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《 W85の今後の活動と震災後１年を迎えての復興への課題 》 

W85 の２年目の活動も、１月 15 日に開催されたボウリング大会と新年会で順調に滑り出した。  

2 月 23 日（木）には、1984 年次稲門会の先輩方との連携がきっかけになった共催講演会も催され、

昨年、震災のために流れた吉野梅郷散策企画も、３月 17 日（土）に実施される予定である。 

昨年１年間の活動を踏まえた計画的な活動が順調に進められており、喜ばしい限りだが、参加者数

や顔ぶれを見ると、ほぼ固定された会員の活動になりつつあるともいえ、改めて約 9000 人の同期に呼

びかける何らかの活動が求められているのかも知れない。  

さて、未曾有の東日本大震災から、はや丸１年が経過しようとしており、ある程度復興は進みつつあ

るものの、いくつもの課題が明らかになりつつある。一つは、行政の連携が不十分なことによる復興プラ

ン策定の遅れであり、もう一つは、実際の図面を書くためにも必要な、瓦礫の最終処理の問題である。  

特に、原発被災をきっかけにした過剰な放射能に対する恐れから、ほぼ汚染のない地域の瓦礫すら

引き取り処理する自治体が見つからない状況にあって、政府以外の何らかの働きかけの必要性を強く

感ぜずにはいられない。 

いずれにしても簡単な問題ではないが、社会の中枢で活躍する世代の連携で、これら難問にトライし

ていくのも、我らが W85 の活動ととらえることはできないものだろうか。            （会長  小寺） 

 

  

会 告 2－２－１ 

拡大幹事会 ならびに 梅園散策 

＜日 時＞ 2012年 3 月 17日（土） 11～17時頃 

＜場 所＞ 東京・青梅市 吉野梅郷「梅の公園」など 

昨年、大震災で中止となった企画を、あらためて実施いたします。 

2 万 5千本にも及ぶ梅が咲き誇る名高い青梅の里で、心を休めてみませんか。 

拡大幹事会には会員であればどなたでも参加していただけます。 

詳しくは本通信最終ページの案内や W85 稲門会の webサイトをご覧ください。 

※参加には webサイトからのお申し込みが必要です。 

新
年
会
で
の
記
念
撮
影 
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大会実行委員 幹事長・朝田賢治（教育） 

１月 15（日）に開催されたメタ穂会ボウリング大会であり

ますが、“兎に角やってみることから”という辻村副幹事長

の強い意志のもと決行いたしました。 

折りしも、会場となった東京ドームでは「日本の祭り・故

郷の味」と題した人気イベントの最終日であったうえ、競馬

開催日も重なり、人の多かったこと。会場手配、当日の会

計、賞品等の提供など、新幹事の筆谷敏正君（一文）にお

かれましては大活躍でありました。 

個人的に感想を申しますが、W85 世代はボウリングブー

ムが小学校低学年の頃でありまして、本当にお世話になっ

た娯楽でした。当時、門前仲町にメイツレーン永代というボ

ウリング場があって、お年玉をつぎ込んだ記憶があります。

ボウリングブームのピークは、そこに中山律子、須田佳代

子、並木恵美子、野村美枝子が終結し女の戦いが繰り広

げられた時でした。さわやか律子さんは公式戦で 300 点を

出すなど、すでに神のような存在でしたが、好きだったの

はサウスポーの野村選手でした。大好きでした･･･。 

大いに話がそれてしまいました。優勝した石塚一博君

（社学・２ゲーム計 283 ﾋﾟﾝ）には大変申し訳ないのですが、

W85大会は非常に低レベル（笑）な争いとなりました。40年

前から進歩無しと、ほぼ全員が思ったに違いない。ですが、

とても楽しいゲームでありました。皆さん是非来年第２回が

開催されることがありましたら、今回の自己スコアーは更新

しましょう。名誉のためにスコアーは発表を控えますが、

BM 賞となったフェンシング部の黒田泰規君（商）には期待

するところ大であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【優勝の弁】 

石塚一博（社学） 

名誉あるW85ボーリング大会の初代優勝者になれて、と

ても嬉しい気持ちで一杯です。団体戦でも優勝でき、同じ

レーンの方々に恵まれ楽しくプレーできました、有難うござ

いました。 

小寺会長の開会挨拶で怪我のないように、と言われた

そばから、第 1 投目で転んでしまい、暫く膝が痛く、どうな

る事かと思いましたが、無事に終わって何よりでした。もう

若くはないので、皆さんも気を付けましょう。 

 

「1985年次稲門会」 2012 年 新年会 報告 

第１回 W85 ボウリング大会開催される 
レベルの低い戦いに！ 



W85＜メタ穂会＞通信    ＜企画・行事報告 コラム＞    VOL.2-2   2012.3.3 

3 
 

 

