
 

Ｗ８５＜メタ穂会＞通信 VOL.2-5  

http://www.waseda85.com 

2012年 

重陽号 

 

1 

 《 昭和世代として想うこと 》 

 昭和 20年頃が舞台となっている、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説『梅ちゃん先生』が受けているらしい。数年前に

大ヒットした映画『ALWAYS三丁目の夕日』は昭和 30年代が舞台だ。シリーズ３作がいずれも大ヒットとなった。 

いま何故、戦後の昭和をテーマとしたドラマや映画が受けるのだろうか。多分そこには『人の温かさと明日へ

の希望』があるからだろう。梅ちゃん先生はキャベツ四つで近所のおばちゃんを診察してあげていた。『ALWAY 

S』では結婚指輪を買えない作家志望の男に、隣人がお金を貸すシーンがある。どちらも現代では考えられな

いことだ。当時は多くの人々が貧しく厳しい生活をしており、そして人々は助け合って生きていた。「お互い様」

だったのだ。お互いがお互いの大変さを分かり合い、人の痛みを知っていた。 

あの時代と今はなにもかもが変わっている。近所の人と挨拶を交わすのは週に何回、いや年に何回あるだ

ろう？ 今は何を目標にすればいいのか分からない人で溢れている。あの時代にはまだ見ぬ未来や可能性が

広がっていたのだ。だから人はキラキラと輝いていたのだろう。 

でも、あの頃を舞台としたドラマや映画がヒットするということは、あの時代の良さを理解してそれを必要とし

ている人が多くいるということである。つまり人の心は実のところあまり変わってはいないのかもしれない。その

気持ちがあれば、いつの日かまた何かに希望を持って人々が生き生きとする時代はやってくる気がする。 

最近はちょっとダジャレでも言おうものなら「昭和だね～」などと言われる。しかし本当のところ、みんなあの時

代が好きなのだ。あの時代の良さを、未来に繋げて行きたいものである、W85の仲間と共に。昭和世代万歳！ 

（広報･片岡） 

筆者幼少のみぎりの 

いかにも昭和なポート

レート。W85 世代の原

風景。 

わたしたち 1985 年次稲門会は、早稲田大学 1981 年入学もしくは 1985年卒業の同期の集まりです。

基本的に同期全員が会員で、約 8500名が対象です。 

2010 年の発足以来、１）同期の親睦 ２）母校への貢献 ３）社会への貢献 をモットーに、精力的に

活動を継続してきました。会費は無料とし、各企画の経費の一部と校友会からの補助金で運営しています。 

しかしながら、個人情報管理が厳しい昨今の情勢の中で、会事務局から会員の皆さんへのご連絡が行き届

かなかったり、また会員同士のコミュニケーションが難しかったりするなど、連絡網の不十分さが会の運営

に影を落としています。今回のような総会案内は早大校友会経由でお送りできるものの、それ以外の会員相

互の連絡手段がありません。 

どうぞ本会の公式ホームページから会員登録をしていただき、1985年次稲門会の活動にご参加下さい。 

http://www.waseda85.com/ 
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【「3.11 私たちは何を体験したのか」 

7月21日 東京・押上、本所にて】 

副幹事長・辻村義弘（理工） 

２年連続の防災企画です。東日本大震災の被災者の皆

様には心よりお見舞い申し上げます。 

昨年は未曽有の震災・原発事故もさめやらない時期で

の開催でしたので緊迫感があり、「そなエリア東京」の本物

の街を再現したセットが妙に生々しかったのを記憶してい

ます。 

今年はその震災で我々は何を体験し、何を知ったのか

再確認し、何を学んだのか考える会としました。 

①講演会、②防災訓練、③懇親会 の三部構成にて 40 名

もの方と学び、体験し、飲み交わしました。 

 

まず、先頭は我らが 1985 年次稲門会会長の小寺君の

講演会です。法政大学地理学教室で准教授として教鞭を

とられているだけに、分かりやすく興味をそそられるお話で

した。「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」――この題名の内容で、実際に震

災ボランティアをされた経験とフィールドワークのデータを

用いた説明は素晴らしかった。全部を紹介することはでき

ませんが、私が驚いたことを紹介しますと、地震によるダム

の決壊が初めて起きたこと。しかも、定期的に水を空けメン

テナンスする必要のあるものが、付近のリゾート施設のボ

ート等の営業のため先送りされ、今回の地震で決壊してし

まった行政怠慢の事実。また、阪神淡路より広範囲な震災

なのにボランティアの数は５分の１しか参加しなかった現実

等々。私の知らなかったことの多さに反省しきりです。 

講演の全容を知りたい方は、レジメがございますので

tsujimura@waseda85.com へメールを頂ければ PDF を返

信いたします。 

 

