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《 がんばれ！ リフレッシュマン 》

東京スカイツリーを背景に、隅田川での早慶レガッタのひとコマ（4/15）。
応援レポートは本文 P3 をどうぞ。

会 告

2－３－１

薫風そよぐ新 緑の頃、オフィス街 にキャン
パスに、まだいかにもフレッシュマンらしい装 い
の若者 が闊 歩している（地 方出身と思しき早
大新入 生の垢抜 けない…いや素朴ないでた
ちを見るのは心 癒される。それにしても新 社
会人男 子たちはなぜ揃 いも揃って黒 いツンツ
ルテンのスーツを着るのでしょう）。
新生活 に胸 を膨らませていたニューフェイ
スたちも、大 型連 休が終 わったあたりから、そ
ろそろ五 月病 に冒され始 めているかも知 れな
い。急激な環境 の変 化についていけず、ある
いは理想と現 実のギャップに苛まれて、無気
力と幻滅 の虜 になってしまう。小生 の場 合、か
ぐや姫の「神田川」の世 界 に憧れ、早 稲田 に
入りさえすればすぐにでも恋人が現れて、楽し
い同 棲生 活を送れるものと信じていたのが、
とんだ思い違 いだったことを悟り、失望した。
しかし世の中よくできたもので、早 大なら入
学後のほどよい時期 に新 歓コンパ、早 慶レガ
ッタ、野球 早慶 戦とイベントが続き、いつしか
仲間ができ、絆を確かめ合 い、癒されていく。
卒業してからの人 生の方 が長くなってしま
った我々アラフィー世 代でも五月 病を患うこと
がある。年中 やる気 の出ない私 など差し詰 め
慢性疾 患。そういうときは学生時 代を思 い出
し、気分 を若返 らせてみよう。フレッシュマンな
らぬリフレッシュマンだ。昔 の仲間 に会って騒
ぐのも薬 効あり。ただし、くれぐれもアルコール
には気 をつけませんと。
（編集 担当 YM）

会

東京六大学野球 早慶戦応援

告

2－３－２

拡大幹事会･防災体験･懇親会

＜日時＞ ６月３日（日） 11：30
＜場所＞ 東京・神宮球場
一塁側応援席入口

＜日時＞ 2012 年 7 月 21 日（土）
＜場所＞ 押上･東京スカイツリー界隈
第 1 部 11：50
第 2 部 14：25
第 3 部 17：00

チケット手配の都合上、5/24 までにお申し込みが
必要です。また、観戦後に祝勝会を予定していま
す。詳しくは 11 ページの案内をご覧ください。

拡大役員会、防災講演
防災体験
懇親会

詳しくは最終面のご案内をご覧ください。
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吉野観梅企画＆拡大幹事会 早慶レガッタ応援 報告

【観梅＆拡大幹事会報告

小雨もまたよろし！】

しかし残念なことに、ご承知の方もいるかと思いますが、
この青梅市の梅はプラムポックスウィルスなる果樹に被害
を及ぼす植物のウィルスに感染が確認されており、かなり
の範囲にわたっての伐採が決まっている状況なのでした
（青梅市在住の講師・高橋さんからのお話より）。青梅から
名物の“梅”が無くなるということは死活問題でありまして、
現在、農水省、東京都が乗り出し、更なる防疫に苗などの
持ち出しを禁じ規制をかけています。早期の解決を願うば
かりです。
とにかくお邪魔したからには貢献しなければと、梅づくし
料理が楽しめる『九兵衛』さんに宴を囲み、梅酒で乾杯の
あと、たっぷりと旪菜を堪能させていただきました。
万歩計を見ますと８㎞でしたね。山登りが得意な方には
物足りなかったでしょうか。梅の公園までの丘を先頭で登
った私の呼吸は結構乱れましたけど･････。

