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《 充実した活動と１年の総決算 》
実 に第 ６回 目 となった東 日 本 大 震 災 復 興 支 援 ボランティアは、米 国 在 住 の渡 部 聡 会 員 の参 加
を契機 に、中学 生から市議 会議員 まで総 勢 19 名が参 加 する今までで最 大規 模 の活動となった。
7 月 16 日（土）に開催された夏期親 睦企 画も当 初の「納涼会」から、「防 災セミナー」へと趣を変
えて大 盛 況 。特 に、評 判 の「魚 三 酒 場 」の料 理 はすばらしかったが、盛 り上 がりすぎて食 べきれな
かったのは残念だった。
鈴木 副会 長が、昨年 から準備 を進 めてきた名古 屋 での第 13 回 オール早慶 野球 戦にも、名古
屋 在 住 も含 めて十 数 名 が参 加 し盛 り上 げにひと役 買 うことができ、祝 勝 会 にも参 加 させていただ
き貴重 な経験となった。
早いもので、わが 1985 年次稲門 会も 11 月で創 立１周年を迎えることになる。11 月 19 日（土）
の総会 に向 けて、今 年度１年間の活動 内容 について総決算 を行うと同時 に、10 月 16 日（日）の
稲門祭 で予 定されている「フクちゃん復 活企 画」などで、さらに活動を盛り上げて行きたい。 （KK）

会 告 １－5－2

会 告 １－5－１

2011 年度

W85 年次稲門会
2011 年度 総会・懇親会

稲門祭

＜日 時＞
2011 年 10 月 16 日（日）
＜会 場＞
早稲田キャンパス

＜日 時＞
2011 年 11 月 19 日（土）
14：00～16：00
＜会 場＞
高田馬場 BIGBOX 宴会場「粋なもん」

W85 では屋台を出店し、あの「フクちゃん」の
名物メニューを復活させます。
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オール早慶戦 in ナゴヤ 観戦報告

名古屋で 12 年ぶり

でらうみゃ～酒

第 13 回オール早慶野球戦
お酒も入って、いきなりトップスピードで応援をし
てきました。斉藤祐樹が登板すると皆が思っていた前
回大会には人数では及ばなかったものの、それでもな
んと 15,000 人余りを動員してスタンドは大盛り上が
りの試合になりました。
得点こそ 2 対０でしたから「紺碧の空」を歌う機会
は少なかったけれど、慶應にはそのチャンスすら与え
ぬ見事な投手リレーで完封しました。打つべきところ
でしっかりと適時打が打てて、抑えるべきところで内
野ゴロに仕留める。本当に春季リーグでこういう勝ち
方が出来ていたらなぁ、というのがちょっと悔しかっ
たかな。とにかく、この名古屋で勢いがついたので、
秋は頼んだぞ。慶應の春は楽しかったらしいぞ。

全早稲田 ２－０ 全慶応
8 月 23 日 18：30 ナゴヤドーム
４年に１度のオール早慶野球戦名古屋大会が８月 23 日、ナゴヤ
ドームに 15,000 人の観衆を集めて開催された。早大側の実行委
員長はわが W85 メタ穂会の鈴木紳互副会長。当会から応援チー
ムが乗り込んだ甲斐あって、全早大がみごと完封勝ちを収めた｡

【観戦記】
W85 幹事長 朝田賢治（政経）
歓喜のスタンドで「勝利の拍手」
、そして最後に雄た
けび「オー！」。場内に木霊する「勝ったぞ勝ったぞ、
早稲田ぁ！」
。過去 2 回連続して慶應に敗れていたこの
大会、なんと 12 年間勝利がなかったわけです。こみ上
げるものがあったことでしょう、最前列演台に上がっ
た我らがＷ85 メタ穂会の同期、鈴木紳互実行委員長
（メタ穂会副会長）の眼にはうっすらと涙が･･･。そし
てなんとも言えない安堵の表情。駆け上がる仲間と熱
いハグをして、再び拳を高くナゴヤドームの天井に届
かんばかりに、
「オー！」。
東京から三々五々駆けつけた小寺会長をはじめとす
るメタ穂会メンバーと現地での合流組を含めた十数名
軍団でありますが、17 時からの応援合戦から始まり、
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応援ありがとうございました！