 

 

 

次は東京消防庁・本所防災館での防災訓練です。3.11

を網羅した最新の映画を見て、いよいよ都民防災教育基

本コースが始まります。40 名の団体のため、２班に分かれ

ました。 

私のいた班ではまず、①「応急手当」でした。心臓マッサ

ージを人間そっくりの人形を各自用いて行い、ろっ骨が折

れるくらい強く押さなければならないことにびっくり。また、

AED の使用法は音声の説明どおり行えば簡単にできるこ

とが分かりました。 

次に②「火災時の煙体験」です。体に害のない柑橘系

の香りのする煙でしたが、前が見えず進むのは困難 

です。姿勢を低くしハンカチなどで緩和しながら行くしかあ

りません。実際に体験しないことを祈るばかりです。 

 

 

そして③「震度７の地震体験」。とても立っていられませ

ん。起振車での震度６は経験していましたが、比べものに

ならない揺れです。安全な施設と分かっていても恐怖を感

じる程です。 

最後に④「消火訓練」です。「火事だ！」と大声を上げ、

周囲に知らせることが重要です。和気あいあいの消火器を

使っての訓練。火事の原因の第一は放火であることを説

明され悲しい憤りを感じました。 

元消防士の方の軽妙な説明は面白おかしく大事なこと

を伝えていただきました。

税金を払っていてよかっ

たと思う施設です。本所

の他に立川、池袋にもあ

りますので是非体験して

ください。 

 

 

 

 

（次ページに続く）小寺会長の講演 

イベント報告 「夏企画 防災セミナー&懇親会」 

震度７の揺れを体験 

mailto:tsujimura@waseda85.com
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そして懇親会となるわけですが、乾杯の前に被災者でも

ある全国曹洞宗青年会 災害復興支援部アドバイザー、

龍徳寺住職・久間泰弘（きゅうま たいこう）さんより、いまだ

に続く被災者支援のお話を聞きました。夜中に震災を思い

出し起きてしまう子供達等の経験談や心的外傷にも様々

な段階がることを知りました。なかでも「行茶活動」には感

銘を受けました。お茶を一服しながら、お話しをしたり、聞

いたり、被災者の方が少しでもホッとできるよう、少しでも笑

顔になるよう、「行茶活動」が現在もつづけられているとのこ

とです。歴史で仏教伝来とともにお茶も伝わったと習いまし

たが、その意味がようやく分かった気がします。

 久間住職さん、貴重なお時間を我々のためにお話し下さ

り誠にありがとうございました。 

いよいよ小寺会長の乾杯の後、スカイツリー直近のイタリ

ア料理「パラッツオ サングスト」にて宴会です。大じゃんけ

ん大会で、勝ち抜いた５名の方にネックストラップ等の稲門

祭記念品を進呈しました。 

 

稲門祭記念品の販売額の半分は校友会奨学金の一部

となります。皆様もご購入ください。稲門祭記念品の購入

の際は、1985 年次稲門会である旨を記入していただけれ

ば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 懇親会後、東京スカイツリー（らしきもの）をバックに学生ノリで記念撮影する怪しげな中年集団 

「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 

1985年次稲門会（W85 メタ穂会） 公式サイト 

メンバー登録すると webからイベントの参加が申

し込めます。   http://www.waseda85.com/ 

Facebook のメタ穂会（W85）も覗いてみてくださ

い。多士済々、個性豊かなメタ穂に出会えます。 

他にも、W85 の Web メールや、Quon Net（早大主

宰のネットコミュニティ）など、多彩なつながりが。 

詳しくは info@waseda85.com へ 

メールでお問い合わせください。 

mailto:info@waseda85.com
http://www.waseda85.com/
http://www.facebook.com/groups/193116837396933/
mailto:info@waseda85.com
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【六ヶ所村へ核燃料再処理工場を見に行く】 