幹事長・朝田賢治（教育）
開催当日３月 17 日の天気予報は終日雤とのことで、「決
行します」と声をかけたものの、不安タップリの吉野梅郷 JR
二俣尾駅での待ち合わせでした。東京駅を９時に出て集
合時刻の 11 時少し前に到着という往路では、もしやと思い
ましたがやはり乗り換えを間違えた者が１名。吉川英治記
念館で追いつくかたちで事なきを得ました。Ｈさんお疲れ
さま。最終的に 13 名参加の盛会となりました。
寒暖を繰り返しながらも寒さが勝る３月にて、折角の梅
日和なのに蕾が目立つ観梅となったものの、我々のため
に急いで咲いてくれていた紅白のせっかちな梅の木たち
に感謝、感謝です。
昨年は大震災で中止になった２年越しの企画でしたが、
しとしと落ちる雤もまたよろし。芽生えの様子は充分に鑑賞
しましたから、次は満開を見せてねと祈る気持です。
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続いて第 14 レース
第二エイトの出陣。艇
名は「韋駄天」。これは
創部当時造った３艇の
うちの１艇を、坪内逍
遥博士が命名したもの
で、現在まで代々受け
継がれている。第二エイトは、慶応に先行を許し、早稲田
応援席も「紺碧の空」を繰り返し熱唱し、必死に応援。猛烈
な追撃も及ばず、残念ながら惜敗。意気消沈するも気を取
り直して最終レースの対抗エイトに期待をかける。対抗エイ
トは本年度早稲田の３連覇がかかっており、慶應もこれを
阻止すべく、応援席は両校共に尋常では無いほど気合が
入っている。
いよいよ待ちに待った対抗エイト艇「SUMIDA」の出撃。
「SUMIDA」の名の由来は、「隅田川レガッタで苦労した OB
の汗の結晶、隅田川で勝つ為の艇」。
14 時 50 分、対抗エイトはスタートし、ＴＶの実況中継も
開始。応援席のみならず、桜橋や川向こうの隅田区側の
土手の観戦者からも、大歓声が上がり、会場は一気にヒー
トアップ。慶應リードの実況に早稲田応援席からは声も枯
れんばかりの「紺碧の空」熱唱が続く。言問橋を過ぎ、早稲
田応援席を通過する際には早稲田の必死の追撃も届か
ず、４艇身差で逃げ切られる。残念!!
これで通算成績は早稲田の 44 勝 36 敗同着１。今大会
では残念ながら、対抗エイト、第二エイト共に慶應に敗退
してしまいましたが、母校のために精一杯頑張ったクルー
達に惜しみない感謝の声援と拍手の嵐が巻き上がりました。
そして応援席一同「校歌」「紺碧の空」を斉唱し、来年の必
勝を期して、東京スカイツリーもにわかに霞み始めた隅田
川を後にしました。
観戦後は、祝勝
会の予定を急遽反
省会に変更し、浅草
の大衆酒場で気を
取り直し大いに懇親
を深めました。
最後になりました
が、本観戦を企画され、当日も応援グッズ、大会プログラム
の調達等で奔走されました田中スポーツ企画観戦幹事を
はじめ、参加者の皆様大変お疲れ様でした。
会員の皆様にお
かれましては、来年
もレガッタ観戦とお
花見、浅草観光を
合わせたこの素敵
な企画にぜひとも参
加して頂きたいと思
います。

