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 《 世代・地域を超えた交流の場を 》 

 
なぜだか近頃、欲しい物がない。買い物をしても、生活や仕事に必要だから購うだけで、別に欲しくて買うわけでは

ない。本なども、ちょっと目についても「どうせ面白いんでしょ。別に読まなくてもいいや」と心の中で呟いている…。 

しかし、「あったらいいな～」と思うものがないわけではない。稲門会員用の社交施設である。 

早稲田の社交クラブとしては「永楽倶楽部」が有名であるが、わが国で最も由緒正しい社交クラブのひとつだし、永

田町だし、なんだか敷居が高い。もっと居酒屋に行く気軽さで使える会員用の社交場が欲しいよ～～。 

慶応大学には帝国ホテルの地下に東京三田倶楽部がある。慶応 OB の方に連れて行ってもらったことがあるが、

気安い雰囲気で、料金も安く、なかなかよい感じであった。 

早稲田や高田馬場はちょっと不便なので新宿がいい。仕事の帰りに一人で寄っても、支配人だか大将だかが、「い

らっしゃい。同期の人来てますよ」などと言って、早稲田の仲間を紹介してくれたりするのである。チョコトン、チーメン

も置こうか。初見の客同士が早稲田の話題で盛り上がる。サークルの OB 会や各種会合などのセッティングも簡単。

年次会や地域稲門会の垣根を越えた交流。思いがけない人との思いがけない出会いや再会がある。 

「つれづれなる日、思ひの外に友の入り来て、とり行ひたるも、心慰む」（兼好法師）。 

85年次会でやりませんか。                                               （法 M.F） 

85 年次稲門会の

会合。ほぼ同じ

年 の は ず な の

に、こうしてみる

と、世代の壁を超

えた集まりにも見

える？ 

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、連絡網の丌十分さが会の運営

に影を落としています。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/ 

http://www.waseda85.com/
http://www.waseda85.com/
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【新石垣空港開港記念試合  

観戦ツアーに参加して】  

山岡裕基子（一文）  

 ３月９日(土)に沖縄県石垣島にて、新空港開港および

早慶戦 110周年記念事業として行われたオール早慶野球

戦を観戦してきました。 

はるばる飛行機で応援に駆けつけたＷ85 稲門会のメン

バーは７名。夏のような青空の下、応援部員のリードでスタ

ンドの盛り上がりも早稲田が断然上！暑い日差しに負けな

い熱い応援で、現役ＯＢ交えた選手達にパワーを与え、早

稲田を勝利に導くことができました。沖縄をはじめ全国から

集まった校友と共に、肩組み歌った『紺碧の空』には、距

離や時間を超えて早稲田の絆を感じました（写真①②）。 

試合後は、早稲田と慶應の両校の野球部選手や、両校

応援部、校友が一同に会した懇親会に参加し、地元の泡

盛やフレッシュジュースで乾杯！③は、今年度の応援部

主将を囲んでの一枚です。 

さて、時間は遡りますが、試合前日に到着した私達は、

石垣牛を堪能した後、総長の鎌田薫先生を囲む懇親会に

参加しました（④）。今回のツアーをお世話して頂いた沖縄

ツーリスト社長の東良和さんや、沖縄カヌチャリゾート社長

の白石武博さん、ホテル日航八重山の橋本誠一郎さん、

星のや竹富島の佐久本盛充さんなど、世代を越えた同窓

の方々と出会い、早稲田を肴に話の花が咲きました。 

試合翌日は、レンタカーで石垣島を走破。訪島歴 30 回

近い小寺会長のご案内で、石垣島をワイルドに満喫しまし

た。限りなく美しい海の眺望をバックに写真を撮り（⑤）、現

地の 100 円ショップのゴーグルでシュノーケリングをして美

しい熱帯魚と珊瑚礁に触れ、一般には入れない牛の放牧

地の悪路を走って子牛達に遭遇し、安くてボリューム満点

 

 

 

 

 

 

 

 