武藤博光（社学） 

僕は、最近になって青森県をよく訪れている。高校の時

に太宰治に心酔して津軽平野や弘前などを巡ったのが最

初であり、浅虫温泉や八戸などに遊びに行く。その主な目

的は、下北半島にある恐山のイタコに会うということだが、

色々と自分の知らない昔の話を口伝えで聞きたくて夏にな

ると祭礼もあり無性に行きたくなる。そんな訳で、夏の青森

県はねぶた祭りや、八甲田山ハイキングなどでとても賑わ

っている。 

 

そんな折、猛暑の関

東地方から逃れたくて、

八戸から下北半島に

いく途中に六ヶ所村と

いう原子力関連施設を

抱えた自治体があるの

で、過日視察に訪れ

た。 

日本原燃という株式

会社が中間処理施設

を運営しているのだが、

株主は全国９電力会社となっている。つまり、国内で 30 箇

所以上ある原子力発電所から発生する年間 800 トンのウラ

ンを再処理してサイクルして再利用することが大きな仕事

であり、利用できない使用済み燃料を中間貯蔵する作業

を行っている。 

３・１１で甚大な被害を受けた福島の東京電力発電所内

にも、そこで発生したウラン燃料棒などの高レベル廃棄物

を中間貯蔵したいとの要望もあるようだが、もはや六ヶ所村

だけではとても対処しきれないのが現状のようだ。厳重な

警備体制の中を、高レベルウラン廃棄物中間貯蔵庫に入

ると、銀色のロケットみたいな容器の中に収められていた。

蜂の巣を大きくしたように整然と並べられている。それでも

その１体から発生する熱は 100 度近くあり、１億年経っても

下がらないという。 

そういう理由からで、核廃棄物の最終処分場は国内で

は、直近では鹿児島県の大隈半島に位置する小さな自治

体が名乗りを挙げているに過ぎない。今の段階では名乗

って現地調査に入るだけでも 30 億円が国から交付される

という。 

原子力ばかり注目されている六ヶ所村には、再生可能

エネルギーを代表する風力発電の風車が相当数設置され

ていた。別の企業体が発電事業を行っているのだという。

今後の国内の電力事業は、近い将来において、原発は限

りなく廃炉になっていくのかも知れない。 

 

（編集記：武藤さんは東海原発に近い茨城県那珂市で市

議を務め、再生可能エネルギーの導入に取り組んでいる） 

＜第７話＞ 

在北京 小谷清（法） 

人にはそれぞれ縄張りがあり、他人がその範囲を越えて

侵入してくると不快感を覚えるものだが、中国人は日本人

に比べてその距離感が極めて近いようだ。僕は会社では

一応エライ人の席に座っていて、部下の報告や相談をエ

ラそーに席に座ったまま聞いているのだが、机の前ではな

く僕の真横まで来る人が多く、特に女性の部下が顔を思い

切り近づけてきたりすると、「こいつオレに気があるのか」と

勘違いしかねない。まわりを観察してみると、女子社員が

座っている同僚男性の肩に手を置きながら話しかけたりし

ており、密着型のコミュニケーションは一般的なようだ。  
この間もバスで５人がけのシートの中央に一人で座って

いたら、僕に密着しそうな勢いで隣に座ってくる女の子が

いて、気があるわけではないとわかりつつ、こちらから離れ

るわけにもいかないという状態で落ち着かないひとときを過

ごしました。また、出張してきた同僚がホテルのビュッフェ

で朝食をとっていたところ、他に空席がたくさんあるにもか

かわらず同じテーブルに座って黙々と食べ始めた人がい

たとのこと。冒頭の会社での例はコミュニケーションを取る

ためということで理解できそうだが、バスやビュッフェの例は

日本人の感覚では理解に苦しむ。僕なりに解釈すると、ま

わりに人が居ないよりも、誰かが近くに居た方が落ち着くと

いう感覚があるのではないだろうか。  

逆に遠すぎて気になるのが、男子トイレで排尿するとき

の便器との距離感だ。街なかやオフィスビルでトイレに入る

と必ずと言っていいほど小便器の下に水たまりができてい

る。日本でもそのようなケースがないわけではないが、マナ

ーポスターなどでなるべく便器に近付いて用を足すよう呼

びかけたりしており、不用意に”水たまり”に踏み込んでし

まうようなことはほとんどない。一方、中国では近付こうと思

っても既に水たまりがあるのでさらに水たまりが増えるという

悪循環となっているのだ。僕は仕方なく大股開きで用を足

しているが、中国の男子諸君にはぜひこちらの距離感短

縮にも取り組んでいただきたいものである。

六ヶ所村の HP より 

北京の道には道路脇の排水口がないので、ちょっとでも雨が

降るとすぐ水たまりができてしまう。この夏の豪雨の後、道路に

たまった水をいかに効率良く排水するかというのが話題になっ

ていたが、排水口を設置する方が先決ではないかと思う。 
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2011-12年度会長 小寺浩二 