○

第 13 回オール早慶野球戦実行委員長
W85 副会長 鈴木紳互（一文）

今回の企画、おまけが付きました。名古屋キャッス
ルプラザでの野球部、応援部、チア、そして主催者で
ある名古屋稲門クラブと共に祝勝会に参加させていた
だいたのです。鈴木実行委員長の粋な計らい感謝いた
します。私自身、早実の野球部の後輩３人に先輩ヅラ
しまして写真を撮らせていただきました。

８月 23 日に名古屋ドームにて第 13 回オール早慶野
球戦が開かれました。選手の奮闘と 15,000 人以上の観
衆による応援合戦の結果、２対０で早稲田の大勝利と
なりました。メタ穂の皆様、応援ありがとうございま
した。
この早慶戦の開催準備は、ほぼ１年半に及んでいま
す。実行委員会の組織作りに始まり、野球部や大学と
の交渉まで、すべて皆さん仕事がある中でのボランテ
ィアで行いました。４年に１回行われるこの早慶戦、
今回はスター選手がいない中、まして東日本大震災が
起こり、一時はどうなることかという状況に追いこま
れましたが、なんとか無事開催できたのは、実行委員
会の熱い思いと、各方面の皆様の応援がまさに天に届
いたからだと思っています。
また試合後にはメタ穂会の一部幹事の皆様には祝勝
会に出席していただきました。本当にお忙しい中あり
がとうございました。

上の写真、右から３人めが川西君(４年）
、その左が佐々
木君(３年)、続いて大野君(２年)。なんともキリッとし
た表情です。こんなにＯＢが喜んでくれているので逆
に嬉しいと、泣けることを語ってくれました。
校歌を歌っ
て散会後、講
演活動などで
徹夜続きの小
寺会長をベッ
ドに誘い（編集
注：小寺会長を
休ませ、の意味
と信じます）、

エネルギーの発散が不十分な小生含む数名は、夜のナ
ゴヤに繰り出したのであります。

写真奥中央で挨拶しているのが鈴木実行委員長（と思われ）

「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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7 月の拡大幹事会・防災セミナー & 懇親会 報告

【Ｗ８５定例会（夏期親睦企画）のご報告】
夏期企画幹事 朝田思乃（教育）
去る７月 16 日（土）、東京の湾岸地区に総勢 35 名
の参加者を得て、夏期企画が催されました。
まず有明の防災施設において拡大幹事会を開催、お
よび防災セミナーに参加。その後、門前仲町に会場を
移し、懇親会を賑々しく執り行いました。

昼下がり…眠気も吹き飛ぶ熱いディスカッション

幹事会に続いて行われた防災セミナーの部では、映
像ホールで特別映像「東京マグニチュード 8.0～東京
直下 72ｈ～」を鑑賞。
さらに、首都直下地震の発災から避難までの一連

＜第１部＞
東京・有明「そなエリア東京」に 13 時集合。
気温は 30 度を上回り、もう盛夏の日差しでしたが、
節電酷暑をしのいだ今振り返ってみれば、この日はま
だ涼しいといえるほどなのでした。

の流れを、ニンテンドーＤＳを使ったクイズに答え
ながらシミュレーションし、地震発生後の 72 時間
を生き抜く知恵を学ぶ「東京直下 72h TOUR（ツア
ー）
」で、防災知識を学習しました。冬の東京直下型
地震を再現した施設（映画のセットみたいな感じ）に
しばし茫然。その中をオリエンテーリングふうに進ん
で行きます。日頃の備えと冷静な行動の大切さを実感
したひとときです。

「そなエリア」は東京臨海広域防災公園にある、国
土交通省管理の防災体験学習施設。いざという時には
災害現地対策本部が置かれるヘッドクオーターやベー
スキャンプとして機能するそうですが、普段はここで
首都直下型震災を想定したシミュレーションが体験で
きます。
本部棟２階のレクチャールームにて開かれた拡大幹
事会（幹事以外の会員も参加）では、震災ボランティ
アやホームページリニューアルについての報告がなさ
れ、校友会（稲門祭）イベント出店、秋の総会の実施
企画などが話し合われました。

上：説明に熱心に聞き
入る参加者

左：「東京直下 72h ツ
アー」（イメージ。そな
エリアのサイトから）
拡大幹事会のようす
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（第２話）
＜第２部＞
その後、下町のたたずまいが残る門前仲町に移動し、
幻の层酒屋「魚三酒場」で、巨大な徳利と巨大な刺盛
りに囲まれ、賑やかに懇親会。楽しく夏の午後が過ぎ
ていきました。