のおいしい店でランチ。最後は、女性陣はお買い物へ、男

性陣は竹富島ミニ観光へ。名残惜しくも楽しい一日でし

た。 

今回、応援部チアリーダーで代表委員主務を務める娘

が参加するということもあり、急遽このツアーに飛び入りで

参加させていただいたのですが、本当に濃く充実した旅で

した。出会いに感謝！このご縁を大切にしていきたいと思

っています。  

早慶戦 110 周年記念 オール早慶戦 in 石垣島 観戦記 

早慶戦 110 周年にあたる今年の「全早稲田 vs 全慶応 野球戦」は、３月９日に沖縄県石垣島で、新石垣空港開港記念

イベントとして催されました。石垣島は早稲田大学第７代総長である大濱信泉（おおはま･のぶもと）先生の出身地。 

ワセダゆかりの地で勝利の美酒に酔うべく、メタ穂会から７名の会員が応援に駆せ参じました。 

① 右
か
ら
３
人
目
、
「
Ｅ
」
の
パ
ネ
ル

を
持
っ
て
い
る
の
が
山
岡
さ
ん
の

ご
息
女
・彩
夏
さ
ん
（政
経
４
） 

②
右
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３
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目
が
彩
夏
さ
ん 
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【石垣島オール早慶戦  ずっこけ軍遊記】 

文責  コンカーツ・スズキ 

３月８日午後１時頃、ワセダを勝利に導くべく集められた

７人の最高軍事工作員のうち６名が、石垣島に旅立つため

羽田空港に結集した。アサダーＫおよびＳ、コデラート・ヒ

ゲ、モリモリ・ツジムラー、キャン・ヤマオカー、コンカーツ・

スズキである。すでに秘密工作員エーッコ・マリリンは先に

作戦準備すべく前日より現地入りしている。 

集合してすぐ我々は空港のレストランにて作戦会議。生

ガソリン注入。しかしアサダーＫだけは、レンタル爆撃機操

縦のため軽油のみ。コンカーツ・スズキはすでに赤ハイオ

ク注入。モリモリ・ツジムラーもつられて生ガソリン連続注入。

装甲が赤色発光する。 

 

輸送機を降りいよいよ現地入りした我々がまず目撃した

のは、すばらしい南国の風景と暑い気温。これからの作戦

の成功がいよいよ確信された瞬間であった。 

レンタル爆撃機にて、まずは軍事キャンプに到着。さす

が軍事キャンプだけあって、部屋は狭い。なんと二人用の

テントのなかに、四つのベッドを入れる特殊訓練用のキャ

ンプであった。 

そして、腹が減っては戦が出来ぬと向かったのは、石垣

島牛の焼肉ブースであった。美味い。そして、安い。 

満足した我々は、鎌田薫大元帥が到着される作戦本部

へと向かった。さんざん石垣牛軍糧をいただいたあとの食

事付作戦会議は、困難を極め、ひたすら赤ハイオクで乗り

切った。鎌田大元帥からは、お褒めのお言葉を頂戴した。 

 

次の日はついに作戦決行の日。早慶軍ともに譲らぬ大

激戦であったが、“軍歌『紺碧の空』を、誰か塁に出るまで

いつまでも連続合唱大作戦”が功を奏し、ついにわが方は

勝利した。２－０であった。 

しかし敵は、慶応軍だけではなかった。目に見えない熱

と紫外線の影響により、エーッコ・マリリンは、途中からガソ

リン注入もしてないのに、装甲が真っ赤に発光していくの

を確認した。 

 

勝利のあと、早慶戦では珍しく慶応軍との合同和解会

議の席が設けられた。両軍様々な軍人・退役軍人・役人と

の交流を続けたのち我々は、戦線を離脱した。それから、

様々な軍糧・赤ガソリン・透明ハイオクガソリンなどを注入し

たが、ほとんど記憶がない。 

 

翌日、コデラート・ヒゲの指揮により、石垣島の調査作戦

が実行された。コデラート・ヒゲは、何十回もの石垣上陸作

戦の経験があり、頼もしい限りである。 

アサダーＫの超激しい操縦にギャーギャー騒いでいた

キャン・ヤマオカーのボルテージが最高潮に達したのは、

前人未踏の海岸で突然目の前に現れた、石垣牛の群れ

に遭遇した時であった。なんとここでは海岸の牧場で石垣

牛の放牧作戦が行われていたのである。よく見るといたると

ころに牛の糞。 

ここでの遊泳作戦は、断念した。 

 