 早いもので、2009年のホームカミングデーに端を発し、約半年間の準備期間を経て2010年11月に正式に発足した1985年

次稲門会も、約２年間の活動を終えようとしています。この10月に予定されている総会で新体制を立ち上げるにあたって、こ

の間の活動を総括し、課題を明確にして展望を示したく思います。 

活動の総括としては、一言で示せば「大成功」といえましょう。この間の活動は、決して発足当初から想定していたもので

はありませんでしたが、それぞれの企画に対して、現在の幹事・役員が積極的に取り組み、それぞれの能力を発揮した結

果であり、発足２年にしてすでに、年次稲門会の中心的な存在になりつつあります。 

しかしながら、細かくはいくつかの課題を抱えており、特に、活動に係わり、参加するメンバーがそれほど増えていない点

など、活動をより広く展開する必要性があります。年次連絡会や校友会の中での役割も求められており、幹事会の中で十

分な意見交換を行った上で、大きな壁を超えていかなければなりません。 

ただし、ほぼ定着してきた活動全般は大きく変更すべきではなく、これまでの活動を踏襲し改善しながら、具体的ないくつ

かの課題に重点的に力を入れていくことが肝要でしょう。当面は、われわれが中心メンバーとなって稲門祭を運営することと

なる2014年を目途に、より一層のW85の充実と、校友会との連携を深める努力に力を入れていくこととなります。 

 

 

Ⅰ．はじめに 

２年の活動を終えて新体制を考える際、組織論を展

開する前に、冷静にこの間の活動を振り返り、課題を明

確にして、中長期的な展望を示した上で、新しい体制を

検討するべきだと考えます。 

 

Ⅱ．活動の総括と継続すべき点 

結果的に、幹事会・役員会で十分に議論し、自由な

発想の下にそれぞれの個性を発揮してきたことが、他の

年次にもない活発な活動につながってきました。微修正

はしながらも、年間のイベント、W85通信など慣例になり

つつある活動をより充実させて行くことが重要です。 

 

Ⅲ．課題と工夫 

１）会員が増えていないこと ２）活動への参加者が限

られていること が、主たる課題ですが、決して悲観する

ことはなく、いくつかの工夫をしていくことで、十分打開

できるものと思われます。その意味からも、活動全般を

大きくは変更せず、流れを定着させた上で、それぞれを

有機的に結びつけていく工夫を検討したく思います。 

 

Ⅳ．総会の時期と稲門祭との関わり 

意見は分かれるかもしれませんが、2014年にW85が

稲門祭を仕切ることを考えると、受け身で負担感から活

動が停滞することなどのないよう、前向き、積極的にこの

問題に取り組んでいかねばなりません。つまり、少なくと

も2014年までは、稲門祭と総会の時期を一致させ、総

会から稲門祭へ、稲門祭から総会へと、人を呼び込む

工夫をした上で、相乗効果を上げる努力をしましょう。 

 

 

 

 

Ⅴ．校友会との関わり 

校友会との関わりは、代議員・商議員だけでなく、年

次として選出された幹事などの各種委員など、次第に

深くなりつつあります。これも、見方によっては大変な負

担ですが、こうした立場の中で、十分な連携をはかるこ

とができれば、W85自体の活動の充実にもつながるは

ずです。 

 

Ⅵ．年次稲門会連絡会との関わり 

同様に、年次稲門会の中でも中心的な役割が求めら

れており、組織委員会とも連携して、W85で成功した活

動を広げていくことが当面必要です。 

 