在北京 小谷清（法）
中国では経済発展に伴って物価の上昇が続いており、
マンションやブランド品などは日本並み若しくはそれ
以上の値段だったりするが、庶民の生活に必要な物、
サービスについてはおおむね日本の３分の１から５分
の１ぐらいの感覚だ。例えば、サラリーマンの一般的
な昼飯は日本円で 200 円程度、タクシーの初乗り 150
円。交通渋滞軽減のためと思われるが公共交通機関は
特に安く設定されており、北京の地下鉄はどこまで乗
っても 27 円、バスはさらに安く、北京の街なかであれ
ばなんと５円でどこでも行けてしまう。というわけで、
北京に住み始めてからすっかりバス愛用者となってし
まった僕が感じた北京のバスの不思議について。
①時刻表がない
北京のバス停には、路線番号、各路線の経路、始発・
最終の時間が書いてあるのみで時刻表が存在しない。
日本では路線によって運行間隔にかなり差があるが、
僕の経験では北京のバスはどの路線もほぼ５分間隔ぐ
らいで走っているようだ。確かに幹線道路はいつも渋
滞しているので、あてにならない時刻表を掲示して乗
客をイライラさせるより、はなから時刻表なしでやる
方が現実的かもしれない。22 時終バスのはずの路線が
23 時頃になっても平気で走っていたりするので、バス
停に書かれている内容も実はあてにならない。
②車掌の役割は？
北京では車掌がいるバスといないバスとが混在して
いる。料金はＩＣカードで払う人が大半だし、車掌が
いないバスでは乗車口の料金箱に小銭を投げ込めばい
いので、料金回収という観点からは車掌の必要性は感
じられない。それ以外では、次のバス停を伝えたり、
道をあけて欲しいときに窓から赤い旗を出したりして
いるが、次のバス停は録音によるアナウンスと電光掲
示があるし、窓から出す赤旗もマナーの悪い北京のド
ライバーに効果があるとは思えないので、この点から
も車掌が必要とは思えない。公務員の雇用維持のため
に車掌を存続させて
いるのではという気
もするが、ある時お
年寄りが乗ってきた
のを見て、優先席で
层眠りしていた若者
をたたき起こして席
を譲らせていたのを
目撃して、車掌さん
偉いと思いました。

これがウワサの
魚三刺し盛り

陽も高いうちから大宴会・・・怪しいヒトたちです

今回も、数名の新たな会員に参加いただきましたが、
同窓の妙、初めて会ったとは思えない盛り上がりでし
た。
まだ参加したことがない、という方でも大丈夫！
次回はぜひ、お気軽に顔を出してくださいね。

北京のバス停(写真筆者)
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震災復興支援ボランティア活動報告（３）
瓦
ボランテ
礫
ィア後も沿
の
撤
岸域を南下
去
作
し、気仙沼、
業
南三陸など
被害が大き
かった地域
では下車し
て様子を見
ながら、石巻へと向かう。時間の関係で、昼食も気仙沼
で手配してあった弁当を受け取り、移動しながらとった
が、思いの外おいしくて評判が良かった。被災地支援の
意味も込めて２食とも現地の業者に依頼したが、復興の
活気が感じられるような弁当だった。
石巻では、事前にお願いしていた斉藤さんのご案内
で、大川小学校跡、石巻市湊中学校、石ノ森漫画館を
訪問。大川小学校跡には仮設の祭壇があり、花、水など
が祀られていた。また、複数の重機や数十人の警官が未
だ行方不明者を捜索している痛ましい様子があった。