 

 

幹事長・朝田賢治（教育） 

ボウリング大会開催後の午後１時より、会場を西神

田の「ディナギャン」に変えて、初の試みとなりまし

たが、新年会と役員会を合体させてお酒をいただきな

がらの開催となりました。 

報告事項としては年末にリニューアルしたホームペ

ージを投影しての紹介など、協議事項としましては昨

年震災にて流れてしまった「３月青梅観梅企画」につ

いての実施予定など、滞りなく進行し、無事メタ穂会

新年第 1 回会議は終了しました。 

2012 年メタ穂通信第１号も、何とか年６回発刊の規

定にのっとり発送を済ませたところで、徐々にではあ

りますが執筆いただく方も増えてきています。 

更に活動を重ねるごとに新しい仲間を招き、隔月の

行事とともに充実を図っていきます。 

会員の皆さんの積極的な参加をお待ちしております。 

 

＜第４話＞ 

在北京 小谷清（法） 

 

天安門、故宮、万里の長城など北京には観光スポットが

たくさんあるが、隠れた必見スポットは軍事博物館である。

展示の中心は戦車や戦闘機、ミサイルなど近現代の戦争

で使われた兵器だが、その中でも日本の侵略戦争にスポ

ットが当てられており、２階のかなりの部分が「抗日記念館」

という独立したコーナーになっている。学校での教育も含

め、このような形で戦争を知らない世代に反日DNAを植え

付けようとするやり方には正直なところ違和感を覚えるが、

日本が中国に侵略し多くの人の命を奪ったという事実につ

いては我々も厳粛に受け止めるべきであろう。 

話は尐しそれるが、僕がこちらで買ったスマホにも反日

DNA が埋め込まれているようで、「抗」と入力すると「日」が、

「靖」と入力すると「国神社」が続く入力の候補として表示さ

れます^_^； 

抗日記念館の展示は、最後は人民解放軍が日本を撃

退しめでたしめでたしという構成になっているが、日本軍が

中国の人民を虐殺する様子が生々しく再現されたりしてお

り、日本人としては心の痛みを感じざるを得ない。また、屋

外には日本軍から奪った高射砲や戦闘機などが並べられ

ており、これはこれで日本人としては複雑な気持ちである。 

 

僕が接する機会がある中国人は日系企業のスタッフや

日本人相手の商売をする人が大半であるため、これまで

日本人に対する敵意を肌で感じたことはないが、電車の中

で同僚と日本語で話していたら突然からまれたという話も

聞いたことがあり、日本に対する反感というのはかなり根強

いものがあると考えるべきであろう。一方、日本の文化や芸

能にあこがれる親日派も多く、同じ人の中に反日と親日が

同居している場合もままあるようだ。 

なお、北京郊外の盧溝橋には抗日戦争記念館という独

立した建物があり、展示内容は軍事博物館の抗日記念館

と同様で、同じ趣旨で作られた施設のはずなのだが、なぜ

かトイレの設備が日本製で、「ありゃりゃ」という感じでした。 

（編集注：写真の九九高練は、wikipedia によると、現存する機体

はタイ王立空軍博物館にある 1 機のみ、ということになっている。

これが本物ならちょっとした発見かも知れません） 

接
収
さ
れ
人
民
解
放
軍
の
教
練
機
に
な
っ
た 

と
い
う
九
九
式
高
等
練
習
機
か
（写
真
も
小
谷
） 

新年会 ＆ 拡大役員会のご報告 
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W85会長 小寺浩二（理工） 