Ⅶ．おわりに 

結論として、活動を発展的に展開しながら校友会との

関わりや稲門会の負担感を乗り越えて行くことが次期活

動に求められ、以下のように要約されます。 

１） 活動全般：踏襲・継続しながら微修正。 

２） 役員：大きな変更はせず、担当変更などで。 

３） 会長・幹事長と副会長：副幹事長の役割： 

できれば、会長・幹事長は、校友会や連絡会などと

の連携に重点を置き、副会長・副幹事長で内向き

の活動全般を分担するなど分担し工夫する。 

 

 

 

 

 

Ｗ８５のこれまでの活動の総括と課題・今後の展望 

W85のこれまでの活動の総括と課題・今後の展望 

2011/2012 

W85のこれまでの活動の総括と課題・今後の展望 

2011/2012 

W85のこれまでの活動の総括と課題・今後の展望 

2011/2012 
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≪紙の上のロードショー≫ 

 

 

Reel＃8「レナードの朝」 

ロンドン・オリンピックでの日本選手団の奮闘ぶりは素晴

らしかった。メダルの総獲得数 38個、これは2004年のアテ

ネ大会を上回る史上最多の獲得数だ。特に印象に残った

のはチーム戦だ。ねばりのプレーで団結力をアピールした。

頂点に上り詰めたメダリスト達に盛大な拍手を送りたい。 

アスリート達の切れのよい動きは脳の成せる業、今回は、

脳の機能停止で昏睡状態になった患者達とその難病に挑

む医師との交流を描いた『レナードの朝』を紹介する。 

作者はロンドン生まれの神経学者オリヴァー・サックス。

原題は「Awakenings（目覚め）」、本作はサックス自身の経

験に基づく実話である。 

1969 年、ブロンクスの神経病専門のベインブリッジ病院

では、臨床医を探していた。セイヤーは、研究医の経験し

かなかったが、臨床医として採用される。 

セイヤーの最初の患者はルーシー。セイヤーは、ルー

シーの眼鏡を外したり、床に置いたりして彼女の反応をみ

るが無反応。ところが、眼鏡を落下させてみると、ルーシー

は落下中の眼鏡を上手にキャッチする。回復の希望を感じ

たセイヤーは、ボール、音楽、トランプなどの道具を使い患

者達の反応を観察、無反応な患者達が、特定の刺激に対

しては敏感に反応を示すことを発見する。また、カルテを

分析し、患者達は皆、1920 年代に流行した嗜眠性脳炎を

患っていたことを解明する。 

折しも、ドーパミンがパーキンソン氏病の痙攣を抑制す

る治療薬として着目されていた。セイヤーは、嗜眠性脳炎

は痙攣が進行した病気なのでドーパミンの投与が有効とい

う持論を力説、上司とレナードの母親を説得し、レナードに

ドーパミンの投与を開始する。レナードは、11 歳の時に発

病し、９年間は部屋にこもって読書、20 歳で入院した昏睡

患者である。 

投薬を開始し数日が経ったある晩、セイヤーは多めのド

ーパミンをレナードに投与する。すると奇跡が起こる。セイ

ヤーが居眠りをしている間に、レナードはベッドから起き上

がり食堂に移動、クレヨンで自分の名前を書き始めたのだ。

30 年間の眠りから目覚めたレナードが、セイヤーと一緒に

訪れた町は、新鮮で刺激に満ちあふれていた。BGMの「２

人のシーズン」（1969 年に販売され全米３位になったイ

ギリスのロックバンド「ゾンビーズ」のヒット曲）は最高。

ノリのよいテンポは、好奇心で胸躍るレナードの心情に

マッチしている。 

その後、新薬購入資金の目処もたち、他の患者達への

投薬も始まる。患者全員が例外なく目覚める設定は奇跡

的。目覚めた患者は、まるで玉手箱を開けた浦島太郎。患

者の中には、家族も失い自分は老人、ペテンにかかった

気分と、喪失感を抱く者もいた。 

一方、レナードは病院で出会った美しいポーラに一目

ぼれ。一人で外に出たいと病院に申し出でるが認められ

ず、無理やり出ようとして収監される。病院の方針に憤慨し

たレナードは自暴自棄になり、痙攣症状も現れ始める。そ

の後、檻から出されたレナードは、他の患者のために自分

を実験台に症状を記録するようセイヤーに頼む。そして、

闘病の末、治療を断念する。 

意を決したレナードがポーラに別れを告げると、ポーラ

はレナードの手を引きよせ、ラストダンスを始める。ランデ

ィ・ニューマンのピアノ（Dexter's Tune）の優しい音色が２

人を包み込み、静かな時が流れていく。私がこの映画の中

で一番好きなシーンだ。 

本作を「新薬の臨床試験記録のドラマ化」と解釈すること