４月 15 日（日）、
第 81 回早慶レガ
ッタは２年ぶりに
東京・隅田川に
舞台を戻し、対抗
エイトを含む 15 レ
ースの大会が開
催されました。
我等Ｗ８５のメ
ンバーは、浅草雷門前に集合、早稲田応援席のある桜橋
付近を目指し、春のうららの隅田川の土手（台東区側）を
意気高らかに歩を進めました。好天に恵まれ、桜舞い散る
土手を背に、右正面には東京スカイツリーを望み、総勢 10
人のＷ８５のメンバーに加え家族３人の計 13 人が早稲田
応援席に集結。応援席は土手の斜面にあり、神宮球場の
学生応援席を彷彿させるものでした。
早稲田と慶應の応援席は隣同士で仲良く並んでおり、
応援合戦が激しく繰り広げられ、我々も日頃鍛えた自慢の
コールと手拍子で応援に参加。大進撃～コンバットマーチ
～紺碧の空とテンポよく応援歌が流れ興奮の坩堝!!
コンバットマーチでの「ホームラン！ホームラン！」のコ
ールには応援席一同苦笑も混じりましたが、皆笑顔で応援。
ただ、足場が悪く何度も起立、着席の繰り返しには、Ｗ８５
の面々には少々足腰に堪えました。
先ず初めに観戦した第 12 レースの学部対抗舵付フォア
（1000ｍ）では、早稲田理工学部が慶応医学部の猛烈な
追い上げを振り切り、見事優勝を飾りました。幸先良いスタ
ートで一同残りのレースに期待が一気に高まる。
早慶レガッタ伝統のメーンレースは、第 13 レース対校女
子舵手付クォドルプル、第 14 レース第二エイト、第 15 レー
ス対校エイトの最終３レースを残すのみ。慶應とのエール
交換の後に両校校歌を斉唱し、いよいよ隅田川、両国橋
付近～桜橋付近にかけての 3,000ｍの水上決戦の始まり。
まずは、対校女子舵手付クォドルプル。早稲田の艇名
「FORTUNA」の由来はローマ神話中の「幸運の女神」。14
時両国橋をスタ－ト、TV 局の実況中継も開始され、大歓
声に実況がかき消される中、「早稲田先行」。やった!! 言
問橋の下、遥か 1000ｍ先に両校各５名のクルーが水しぶ
きを上げ、必死に漕ぐ姿が見る間に近づいてくる。眼前を
早稲田「FORTU
NA」が先頭で通過
し、そのままゴール。
見事、女子クォドル
プルを圧巻の漕ぎ
で制覇し、23 連覇を
達成。ワセ女万歳!!
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校友会 23 区支部幹事会有志による被災地激励訪問ツアーのご報告
副幹事長 小野惣一（理工）

男山本店、奇跡のお酒『がん
ばろう日本』は、昨年 11 月の総
会でも景品で出させて頂きまし
た。
1 本 1300 円 12 本卖位であれ
ば送料無料、是非ご購入下さ
い。購入の際には早稲田稲門
会と言って頂ければ分かります。
以下ホームページのお問い合
わせから申し込んで下さい。
http://www.kesennuma.co.jp/

１月末に、早稲田大学校友会 23 区支部幹事会有志
による被災地激励訪問ツアーに参加して参りました。私
が所属している練馬稲門会の幹事長の松本さんと 23 区
支部長の吉田さんが今回の計画と実行の中心となり、
総勢 30 名で気仙沼稲門会と石巻稲門会の被災地を激
励訪問致しました。
東北までの交通は新幹線を利用、一ノ関駅からはバ
スを貸切り、気仙沼までは約 2 時間、遠い道のりです。
更に三陸の海岸を单下し单三陸町、石巻市を経由して
仙台まで被災地を見て参りました。気仙沼の海岸に近
づくまでは被災した面影も無く全く平穏でしたが、気仙
沼の港に近づくと津波の爪痕は想像以上に激しく、街
が跡形も無くなっている光景は驚きを隠せません。大寒
でもあり夜はマイナス 10 度まで下がり、寒さには慣れて
いない東京人には堪えました。失礼な話ではありますが、
廃墟のような街並みは、まるで映画の世界のようにも思
えました。
今回の激励訪問ツアーは、菅原雅・気仙沼稲門会会
長が会長を務める『男山本店』の早稲田限定東日本大
震災復興支援酒『がんばろう日本』の販売をきっかけに、
被災した仲間を激励訪問しようと 23 区支部会の有志が
企画し実現したものです。『男山本店』は津波で莫大な
被害を受けましたが、奇跡的に工場は被害を免れ『奇
跡の酒』としてメディアにも取り上げられました。
また、石巻市では、石巻精機製作所の松本社長（稲
門会会長）を訪問、さらに、石巻ガスの青木社長など地
元稲門会の皆さんが合流し、当時の生々しい体験談を
聞かせて頂きました。青木社長より石巻市内を一周し被
災状況のご説明を頂きました。