W85 会長 小寺浩二（理工）
W85 では継続して震災復興支援を行っており、本通信
でも繰り返し報告してきたが、その報告が反響を呼んで、
今回は今までにない規模での活動となった。
紙面の都合で詳細は別の報告に譲るが、W85 会員であ
るアメリカ在住の渡部聡氏が、アメリカの人達の手でお
られた千羽鶴を被災地に送りたいという希望を W85 宛
に伝えられたことに端を発し、０泊２日の強行軍ながら、
総勢 19 名での第６回支援ボランティア活動を行った。
１．日程・行程概略
７月 2 日（土）午後８時に調布市役所を出発し、三
鷹駅（JR）
、大泉学園駅（西武池袋線）を経て、外環道・
東北道経由で被災地へ。調布市の支援を受けたこともあ
り、同市の被災地支援ボランティアの拠点となっている
遠野市に向けてロバスを走らせたが、
運転手が一人だっ
たこともあり、到着したのは午前４時をまわっていた。
わずかな仮眠
バ
ス
の後、６時には
を
降
手配の弁当が届
り
き、朝食を取り
て
写
ながら、被災地
真
を
である沿岸域へ
と
る
と移動。釜石・
参
加
大船渡を経て陸
者
前高田市へと向
かう。所どころでバスを止め、被災の様子を見学したが、
初めての参加者が多かったため、繰り返し驚きの声が挙
がっていた。
最も被害が大きかった陸前高田市では、連絡していた
ボランティア拠点に行き、事前の説明を受けた上で、被
災現場に向かい、瓦礫の撤去作業。大きなものは除去
された後で、小さなゴミの収集が中心だったが、生活の
面影のあ
ボ
ラ
る様々な
ン
テ
物品が散
ィ
ア
乱してい
の
前
て、津波被
に
説
害の悲惨
明
を
さを実感
受
すること
け
る
となった。
ほんのわ
ずかな時間のボランティア活動だったが、参加者のほと
んどから「来てよかった」
、
「しっかり時間をとってま
た来たい」という発言が続いた。

奥
に
見
え
る
の
は
北
上
川

大
川
小
学
校
の
被
災
跡
。

その後向かった石巻市立湊中学校へは、被災地を迂
回しなければならないことから思いの外時間がかかっ
たが、中学校周辺は、インターネットなどで公表されて
いる被災直後の様子と比べると、整然と片づけが進んで
いた。しかし驚いたのは大量の「ハエ」で、バスの窓
ガラスにびっ
湊
中
しり張り付き、
学
校
中へも入って
長
に
追い出すのに
千
苦労した。ここ
羽
鶴
では、渡部氏が、
を
手
アメリカから
渡
す
持参した千羽
渡
部
鶴を校長先生
聡
氏
に手渡した。
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校長先生自身は、震災後赴任された方だったが、被災後
の復興の苦労や、未だ他の中学校に分散して勉学を続け
ている生徒の様子など貴重なお話を伺うことができた。
次に訪問したのは、石ノ森漫画館。石ノ森章太郎氏
ゆかりの様々な資料などが展示され、漫画文化の発信や
交流拠点として約 10 年前に建設されたものだが、１階
のエントランスや展示物を中心に大きな被害を受けて
いた。昨年の「朝のテレビ小説」で評判となった「ゲゲ
ゲの女房」や市民である水木しげるとの関係から漫画
を通じての町づくりに力を入れている調布市の市議が
参加されたことが縁で訪問が実現し、同じく、渡部氏か
ら千羽鶴が送られた。
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【アメリカから被災地に千羽鶴】続報

前掲の小寺会長のレポートにもある通り、前号の W85
＜メタ穂会＞通信（Vol.1-4）でお伝えした渡部聡さん
の取り組み（「アメリカから被災地に千羽鶴」）が、
７/４付の朝日新聞朝刊・国際面に「千羽鶴、米国の心
込め石巻へ」という見出しで報道されました。
渡部さんは米国ノースカロライナ州シャーロット在
住。未曾有の災害に心を痛めているアメリカ人の気持
ちを伝えようと、勤務先や市民に呼びかけて千羽鶴を
募りました。６月下旪に出張で帰国したのを機に小寺
会長主催のボランティア・ツアーに参加、全米から送
られてきた千羽鶴を、渡部さん自身の手で被災地へ届
けたものです。
記事には、渡部さんの紹介はもちろんのこと、この
ボランティア・ツアーを企画した小寺浩二 W85 会長の
名前も登場しております。
なお、渡部さんたちに同行し、本記事を執筆された
朝日新聞社の木之本敬介さんも W85 です。
この記事は朝日新聞のサイトにも掲載されています。
こちらには写真も掲載されていますので、ぜひご一覧
ください。（記事の文面は本紙とは異なります）
http://www.asahi.com/national/update/0703/TKY201
107030257.html