もできるが、人間同士の交流にフォーカスを当てており、切

なくも心温まる人間ドラマに仕上がっている。 

セイヤーの病気に挑む純真な想い、レナードの治療に

貢献したい純真な想いが、精神病患者の隔離施設を、患

者とともに病状改善に挑む理想の医療施設へと変えていく

展開は、観客の心を打つに違いない。 

セイヤーを演じるのはロビン・ウィルアムズ。持ち味を生

かし、仕事に一途であるがそそっかしい、優しい心持ちの

医師を熱演した。スーパーマンでおなじみのクリストファ

ー・リーブの息子の後見人であり、チャリティー活動にも力

を入れる、情け深い人である。 

レナードを演じるのはロバート・デ・ニーロ。目覚めた時

のあどけない子供の表情や、病人の演技は圧巻。痙攣症

状の演技はリアルで、今でも頭にこびりつき離れない。徹

底した役作りが有名なデニーロ、「ゴッドファーザーPartⅡ」

ではシチリアに赴き完璧なイタリア語をマスター、「レイジン

グ・ブル」では体を絞り鍛え上げたボクサーを演じた後、老

人を演じるために 20 キロ増量、「アンタッチャブル」ではア

ル・カポネを演じるために頭髪を抜いた。体を張って臨む

デニーロには敬服する。本物の役者である。  （マリリン） 

 

＜作品ノート＞ 

原題： Awakenings 

監督： ペニー・マーシャル 

出演： ロバート・デ・ニーロ、ロビン・ウィリアムス 

1990年 アメリカ 

マリリンのオススメ 間違いないこの１本 
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稲門祭の詳細は下記サイトで。

http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html 

 

 

今年度の 85 年次稲門会の

総会・懇親会は、稲門祭＆

早大ホームカミングデーと

同じ日に開催いたします。 

稲門祭には昨年と同じく

“チョコとん復活プロジェ

クト”で模擬店参加します。 

１日で２度楽しいこの機会

に、心の故郷たる我らが母

校の常盤の森へ、足を運ん

でみませんか。 
 

http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html
http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html
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今年はＷ８５の２大イベントを同日開催！ 
 

昨年の稲門祭で想定外の大評判。全国「チョコとん」ファンの声に応え､今年もやります！やらせてください！ 

＜営業時間＞ 10月 21日（日） 10：00～16：00（予定） 品切れになり次第､店じまい 

＜出店場所＞ 早稲田大学 早稲田キャンパス内 

スタッフとして参加をご希望の方はメールでお問い合わせください。  本会事務局 info@waseda85.com 

＜日時＞ 10月 21日（日） 17：30～19：30 （受付開始 17：00） 

＜会場＞ 高田馬場「カフェ コットンクラブ」 http://tb.cafecottonclub.com/ 

   ℡.03-3207-3369  東京都新宿区高田馬場 1-17-14陽栄ビル（高田馬場歩 3分） 

＜会費＞ 事前振込 6,000円  当日払い 7,000円 

    同伴者は 1人 3,000円（事前､当日とも）、小学生以下は無料 

＜振込先＞ みずほ銀行 早稲田支店（普）２２５７９５４ 

     口座名：1985年次稲門会（1985ネンジトウモンカイ） 

     お振込みは 10月 10日までにお願いいたします。 

＜お申込＞ 本会ホームページの申込フォームから出欠をご連絡ください 

1985年次稲門会 http://www.waseda85.com/ 

＜お問合せ＞ ご要望､ご質問はメールにてお送りください。 info@waseda85.com 

 

稲門祭のあとは馬場に移動して、本年度総会さらに懇親会へとなだれ込む！ 

 

Discount T icket 

本紙をご持参の方には下記特典があります。 

①稲門祭W85屋台で 生ビール＆チョコとん 半額！ 

②「コットンクラブ」の懇親会が 当日でも \6,000！ 

mailto:info@waseda85.com
http://tb.cafecottonclub.com/
http://www.waseda85.com/
mailto:info@waseda85.com

