） 

http://www.soukeisen.com/index.html
http://www.soukeisen.com/index.html
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いよいよ間近にせまった「夏期親睦企画」。 

今回は、拡大幹事会と同時に、都市防災について体験シミュレーションで学び、 

まぼろしの「魚三酒場」にて、懇親会です。 

夏のひととき、ゆっくり語り合いませんか。 

 

■ 日時：7 月 16 日（土） １３：００ ～ １８：３０（途中からの参加も大歓迎！） 

 

■ 場所：東京臨海広域防災公園「そなエリア東京」（有明）⇒ 魚三酒場（門前仲町） 

  そなエリア東京 http://www.ktr.mlit.go.jp/showa/tokyorinkai/index.htm 

 

■ スケジュールと内容 （①～③のどこからでも参加歓迎です） 

① 13:00～15:00  拡大幹事会（どなたでも参加できます） 

② 15:00～16:00  防災セミナー（施設内見学と防災映像鑑賞） 

            「東京直下型地震を学ぶ ～72 時間どう生きる！～」  

③ 16:30～18:30  懇親会（門前仲町「魚三酒場」にて） 

 

【集合】東京臨海広域防災公園内 本部棟・2 階レクチャールーム（ルーム４） 

※りんかい線 国際展示場駅より徒歩 4 分。ゆりかもめ 有明駅より徒歩 2 分。 

③の懇親会から参加の方は、「魚三酒場」に直接お越しください。 

※東西線「門前仲町」１番出口から歩１分。 魚三酒場03-3641-8071 

 

■ 費用：5,000 円（ 懇親会費用です。拡大幹事会・防災セミナーへの参加は無料です） 

※上記スケジュールを確認ください。 

①②は無料。③は 1 人 5,000 円です。当日現地で集金します。 

交通費は各自ご負担ください。 

 

■ お申込み：1985 年次稲門会ホームページの申し込みフォームでお申込みください。

http://my.formman.com/form/pc/qs6D4ahd4qhI32mS/ 

または info@waseda85.com あてメールをお送りください。（お名前・①～③の

どこから参加かを記入） 

※予約の関係上、7 月 10 日までにお申し込みください。 

 

■ 問合せ：朝田思乃（info@waseda85.com） お問い合わせは、お気軽に！ 

本企画の詳細な案内が「1985年次稲門会ホームページ」および「W85稲門会 MLホームページ」に 

掲載されています。ぜひご覧ください。 

＜1985年次稲門会 HP＞ http://www.waseda85.com/7_kikaku.pdf 

＜W85稲門会ML HP＞   http://www.freeml.com/w85/file/193226 

※W85稲門会 MLの共有ファイルをご覧になるにはログインが必要です。 

W85定例会・夏期親睦企画のお知らせ 

http://www.ktr.mlit.go.jp/showa/tokyorinkai/index.htm
http://www.ktr.mlit.go.jp/showa/tokyorinkai/index.htm
http://www.waseda85.com/
http://my.formman.com/form/pc/qs6D4ahd4qhI32mS/
http://my.formman.com/form/pc/qs6D4ahd4qhI32mS/
mailto:info@waseda85.com?subject=W85夏期親睦会参加申込み
mailto:info@waseda85.com?subject=W85夏期親睦会参加申込み
file:///C:/Users/shu1076/Desktop/w85/通信1-4/1985年次稲門会HP
http://www.waseda85.com/7_kikaku.pdf
file:///C:/Users/shu1076/Desktop/w85/通信1-4/W85稲門会ML%20HP
http://www.freeml.com/w85/file/193226
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≪紙の上のロードショー≫ 

 

 