石エ
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、
１
階
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石
ノ
森
漫
画
館
の
館
長
と
参
加
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２．参加者・協力など
アメリカからわざわざ渡部氏が戻られたことから、ゼ
ミ同期の５名（１名は新聞社勤務）を含め 1985 年次稲
門会からは、今までで最大の８名が参加した。さらに副
会長三浦氏の友人３名、会長小寺が大学教員で小学校の
PTA 会長をしている縁から、大学生３名と調布市議４名
が参加、さらに長女の中学生も参加した年齢立場も幅の
ある総勢１９であった。
小林市之調布市議会議員を中心としたご尽力で、調
布市からは、毛布・飲料水・非常食の援助をいただき、
忙しい中同行していただいた木之本敬介会員は、早速
翌日の朝日新聞に記事を掲載してくださった。
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フクちゃん復活！プロジェクト 特別料理教室リポート ①
幹事 宮田昌尚（政経）
真夏の割には過ごしやすい曇天の７月31日(日)午後3
時、W85のメンバー10名とご家族２名の合計12名が埼玉
県の戸田漕艇場にある早大漕艇部合宿所に集まった。10
月16日の稲門祭にW85特別企画「フクちゃん復活！幻の
チョコとん！チーメン！」の出店を実現させるための料
理教室だ。伝説のメニューに加えてW85 特製コロッケを
開発しようと、様々な具材を持ち込んでの試作と試食。
調理されるのを今や遅しと待つ食材たち。・・・キャラメルにマシュマロ？
そして意見集約は二次会居酒屋会場まで続き、だいたい
明太子マヨネーズ、アボガド、牛乳、カレー粉、カレー
の方向性を協議することができた。
ルー、ケチャップ、山芋、蓮根）。小寺会長が15食材で
事前試作してくれた力作レポートをもとに、細村さんや
2004年2月に閉店した早大西門通りの名店「フクちゃ
岩佐さんの提案を加えた準備だ。
ん」のご主人、金刺正巳さん(71歳)はボート部（＝漕艇
いよいよ料理。生地をこねてだいたいの大きさに分け、
部）合宿所の寮長となり、部員たちの食事の面倒を見て
小判型に整えてみる。１個あたりこれくらいの分量と見
いる。自らこの企画を発案した小寺会長は、学生時代、
当がついたら、順番に、各具材を切ったり混ぜたり。小
それに今もＯＢとして理工学部ボート部に情熱を傾け
麦粉を使いながら形を整え、卵につけて、パン粉をまぶ
てきた人である。そのご縁もあって、金刺さんに「フク
して、揚げるのを待つ。こ
ちゃん復活」企画の承諾とご協力を取り付けてくれた。
の間、あの「チョコとん」
そこで今回、金刺さんの厨房に集結しての“料理教室”
と「チーメン」を金刺さん
となった。
が揚げてくれた。ホンモノ
目標の稲門祭では、フクちゃん名物の「チョコとん」
は素晴らしい。これをどう
「チーメン」を復活させて話題をさらうとともに、85年
やって当日おいしくお客
次稲門会の存在をアピールしなければならない。そのた
さんに食べてもらうのか、
めにW85オリジナルメニューでアピールしたい。ユニー
現地で揚げるのは危ない
クなW85特製コロッケを作ろうじゃないかというのがこ
と思われるので、事前に仕
の集まりの第一目的だ。また、稲門祭当日はいつどこで
込んで揚げたものを運ん
調理したものをどう運ぶか、現地で揚げられるのか？と
で、現地ではレンジでチン
いった検討課題もある。
して2つに切って出しては
どうか？ 本家の「チョコ
上：金刺さん 下：チーメン
とん」はロース肉でやや大きいが、小ぶりなヒレ肉を使
った方がいいだろう、といったアドバイスもいただいた。
180度の油で約3分。いい色になったコロッケが浮いて
くるのをサッとすくって次々にできあがっていく。試作
品がテーブルに並んで試食していく。１種類を２個ずつ
揚げているので一口サイズに切り分けて、味や話題性や
早大漕艇部合宿所にて金刺さん（左の白いシャツの方）の話を伺う
ストーリー性など
トレーニングに励む現役部員たちに「こんにちは」と
総合的に評点を付
声を掛けられながら合宿所の食堂に入ると、「フクちゃ
けた。全員で点数
んのオジサン」金刺さんが柔和な笑顔で迎えてくれた。
をつけ合計点を比
当時の様子などを懐かしく聞いた後、早速、持参した食
較したが、ただ、
材をテーブルに広げる。
どうしても点数は
持ち寄ったのは、ジャガイモ、挽肉、玉ねぎを事前に
その時の味に大き
混ぜた生地（小寺会長ありがとう）と小麦粉、パン粉、
く影響される。ど
卵。さらに、プラスアルファするための14の食材（辛子、
れをW85オリジナ
わさび、マシュマロ、小倉羊羹、森永キャラメル、梅干、
細村さんを手本に、慣れぬ手つきで食材を捏ねるメタ穂連
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ルコロッケとするか、点数だけでは難しいところもある。
試作メニューをまとめると
★蓮根と辛子
★アボガド微塵切りとわさび
★山芋とわさび ★アボガドスライスとわさび
★キャラメル
★カレー（牛乳、ケチャップ隠し味）
★マシュマロ
★梅干
★明太子マヨネーズ
事前の小寺レポートで最も評価の高かったキャラメル
を凌いで、高得点を得たのは梅干、次いでカレー。なぜ
85年次稲門会は｢梅コロッケ｣なのか…？ それに小さく
切ったもので試食した場合、そこにキャラメルが入って
いたか、マシュマロが溶け込んでいたかということが大
きく影響するし、生地の味付けとの相性で評価が変わる。