軍糧を摂った後、ついに我々は遊泳作戦を敢行した。

水はやや冷たかったが、水中を泳ぐ熱帯性の数々の魚た

ちのあまりの美しさに、我々は息を飲んだ。魚たちは、何度

も我々に攻撃を仕掛け、美しい魚に、ツンツン突っつかれ

た。コデラート・ヒゲなどは、かなり大きな魚に本気でツンツ

ンされ、かなり打撃を被った様だ。 

 

すべての作戦を終え、帰路に着いた我々は気がついた。

今回の作戦で、３日の間にほとんどすべての石垣島の調

査ポイントを攻略していたのだ。ベテラン工作員コデラー

ト・ヒゲのおかげである。しかしまだまだ攻略しきれなかった

調査ポイントもあり、是非また機会を見て、秘密工作に来る

ことを固く誓った我々であった。 

 

（編集注：コンカーツ・スズキは、鈴木紳互副会長のコード

ネーム。他の登場人物はご推察ください） 

  

③ 

④ 

⑤ 



W85＜メタ穂会＞通信   ＜行事・イベント報告＞   VOL.3-1  2013 年６月 

4 

 

 

 

 

 

 

 

【パワースポット高尾山で「メタ穂」拡大】 

小谷 清（法） 

 

あいにく小雤まじりの天気だったが、桜満開の高尾山の

自然を満喫しようとする老若男女でごった返す高尾山口駅

改札で集合し、登山口へと向かう人々をしり目に駅直結の

イタリアンレストラン「ふもとや」へ。 

鈴木副会長のはからいで大きな個室が確保され、会議

用テーブルで活動報告を中心とした幹事会を実施した後、

隣のテーブルに移りイタリアンのコースメニューで懇親会

開始。会食後に周辺散策が予定されていたため、乾杯の

ビール以降は軽めにすます予定だったはずが、いつの間

にやらワインのボトルが次から次へと運びこまれる事態

に！ 

高尾山から下りてきた人たちの疲れをいやすために店

の脇に設置されている足湯を、酔い覚ましに使わせていた

だきました。 

 

この時すでに雤はやんでいたが、満場一致で散策はパ

スし、歩いて３分のところにあるトリックアート美術館へ。美

術館と銘打っているものの、目の錯覚を利用しただまし絵

や仕掛けがいくつもある体験型アミューズメント施設で、子

供だましのようなものかと思って

いたわりには、結構楽しめました。

「超重力の部屋」では、まっすぐ

立っていられないのは、仕掛け

のせいなのかアルコールのせい

なのか判然としなかったりもした

が、コスプレに興じるメンバーな

どもいて、ほろよい機嫌のわれら

一団は十二分にトリックアートを

満喫したのでした。 

 

 ミシュラン三つ星の自然あふれる高尾山のふもとまで

行きながら、さんざん飲んで食ったあげく徒歩３分圏内で

行動後、解散した我々の活動は、まさに我々の会の名前

を象徴するものと言えましょう！ 

（その後、一部有志は都内某所の焼肉屋でさらにメタ穂

活動を継続したのでした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春の拡大幹事会 開催報告 

去る３月 30日の日曜日、わが 85年次稲門会の春の拡大幹事会が開催されました。 

今回の会場となったのは、今や世界的観光名所となった高尾山（八王子市）。 

東京の西郊外まで押しかけて、メタ穂会の名を高めてきました。 
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【バグパイプの音色にのって】 