津波を奇跡的に免れ操業を再開した男山本店酒造
前にて全員で集合写真。

日程
１日目：東京駅（新幹線）⇒一ノ関駅（貸切りバス）⇒
唐桑半島ビジターセンター⇒唐桑町漁火パーク
（昼食）⇒気仙沼市内見学⇒男山本店訪問⇒気仙
沼プラザホテル泊（合同懇親会）
２日目：気仙沼（貸切バス）⇒单三陸町⇒石巻精機
製作所訪問⇒石巻市内見学⇒石巻グランドホテル
（合同昼食会）⇒神田陽司さん講談⇒仙台駅（新幹
線）⇒東京駅
菅原雅･男山本店会長（左）に、早稲田大学鎌田総
長より預かった『不撓不屈』の激励の言葉を手渡す
江東稲門会の森田さん（右）。菅原会長は気仙沼市長
を歴任、責任感と復興にかける思いは強い。
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男山本社建物。
３階建の１、２階が
津波に流され、３階
部分のみが残る。

宿泊した気仙沼プラザホテルにて気仙沼稲門会との
合同懇親会、最後は恒例の校歌と応援歌を歌う。

港近くの中心街。瓦礫は撤去されたものの、地盤沈
下が激しく再開発の目処は立たず、また乱立開発を防
止するためにも、2 年間の開発禁止区域に指定してい
る。
壇上には、気仙沼稲門会若手の高橋さん（元早実野
球部、偶然にも朝田幹事長の後輩とのこと）。

宿泊した気仙沼プラザホテルの屋上からの景色は素
晴らしい、朝日を浴びて両港の気仙沼を一望できます。
また、隣接している『おさかな市場』では、気仙沼のお土
産が並んでおり、特にフカヒレは日本一とのこと、私もお
土産に買って帰りました。

TV でも放映されている大型船が市街地に乗り上げた
もの。移動する事も困難なので、その場に危険が無いよ
うに固定されています。
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気仙沼から石巻まではバスで約 2 時間、風光明媚な
海岸も撤去された瓦礫の山となり、この海岸が賑わうの
はいつの日か？

唐桑半島ビジターセンターには、様々な津波被害の
写真が展示されている。また、昔から津波体験のシミュ
レーターがあり、津波の危険さを訴えてきた。
石巻稲門会の松本賢会長が私たちのバスに同乗し
て、被害の大きかった海沿いを中心に案内して下さいま
した。テレビで見ると実際にみるのとでは、規模も内容も
大違いで、残された瓦礫の量は想像以上、山積みされ
た丘を動き回るショベルカーが小さく見えます。工場を
経営する松本さんは、『家族や従業員たちと一緒に何と
かしのぎ、震災数週間後に、やっと入れたお風呂は、本
当に体が溶けそうだった』と、笑顔で当時の状況を語っ
て下さいました。

気仙沼を海岸沿いに单下、单三陸町に向かう途中に
津波の被害に合わず、残された木（龍の姿に見える龍
木）を撮影、皆さん竜年と復興の願いを込めて祈祷しま
した。

支援は続けることが大切です

続けよう！

被災地・被災者支援

【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
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石巻稲門会の皆さんと合同で懇親会を行いました。
前で当時の事を話して下さっているのが松本会長で
す。
『がんばろう石巻』の看板です。ここは、震災直後に
自然発生的に出来た祈りの場。今でも多くの方が、亡く
なられた方々のご冥福を祈り、お線香やビールやお菓
子など様々なお供えをして帰ります。

また、石巻稲門会からの要望でもありました、元気の
出る講談を聞きたいという事で、神戸から駈けつけて下
さいました講談師の神田陽司さん、昼食の後に大隈重
信の創作講談を聞かせて下さいました。