VOL1-5

2011.9.30

今回は話題性から考えて3種を同数準備するというこ
とでいいか？ 値段は各200円？300円？ それに店舗装
飾や宣伝方法も考えたい。ユニホームは作りたい、ホ
ームカミングデーの式典前後にチラシを配ろうか、フ
クちゃんゆかりのあの著名人に来てもらえないか――
など。
日曜の夜も更けていき、10月16日といえば時間があ
るようであまりない、とにかく模擬店の場所を確保し
て、岩佐委員長を中心につめていきましょうというこ
とでこの日は解散となった。【→岩佐さんが翌日すぐ
に稲門祭事務局に確認して、11号館前を確保した】。
期せずして、気持ちの良い環境で厳しい訓練を積ん
でいるボート部に深く触れることができ、また小寺会
長の理工ボート部時代の、本部ボート部に対抗してス
トイックな学生生活を送っていた話までじっくり聞く
ことができて、予想以上に収穫の多い一日であった。

試食＆検討会

では、皆で実際に手応えをつかんだことだし、総合的
な判断をしよう、と駅前の店に場所を移した。悩ましい
問題を結構楽しみながら協議した結果、「もう少し模索
していきましょう」というものが多いながら、次の方向
性を確認した。
◇本プロジェクトの実行委員長は岩佐浩光さんにお願
いする。もちろんみんなで協力する。
◇メニューは、「チョコとん」「チーメン」それにキャ
ラメルコロッケ「キャラコロ」にしたい。――「チョ
コとん」はずっと明治の板チョコを使っているので、
こっちは森永キャラメル！味付けやキャラメルの切
り方と混ぜ方を工夫したら上手くいくだろう――
◇調理場所などについては、戸田から運ぶことは
可能かもしれないが、ご迷惑を掛けないように
もう少し検討する。調理済みで揚げたものを現
地に持ち込んで温めて出すということになる
だろうが、数多くさばくことも考慮して、レン
ジがいいのか、あるいはコンビニで使っている
ような揚げものを温める機材が使えないか、
等々調べる必要がある。
◇商品として出すときに二つに切って出すかど
うか。切り口を見せる写真を掲示しておいて切
らずに出した方がスムーズではないか。
◇マーケティング面のポイントもいくつか。「フクちゃ
ん」では当時「チーメン」が注文の7割方だったそうだ。
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今回の参加メンバー
右から細村氏、吉田氏、藤井氏、岩佐氏、上坂氏、エンジのエプ
ロンの金刺さん、三浦氏、小寺氏、武藤氏、朝田氏、武藤氏の奥
さんとお嬢さん 撮影＝宮田

早大漕艇部
合宿所
創部百周年の 2002 年に
建て替えられました

圧倒される
充実の艇庫

宿舎裏はすぐ
五輪ボートコース

W85＜メタ穂会＞通信

＜各種企画・行事 話題＞
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フクちゃん復活！プロジェクト 特別料理教室リポート ②
秘伝！フクちゃんのチーメンの作り方

チョコとん は、

幹事 上坂真人（商）

①ロース１切れに明治の板チョコ３かけ分を押し付
けるように乗せ、
②さきほどの小麦粉を卵と水に溶いたもの（これも適
量）に入れ、
③パン粉を付けて、
④チョコを上にして揚げる。
チョコが落ちないように揚げるのが難しい。
チョコはいろいろ試したが明治の板チョコが一番肉
と相性がいいとのこと。甘くならず、肉ともケンカせ
ず。