 Reel＃2「デート＆ナイト」 

「最近おもしろかった映画は？」と訊かれたので、「デー

ト＆ナイト」と答えたら、「トム・クルーズとキャメロン・ディアス

主演の映画ね」と念を押された。おいおい、それは違うだ

ろう。トムとキャメロンの映画は「ナイト＆デイ」。同じアクショ

ンコメディでも「ナイト＆デイ」はアクション、「ナイト＆デイ」

はコメディ、主軸が違う。配給会社は同じ 20 世紀 FOX。

「デート＆ナイト」は、「ナイト＆デイ」に便乗し原題「デート

ナイト」に「＆」をつけ足してできたらしい。生き馬の目を抜

く映画界、ヒットのためにはネーミング工作もお構いなし

か･･･。 

 

さて、前置きはこれくらいにして、ストーリーをご紹介しよ

う。 

フィルとクレアは、ときどき子供をベビーシッターに預け、

デートに出かける仲の良い夫婦であるが、倦怠期を迎えて

いた。 

ある日、友人夫婦の離婚を知りショックを受けた二人は、

かつての恋愛感情を取り戻そうと、都会の人気レストラン

「クロー」でディナーデートを楽しむことにした。郊外の自宅

から１時間かけてマンタッハンの「クロー」に到着したものの、

店は満席状態。席を確保したい一心のふたりは、レストラン

に来ていない予約客トリプルフォーンになりすまし、待望の

席を確保する。 

ところが、このなりすましにより、トリプルフォーンを追う二

人組の男に脅され、追いかけ回され、思いもよらぬ事件に

巻き込まれる。トリプルフォーンはマフィアから USB メモリを

盗んだ男で、二人組の男はマフィアの手下、USB メモリを

取り戻すためにトリプルフォーンを追っていた。夫婦は、二

人組の男から逃れるためにセントラルパークに男達を引き

込み、捨て身の攻防でその場を切り抜ける。 

 夫婦は警察に駆け込むが、署内で二人組の男を目にす

る。彼らが警察官であることを知り、警察すら信用できなく

なった二人は、自分達で USB メモリを見つけ危険から身を

守ろうと決意。レストランに戻り、予約リストからトリプルフォ

ーンの連絡先を突き止める。 

その後、夫婦は、クレアの顧客で警備のエキスパート、

ホルブルックに調査協力を要請。幾多のアクシデントを経

て、事件の真相を突き止めていく。 

 

「デート＆ナイト」には、娯楽映画の醍醐味がある。 

頭をからっぽにしてリラックスして観賞できる。笑いのツボ

が随所にあり、ツボにはまっては笑い転げる。笑い飛ばし

て、後味スッキリである。 

 

夫婦に降りかかったアクシデントは非日常的であるが、

まんざらありえない話でもなく、夫婦に対する親近感の火

付け役になっている。 

また、時折、ぐっとくる会話がある。たとえばこれだ。 

クレア： 

毎日、朝食をつくり、仕事に行き、帰宅して掃除、子供

の送り迎え、夕飯、後片付け、子供をお風呂に入れ着

替えさせる。パジャマを着せるのも大騒動よ。子供のヨダ

レと鼻クソを洗い流した後、最後の力を振り絞ってベッド

にはいるの。燃える余裕なんかない。 

フィル： 

この際、話し合おう。君が大変なのは僕に何もさせない

からだ。 

僕を信用できないから。自分でやらなきゃ気が済まない。

チャンスも与えず怒るなよ。 

任してくれれば必ず力になれるはずだ。ちゃんとやれる

よ。 

 

どうですか。お父さん。こういうふうに答えれば、お母さん

も「ほろり」ですよ。 

ともあれ、この映画は、倦怠期を感じ始めているご夫婦、

カップルに観てほしい。観賞後、いつもと違う場所へ、おめ

かしして、ナイトデートに出かけたくなることだろう。 

（マリリン） 

＜作品ノート＞ 

原題： Date Night 

監督： ショーン・レヴィ 

出演： スティーブ・カレル、ティナ・フェイ 

2010年アメリカ製作 （日本劇場未公開） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マリリンのオススメ 間違いないこの１本 

＜「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 

mailto:info@waseda85.com