被災地の夜は暗く、仮設で出来た屋台村のような居酒屋が何とか頑張って店を出していましたが、お
店は閑散としています。お店の主人も、早く活気を取り戻したいのですが、まだまだ時間がかかると言っ
ておりました。特にバス便しか無いようなところは、被災地に観光で足を運ぶ人は少ないようです。
また、被災地に観光することは良くないと思っている人も多いようで、これは被災地の人からすれば逆
ということが良く分かりました。是非遊びに来て下さい、沢山お土産を買って帰って下さいとのことです。
今、私たちに出来ることは、家族や仲間で、現地に行って、現地で飲み歩き買い物をし、活気ある街の
復活に貢献することと思います。
今回ツアーを企画した方々は、次回は岩手県陸中あたりを訪問しようと計画を立てております。宜しけ
ればご参加ください。
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＜第５話＞
在北京 小谷清（法）
ビジネスで中国に来たことのある方なら、中国の宴会に
おける乾杯攻撃についてはご存知かと思います。中国に
おける乾杯は文字通り杯をカラにすることなので、誰かと乾
杯した後は杯をひっくり返して、１滴も残ってないことを確
認しあうのが習慣になっている。酒は日本人にとっても重
要なコミュニケーションツールのひとつだが、中国人にとっ
てはその位置づけが格段に高いようで、宴会の席で杯に
口をつける時は必ず誰かを誘って一緒に飲まなければな
らず、１人だけで飲むことは重大なルール違反と見なされ
ている。宴会は通常 10 人ほどで円卓を囲む形式なので、
少なくとも 10 回は酒を飲み干すことになり、ほろ酔い程度
で宴会を終えることは極めて困難な仕掛けになっている。
日本では中国のお酒というと紹興酒のイメージが強いが、
産地に近い上海周辺では紹興酒が比較的よく飲まれてい
るものの、それ以外の地域では白酒（パイチュー）というア
ルコール度数 50％前後の無色透明の蒸留酒が主流であ
る。何しろ約半分がアルコールなので、慣れないと強烈な
アルコールの味しかしないが、じっくり味わってみると銘柄
や産地によって微妙な味の違いがある。通常の宴会では
乾杯攻撃で味わうどころではないため、パイチューの味わ
いを楽しもうという北京在住の日本人によって結成された
「北京白酒会」なる会合に参加し、奥深い中国の酒文化を
探究しています。
白酒以外ではビールも一般的に飲まれているが、日本
との大きな違いは、冷やさずに室温のまま飲むのが一般的
だということ。レストランではビールを頼むときに「冷たい
の！」と付け加えないとぬるいビールが出てくるし、店によ
っては冷えたビールがないところもある。これは、体を冷や
す飲み物を避けるという習慣によるもので、オレンジジュー
スも普通はみんなホットで飲んでます！

「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
女性の社会進出が進んでいる中国では、宴会で女性につぶされる
ことも多い。この女性は取引先の方で、宴会ではテーブルを回って
何人かつぶしてましたが、僕（小谷）は何とか生き残ったので最後に
めでたく（？）ツーショットとなった次第。
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初の年次稲門会連携会議が開かれる
新緑のキャンパス

会の名称は「年次稲門会連絡会」に
４月 24 日（火）18 時 30 分から、早稲田大学校友サロン
（早稲田キャンパス 26 号館内）において、年次稲門会連携
会議（仮称）の初会合が開かれ、わが 85 年次稲門会から
小寺浩二会長、小野惣一副幹事長、吉田郁夫書記の 3 名
が出席しました。
この会合は、地域稲門会などと比べて年次稲門会の校
友会における地位が相対的に見务りするように思われるこ
と、また、年次間相互の横のつながりがないことなどから、
協力して校友会に要望を出していこうという主旨で開かれ
たものです。
記念すべき初会合には 75、76、79、83、85 各年次稲門
会から総勢 10 名が出席（83 年次はオブザーバ参加）し、
意見交換を行いました。
2 時間に及ぶ会合の結果、以下の事柄などが決まりまし
た。
・年次間の情報交換を活動目標とする
・組織の名称を「年次稲門会連絡会」とする
・発起人代表には 79 年次の福島みどり氏、85 年次の小
寺会長が就任
・各年次に参加を呼びかける
年次稲門会の地位向上、発言力強化に向けて、「連絡
会」の積極的な活動が期待されます。