チョコとん(かつ)、チー(ズ)メン(チ)で有名だった
早大西門商店街の変わりトンカツの店「フクちゃん」。
学生時代、私はさすがにチョコとんをオーダーできず、
チーとんを食べた屁タレです。惜しまれつつ平成 14 年
に閉店し、フクちゃんのおじさんこと金刺さんは現在、
早稲田大学漕艇部(ボート部)の戸田の寮監をされてい
ます。われら W85 はその幻の味を稲門祭にて復活させ
ようと、戸田へ取材に行ってきました。
まずは

チーメン（５キロ！）のレシピから。

金刺さんは実際に揚げてくれたチーメン、チョコと
んをみなで試食できました。人数が多いので小さく切
り分けましたが、私が食べたチョコとんにはチョコが
乗っていない！またしてもチョコとんを食えず。しか
しチョコメンチは食べましたよ。あれはおやつですな。
納豆メンチは旨かった。こっちは层酒屋料理ですね。

＜材料＞
・ひき肉（合挽き） ３キロ
・タマネギ 1.2キロ
（フードカッターでみじん切り、炒めません）
・卵 ８～12個
・ニンジン 適量
・ピーマン 適量
・粗いパン粉 適量
・粉ミルク
・調味料（塩、コショウ、中濃ソース）
・とろけるチーズ 適量
・小麦粉
・パン粉
・揚げ油（サラダ油、大豆油、ゴマ油）

フクちゃんのレシピは非常に職人技というか勘と
いうか適当というか暗黙知の部分が多く、秘伝の味の
大部分がまだまだ謎ですぞ。
素人が完全復活させるのは難しいと思いました。

①赤字の材料を塩、コショウ、粉ミルク、中濃ソースで
こねて混ぜる。
ニンジン、ピーマンは入れたり入れなかったり。
新タマネギを使って水っぽいときは卵の量で調整す
る。粉ミルクを使うのはミルクを使うとべちゃべちゃ
するから。調味料はその店独自の隠し味で、フクちゃ
んは中濃ソースを使った。それらを適当に固める…Ａ。
②Ａに業務用のとろけるチーズ（適量）を挟み込む…Ｂ。
③Ｂを、小麦粉を卵と水で溶いたもの（これも適量）に
入れ、適量にパン粉をまぶす。
④サラダ油、大豆油にちょっと風味付けのごま油を混ぜ
た油を170度に温め、３分ほど揚げると小麦色に色づ
いて浮き、なぜかゆっくり回ってくる。これでで
きあがり。
わりと男の料理っぽく具材の量は適当なのでした。
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≪紙の上のロードショー≫
る警察車両、急斜面から転がりおちる警察官の姿が、
コミカルで笑いを誘う。
その後も、子供のギャングごっこのような素人っぽ
い強盗ぶりとプロ顔負けの華麗な逃走は続き、マスコ
ミ報道により、国民の関心と年金生活者の共感、支持
を集めることとなる。
老夫婦を追跡する女刑事アギも老夫婦から影響を受
けた一人。アギは追跡中に負傷し老夫婦の人質になる
が、老夫婦との接触の中で、人生にとって何が大切な
のか、愛情とは何なのかに気づき、恋人とよりを戻す
ことになる。

マリリンのオススメ 間違いないこの１本
Reel＃3「人生に乾杯！」
WHO「世界保健統計 2011」によると、日本人の平均
寿命は 83 歳、193 ヵ国中１位である。日本が世界一の
長寿国になったことはうれしいニュースであるが、寿
命が伸びれば伸びるほど、老後の生活も長くなる。相
次ぐ自然災害、先行き不透明な政治経済、社会保障制
度持続に対する不安も募る一方。定年後、あてにして
いた年金が支給されない、生活は困窮、体調は悪くな
るばかり、頼れる身内はいない･･･。もし、自分がそう
いう状況に置かれたとしたら、どう生き抜いていった
らよいのであろうか。
今回は、そんなことを考えていた矢先に出会ったハ
ンガリー映画「人生に乾杯！」をご紹介する。

さて、逃走劇の結末はどうなるのであろうか。それ
はここでは秘密にしておこう。結末を解釈するにはち
ょっとした洞察力が必要であるが、結末を推理しなが
ら観ることもこの映画の見どころである。