学生の実習を兼ねて、①1 月 27 日（金）～29 日（日）と

②2月 14日（火）に被災地を訪ねた。 

①は、法政大学通信教育部地理学科の冬季スクーリン

グの現地研究という科目で、平均年齢 45 歳（26～70）の９

名の社会人学生と現地を歩いた。 

②は、ゼミの学生を中心とした学部生対象の北海道現

地研究の帰りに、苫小牧－八戸のフェリーを利用して現地

に入り、八戸～気仙沼間を視察したものである。 

Ⅰ. 復興状況 

３度目の訪問となった須賀川市の崩壊ダムは、ダムその

ものの復旧は手つかずであったが、被災地の復旧作業は

雪の中でも進められており、復興計画も示されつつあった。

しかし、天災か人災かということで紛糾する行政と被災者

の溝は埋めがたい。 

石巻・気仙沼では急速に瓦礫撤去が進んでいたものの、

半壊状態の建物の処理や、瓦礫最終処理の課題で行き

詰まりが見られ、国・県・市町村の連携が不十分であること

から、復興に向けた地域デザインができない状況がまだ続

きそうである。 

Ⅲ. 瓦礫処理 

福島で原発影響により手がつけられていない地域を除

いては、約１年間で、ほぼ散乱した瓦礫は片づきつつあ

る。 

しかし、それは、ある程度分別されて集積されているとい

う意味であって、その後の最終処理の方法の見通しはたっ

ていない。国が呼びかける被災地以外の自治体による瓦

礫処理の受け入れはいっこうに進まず、打開策を探る必要

がある。 

Ⅱ. 各地の復興支援活動 

３県の沿岸域でも、松島のように、ほとんど被害を免れた

地域もあり、それぞれの立場で、復興支援活動を行ってい

る。実際、松島では、観光客にお金を落としてもらうことで

の復興を目指して、様々な企画を行っていて、休日ともな

ると、観光客でごった返している状況が続いている。被災

地見学に来る人達の息抜きの場にもなっており、一つの形

である。 

 

 

 

Ⅳ. おわりに 

被災直後に報道された被災者の振る舞いは、国際社会

で驚きを持って賞賛され、日本の田舎に残る互助の精神

のすばらしさを改めて実感した震災だったが、瓦礫処理の

苦しみを分かち合おうとしない特に都会の人々のエゴが、

日本人の評価を下げつつある。 

何とかできぬものかと真剣に考えていきたい。

写真 5～8 松島の観光による復興支援 

震災復興支援ボランティア活動報告（5） 

表１ 環境省が発表した瓦礫処理情報（2012.2.21） 

岩手県 宮城県 福島県

総　量 475万トン 1569万トン 208万トン

処理済み 37万トン（8％） 72万トン（5％） 9万トン（4％）

東京都

埼玉県 2年間5万トン

岩手県宮古市内

仮焼却施設
2年間5万8千トン

宮城県仙台市
市内瓦礫135トン

プラス県内の一部

静岡県島田市 10トン

秋田県大仙市 年間2,600トン

岩手・宮城　あわせて50万トン

写真１～4 須賀川崩壊ダム被害の復興と気仙沼・石巻 
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『早稲田学報』に 

“復活フクちゃん”が載りました！ 

幹事長 朝田賢治（教育） 

過日、お手許に『早稲田学報』２月号が配送されてきた

方も多いかと思います。嬉しいことに、昨秋の「2011 稲門

祭」でメタ穂会が出店した『フクちゃん復活プロジェクト』（チ

ョコとん・チーメン）の様子

が写真で紹介されていま

す。（45ページ左上） 

写真上部には我々の

1985 年次稲門会の文字

がしっかりと写っておりま

して、準備から当日まで

手探りの中、団結して活

動した幹事団の奮闘が

報われたような気がして

おります。総会では行事

個々の会計報告はして

おりませんが、この企画模擬店はしっかり黒字を計上し、

W85 の活動費の一助となりました。この成功を再び、という

気持ちで、今年度も同じ『フクちゃん』で出店を予定します。

是非会員皆さんには、秋にまた懐かしき学び舎にてお会

いできることを願っております。 

以上、メタ穂会の活動がしっかりと母校に認知され、そし

て学友に向け発信されているとの報告をさせていただきま

した。 

 

 

 

 

W85共催の講演会が催されました 

去る２月 23 日（木）18 時 30 分から、横浜の（株）神奈川

ナブコ 会議室において、「自然災害を知り、防ぎ、共生の

道を探る－東日本大震災から得られた教訓をもとに、環

境を活かし災害に強い地域デザインを考える－」と題した

講演会が開かれました（主催：早稲田ビジネスネット横浜稲

門会、共催：早稲田大学校友会 1985年次稲門会）。 

演者はわがメタ穂会会長で、法政大学地理学教室の小

寺浩二准教授。 

表紙の巻頭言にもあるとおり、今回の講演会は、1984年

次稲門会の先輩方とのお付き合いがきっかけとなって、ビ

ジネスネット横浜稲門会の清水隆志事務局長から小寺会

長に依頼があったものです。横浜稲門会だけでなく、本

W85 会員はじめ多くの方に聴いていただきたいという会長

の思いから、共催の運びとなりました。 

この講演のレジュメを次ページに掲載しました。本通信

掲載のレポートでもおわかりの通りの、小寺会長の熱い心

と旺盛な活動、そして縦横無尽な知識が如実に現れた内

容です。講演にお出でになれなかった方もぜひご一読く

ださい。 

レジュメはW85稲門会MLのサイトにもアップされていま

す。 http://www.freeml.com/w85/file/240558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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 

http://www.freeml.com/w85/file/240558
http://www.freeml.com/w85/file/240558
mailto:info@waseda85.com
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Reel＃5「ハーモニー 心をつなぐ歌」 