早大ホームページより転載

早稲田大学校友会とは？
校友会については詳しくお知りになりたい方は、下記の
早稲田大学校友会ホームページをご覧ください。
http://www.waseda.jp/alumni/about/aboutus.html
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アネット役は「オーケストラ！」でバイオリニストを演じた
ユダヤ系女優メラニー・ロラン。実の祖父がアウシュビッツ
に強制収容された。撮影中体を壊すほどに感情移入、持
てる力を出しつくし献身的な看護師になりきった。
シェインバウム役は「グラン・ブルー」「レオン」で成功しＣ
Ｍでもおなじみのジャン・レノ。運命を知りながらも黙々と
治療にあたる朴訥な医師を演じ上げた。

マリリンのオススメ 間違いないこの１本
Reel＃6「黄色い星の子供たち」
ナチス占領下のパリ路地裏、胸に黄色い星をつけた少
年達が学校に向かう。あの星は何？小学校の紋章？クラ
ブの会員証？いや、違う。ユダヤ人の目印である。

作中では、消防団、看護師、路地裏の民衆と対照的に、
政治家、軍人、憲兵の非情、冷酷が浮き彫りになっている。
国家権力が武力を行使し人間を虐殺する。犬の殺処分同
様、人間をガス室へ追いやり命を奪う。許せないことである。
人間はなぜそこまで残酷になれるのであろうか。過酷な運
命を強いられ非業の死を遂げた人々の絶望感、無念を考
えると胸が張り裂けそうだ。
第二次大戦下では、1,200 人のユダヤ人を救ったドイツ
人実業家オスカー・シンドラー（スティーヴン・スピルバーグ
監督による 1993 年の米映画「シンドラーのリスト」の主役）
や、６千人のユダヤ系難民の亡命を手助けした日本人外
交官・杉原千畝といった人も存在した。
世界では、未だ、圧政、紛争、虐殺、テロ、差別が繰り返
されている。2011 年版の世界平和指数の 153 国平和ラン
クで、ワースト５は、ソマリア、イラク、スーダン、アフガニスタ
ン、北朝鮮。トップ５は、アイスランド、ニュージーランド、日
本、デンマーク、チェコである。日本は犯罪発生率が低く
治安が良い。東日本大震災の影響は評価指標に含まれな
いため、トップ３にはいった。
（マリリン）

1942 年６月６日、ユダヤ人は、フランスの国命により胸に
黄色の星を付けることを義務づけられ、公園、映画館、遊
園地、店舗の立ち入りを禁じられる。
同年７月 16 日早朝４時、フランス警察にユダヤ人１万３
千人が検挙され、冬季競技場ヴェル・ディヴで５日間、水も
食糧も与えられず放置される。赤十字から派遣された看護
師アネットは悲惨な状況に衝撃を受ける。医師は、自身も
検挙された身のシェインバウム一人。不衛生な環境下で死
者や患者が後を絶たない。そんな中、ホースの点検にきた
消防団長が立ち上がる。消防士達に命じ、ユダヤ人達に
ホースで給水、ユダヤ人から手紙を託された消防士達に
指示を与える。
その後、ユダヤ人達はロワレ県ボーヌの収容所へ移送さ
れる。収容所は有刺鉄線で囲われ家畜小屋の佇まい、不
潔で臭い。食糧の配給は乏しく、ひとかけらのパンと水っ
ぽいスープで飢えを凌ぐ。連行したアネットは、ユダヤ人と
同じ食事を続け、痩せ細った姿で、知事に食料の配給を
求めた。
やがて、独仏政府間で、大人の移送を決める。移送日、
息子ジョーとむりやり引き離されたスラは、渾身の想いをこ
めて叫ぶ。「お願い、生きて。約束して。生きるのよ」
ほどなく、子供の移送も決まる。子供達の移送日、アネ
ットは、同僚から、大人の移送先はガス室と聞き焦燥する。
高熱の体に鞭打ち自転車を疾走、子供達を移送する貨物
列車の乗車駅に向かうが間に合わない。