ハンガリーは、ベルリンの壁が崩壊し、社会主義か
ら自由主義に変わった国、急激な経済成長による物価
高騰で、年金生活者は、最低限度の生活も維持できな
いといった社会問題を抱えていた。
「人生に乾杯！」は、
そんな時代背景下、年金生活者の 81 歳のおじいさんエ
ミルと 70 歳のおばあさんヘディが、強盗事件を起こし
てしまうというアンビリーバブルストーリーである。
エミルは労働者階級出身で、1950 年代に、令嬢ヘデ
ィと恋に落ち結婚した。その後、数十年の歳月を経て
老夫婦となった二人を待ち受けていたのは、持病を抱
えての貧しい年金暮らしだった。二人は、少ない年金
から家賃を支払うこともできず、家賃の取りたてには
层留守を使っていたが、ある日、借金とりに詰め寄ら
れ、ヘディの宝物、ダイヤのイヤリングを借金のカタ
に渡してしまう。
ダイヤのイヤリングは、二人の出会いのきっかけに
なった想い出の品でもある。ショックを受けたエミル
は、隠し持っていた拳銃トカレフを片手に、ソ連製の
愛車チャイカで郵便局に向かい、強盗を働いてしまう。
優しい口調で局員に指示し、お金を詰め込んだレジ袋
を受け取ると、
「ご協力ありがとう。よい一日を」と言
って立ち去る、一風変わった紳士的な強盗である。
最初は夫を追跡する警察に協力的であったヘディも、
夫と再会するや否や、警察を尻目に、夫と逃走するこ
とに･･･。
警官たちを翻弄する老夫婦の逃走劇は痛快である。
若い頃、共産党要人の運転手だったエミルは、土地勘
と見事なギアさばきで、警察の追跡を振り切り、煙に
巻いていく。砂利だらけの急斜面をものともせずに登
っていくチャイカに追いつけず、置いてきぼりにされ
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映画の舞台ハンガリーの首都はブタペスト、ドナウ
川を挟んで丘陵地域のブダ、平地のペストにわかれて
いる。1300 もの温泉がある国で、エミルは、ヘディの
70 歳の誕生日のお祝いに、温泉リゾートホテルの一夜
をプレゼントしている。
ハンガリー料理に欠かせないのがパプリカ。ワイン
はトカイ地方の貴腐ワイン、
「エゲルの牝牛の血」とい
われる赤ワイン「ピカヴェール」が有名である。
さくらんぼ、プラム、あんずから作る蒸留酒「パーリ
ンカ」も名物である。
本作は第 38 回ハンガリー映画週間で観客賞・部門賞
を受賞。おじいさんとおばさんの自然な演技が新鮮で
ストーリーも斬新、余韻が残る映画であった。
（マリリン）
＜作品ノート＞
原題： Konyec
監督： ガーボル・ロホニ
出演： エミル・ケレシュ、テリ・フェルディ
2007 年ハンガリー製作

W85＜メタ穂会＞通信

＜企画・行事の案内・告知＞
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｢あいつ､どうしてるかな…｣ きっとあいつも同じことを思ってる

1985年次稲門会（W85メタ穂会）

2011 年度

総会および懇親会

１１月１９日（土）
14：00～16：00 （受付開始13:30）
高田馬場 ＢＩＧＢＯＸ 9階 宴会場「粋なもん」 ☎03(5272)1170
懇親会ではご飲食や楽しいアトラクションを用意しています。

＜会 費＞

事前振込 ６千円

当日 ７千円

同伴者１人につき ３千円(事前･当日共) 小学生以下は無料
振込先：みずほ銀行 早稲田支店 (普)2257954 口座 1985年次稲門会(1985ネンジトウモンカイ)
＜出欠連絡＞ W85年次稲門会ホームページのフォームからご登録ください。
http://www.waseda85.com/
詳しくは上記ホームページや本会からのメールでご案内いたします。
お問合せ、ご要望等は右記メールアドレスへ。 info@waseda85.com

稲門祭で幻のチョコとんがよみがえる！
W85 特別企画「フクちゃん復活！幻のチョコとん！チーメン！」プロジェクト
W85 メタ穂会は今年の稲門祭に参加し、「チョコとん」（チョコレートとんかつ）の屋台を出しますぞ！
西門通りの名物店だった「フクちゃん」の看板メニュー、あのユニークな味が今ふたたび！！
「校友会 NEXT125

変革のキックオフ」

2011 年度 稲門祭
10 月 16 日(日) 会場：早稲田キャンパス
W85 の屋台は 11 号館前です
W85 のオリジナルメニューも販売します。本通信の 8～10 ページに、フクちゃん復活に向け奮闘する
会員たちの努力の記録が掲載されています。ぜひご一読ください。
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