本作品は、韓国の女子刑務所の合唱団「ハーモニー」

が、コンクールのステージで一番会いたかった人に出

会うハートフルストーリー。実在するショウンジュ女子刑

務所の合唱団がモチーフ、韓国では観客動員数300万

人を超えるヒット作である。受刑者と受刑者を取り巻く

人々が織り成す感情模様が心を揺さぶり、感涙を誘う。

一度観て泣けたのでもう一度観たら、二度目も泣けてし

まった。 

主人公ジョンへは、夫のＤＶからお腹の子供を守るた

め夫を殺害し収監。刑務所で男の子を出産しミヌと名づ

けた。ミヌは天真爛漫に育ち１歳の誕生日を迎えたが、

所内での乳児養育期間は生後 18ケ月、身寄りのない

ジョンヘは、半年後にはミヌを養子に出さなければなら

なかった。 

ジョンヘの同房には、夫とその愛人を殺害した元音

楽大学教師で死刑囚のムンオック、生活苦から詐欺を

働いた元クラブ歌手ファジャ、ヘッドロックによる過失致

死罪で服役している元プロレスラーのヨンハル、義父の

性暴行に抵抗し殺害したユミ、それぞれが心に傷を抱

え日々を送っていた。 

そんなある日、原州私立合唱団が、慰問講演にやっ

てきた。合唱団の歌声に感銘を受けたジョンへは、所長

に合唱団の結成を直訴。合唱団を成功させたらミヌとの

特別外泊を許可してほしいと懇願し、所長の了解を得

る。 

歌うとミヌが泣いてしまうほど音痴のジョンヘが合唱団

結成を直訴したことに、同房仲間は唖然とするが、ジョ

ンへはミヌとの特別外泊を叶えたい一心で、指導者の

資格はないと拒むムンオックを説得し指導者に立て、合

唱団の活動をスタートさせる。 

合唱団結成 6 ヶ月め、特訓の成果を発揮した合唱団

は活動継続を許され、ジョンヘもミヌとの外出を許される。

しかし、それは、彼女が待ち焦がれた旅行ではなく、ミヌ

を養子縁組先に引き渡すためのお別れ旅行であった。 

そして４年後、ソウルでクリスマスイブに開かれる全国

合唱コンクールへの出場が決まる。受刑者思いのコン

看守は、ムンオックの家族、ミヌの養子縁組先の家に、

コンクールに来てくれるように頼みに通うが、門前払いさ

れてしまう。また、コンクール当日には、会場内で指輪

紛失事件が起こり、合唱団は濡れ衣を着せられたうえ、

出場停止に追い込まれてしまう。しかし、所長、看守の

必死の抗議で、合唱団は、念願の晴れ舞台へ・・・。 

合唱後、ジョンヘを待っていたのは、最愛の息子との

再会。ジョンヘは自分の手を握ってきた子供合唱団の

男の子の手をみて、その子がミヌであることに気づく。息

子を愛おしむ切ない親心がスクリーンいっぱいに伝わ

ってきて、涙腺が緩むクライマックスだ。 

受刑者達が会いたい人に出会ってエンディングクレ

ジット、そうすれば晴れ晴れとした気分にで終われるの

に、ここで終わらせないのが韓国映画、心を抉る感傷的

なラストシーンがその先にあった。 

長らく停止されていた死刑の執行命令が下り、家族と

最後の一夜をともにしたムンオックは、受刑者達の歌声

に見送られ、看守に連れられていくのであった。 

ムンオック役のナ・ムニは、仏様のような優しい顔立ち

の女優。キャストのせいか、罪を命で償う死刑制度につ

いても考えさせられるラストとなった。 

主演のジョンへ役は、1999年の大ヒット作「シェリ」で

悲劇のヒロインを演じたキム・ユンジン。日韓国民交流

年 2002の韓国の親善大使（日本は藤原紀香）である。

体当たりの演技で、美人顔をくしゃくしゃにして泣いたり

笑ったり怒ったり、表情がとても豊かで日本にはいない

タイプの女優である。彼女の大きな演技、豊かな表現力

が、作品の魅力を倍増させている。 

（マリリン） 

 

＜作品ノート＞ 

原題：하모니（Harmony） 

監督： カン・テギュ 

出演： キム・ユンジン、ナ・ムニ、カン・イェウォ

ン、チョン・スヨン 

2010年 韓国製作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マリリンのオススメ 間違いないこの１本 
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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 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』梅づくし料理を堪能 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 

 

＜お申し込み＞ 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 でご登録ください。 

（「85 稲門会」で検索してください） 

新聞等の報道によると、青梅市の吉野梅郷地区で梅ウイルスの感染
が大量に確認され、来年度までに１万本を超える梅の木が伐採・抜
根処分されることが決まったそうです。この機会を逃すと右の写真
のような絶景が当面見られなくなってしまうかも！ 

梅まつり（2/19～3/31） 

開催中！ 
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