＜作品ノート＞
原題： La Rafle（The Round Up）
監督： ローズ・ボッシュ
出演： メラニーロラン、ジャン・レノ
2010 年 フランス製作

ラストシーンは終戦後。アネットは、収容所から脱走した
ジョーと、生き延びられた年少ノノと、奇跡の再会をする。
これが本作のあらまし、シラク元大統領が 1995 年にフラ
ンスの国罪と認めたヴェル・ディヴ事件である。連行された
13,000 人のうち、生き残ったのはたった 25 人であった。
監督はジャーナリスト出身のローズ・ボッシュ。ユダヤ人
家系の夫イラン・ゴールドマンと５年の歳月をかけて作った。
脚本は事件の生存者の証言を元にしている。ジョーのモ
デル、ヴァイスマン氏は、2011 年７月に来日。東京市ヶ谷
で早稲田大の学生らとトークセッションを行っている。
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今年は優勝を狙えるほど投手陣が充実しました。
左の高梨投手と右の有原投手を軸に、昨年の甲子
園優勝の立役者である日大三高の吉永投手が加

わりました。打撃陣も４年の杉山選手と地引選手を
中心に好調です。一方、慶応もプロ注目の快速 150
キロの福谷投手がいます。
いざ神宮の杜へ出かけましょう！
参加希望の方は、チケットの手配がありますので

東京六大学野球連盟のホームページより。

5/24（木）までにお申し込みください。

対法政戦（5/13）で早大・杉山が先制２ラン。

また観戦後に新宿で祝勝会をします。併せてご参
加の有無をお知らせください。
なお昼食、ドリンクは各自でご用意願います。

リンク

集合日時：６月３日（日） 11：30
集合場所：神宮球場一塁側 応援席入口前
（早稲田の応援部がいます）
試合開始：13：00
http://www.wasedabbc.org/
費 用 ：1000 円（チケット､応援グッズ）
申 込 先：tanaka@waseda85.com
東京 6 大学野球連盟
（スポーツ観戦企画幹事 田中）
申込締切は５月 24 日（木）です。
http://www.big6.gr.jp/index.html
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未曾有の被害をもたらした「東日本大震災」から１年、私たちは何を経験したのか。
「地震」「津波」「火災」そして「都市」をテーマに、防災・減災の知識を得ましょう。
会場となるのは、東京スカイツリーで今もっとも旪のエリア、押上界隈です。

≪スケジュール≫ ①～③のどこからでも参加可です。ただし②の防災体験は事前予約が必要。
①拡大役員会＆講演
11:55 集合 すみだ女性センター第２会議室（押上駅 歩 5 分）
http://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/tamokuteki/sumida_zyoseicenter/index.html

12:00 拡大役員会
どなたでも参加できます。昼食は各自ご用意ください。
12:55 講演「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」
講師：法政大学 小寺浩二准教授（W85 会長）

②防災体験ツアー
14:25 集合 本所防災館（押上駅 歩 10 分、錦糸町駅 歩 10 分）
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-hjbskan/index.html
動きやすい服装でお越しください。
サンダルやかかとの高い靴での参加はできません。

14:30 都民防災教育基本コース
（震度 7 体験､消火､煙体験､応急手当）

③懇親会
17:00 集合 東京スカイツリー周辺の飲食店（予定）
決定次第、本会ホームページやメール等でお知らせします。
（スカイツリーは、とうきょうスカイツリー駅・押上駅すぐ）
http://www.tokyo-skytree.jp/

本所防災館

≪ 費 用 ≫ ①、②は無料。 ③の懇親会は実費（5,000 円程度）
。
≪申し込み・お問い合わせ≫
85 年次稲門会のホームページからお申し込みください。
（下段参照）
ご質問・お問い合わせは tsujimura@waseda85.com にメールでお尋ねください。

上記のとおり、本企画の詳細な案内および申し込みフォームを「1985 年次稲門会ホームページ」に掲載いたします。
お誘いあわせのうえ、ふるってお申し込みください。

＜1985 年次稲門会 HP＞

http://www.waseda85.com/
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