副会長 朝田思乃（教育） 

2013 年１月 25 日（金）の夜、40 名の参加者を得て、85

年次稲門会の新年会が、東京・京橋で開かれました。 

同期の高田潤潤さん（二文）がオーナーの「京橋ダイニ

ング BUBU（ぶぶ）」での開催。 

トピックは、同じくわが同期で日本人初のバグパイプ奏

者・加藤健二郎さん（理工）の力強い演奏。独特の衣装に

身を包み、颯爽と加藤さんが現れ演奏が始まると、しばし

場が陶酔状態に。 

普通、音楽は「人を集めて聴かせるもの」という認識があ

ると思いますが、実はこのバグパイプ、「人を集めることの

できるもの」だそうなんです。１キロ四方にも音色の広がる

バグパイプの音を頼りに、人が集まってくる。まさに「人をつ

なぐ」楽器なんですね。 

その通りに、75年次の先輩や、初参加の同期も迎え、楽

しい会になりました。 

Ｗ８５、いいスタートです♡ 

 

 

バグパイプ奏者加藤さん自ら撮影した、最も盛り上がったシーン

の動画が You Tubeでご覧になれます。 

http://www.youtube.com/watch?v=UvaB1-VClU0 

 

  

新年会 開催報告 
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【早慶レガッタ応援記】 

    松野真一（理工） 

 

４月２１日（日）、

隅田川で行われた

早慶レガッタを観戦

しました。午前中は、

激しい雤に加え、冬

に逆戻りしたかのよ

うな寒さでしたが、

幸いにも我々メタ穂

会が観戦した午後

には雤が上がり、大

会は大いに盛り上

がりました。 

 

 

まずは、第二エイトの試合です。個人的には、非常に力

をこめて応援した試合でした。クルーたちの想いとしては、

全員が「対抗エイトに出たかった」といった「悔しさ」と、「自

分たちが頑張ることで対抗エイトもやってくれるだろう」とい

った「願い」と、「第二エイトといえども早慶戦は早慶戦だ」

といった「誇り」と、様々な想いを胸にしたレースだったと思

います。そんなことを考えると、早稲田のみならず慶応のク

ルーにもエールを送りながらの観戦となりました。 

レースは、まさに手に汗握る大接戦で、我々が観戦して

いる桜橋の通過時点ではほぼ同時、最後の最後に慶応を

振り切って、1/3挺身差での勝利でした。 

 

そして、メインの対抗エイトです。今更ですが、今年はス

タート地点を変更して、レース距離の延伸をおこない、

3,750ｍとなりました。スタートからゴールまでの 14 分間前

後のうち、我々が

目にすることがで

きるのが、せいぜ

い最後の 2～3分

間、あとは観客席

のスピーカーから

流れてくる実況に

よってレースの状

況を把握するし

かありません。 

最初は「慶応リード、早稲田くらいつく」の連呼でしたが、

だんだん「慶応リード」の連呼が続き、我々の視界に入った

ときは、素人目にも「これはヤバイ！」といった状況でした。

 

結果は、残念ながら７挺身差で敗れました。ガッツポー

ズを見せ、喜びを爆発させる慶応のクルー、涙する早稲田

のクルーと対照的なシーンが今でも目に焼き付いています。

しかしながら、ボートのシーズンはまだ幕開けにすぎず、こ

れを糧に今シーズンを頑張って欲しいと思います。 

 

観戦後は、朝田幹事長をはじめ、地元の目崎さん、宮

本さんら数人が合流。いかにも「浅草、下町」といった風情

の飲み屋で残念会？を開催。今回は、観戦者＋懇親会参

加者で計 8名の参加でした。 

幹事の田中さん、ご苦労様でした。 

これから、野球を始め様々なスポーツイベントがあります

が、スポーツ観戦好きの方々、是非これを機会に新会員を

誘って、会員の数を増やしていきましょう。 

４月スポーツ観戦企画 開催報告 
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＜最終話＞ 

小谷清（法） 

北京で１年半生活したが、東京で手に入るものは基本

的に何でも手に入り、生活上不便を感じることはなかった。

手に入れたいかどうかは別にして、北京にあるけど東京に

ないものを挙げてみると―。 

 

ケンタッキーのカツカレー 

外食好きな中国人にはファストフードは受け入れられや

すいようで、北京でもマクドナルド、ケンタッキー、吉野家

は至るところにある。基本メニューは日本と変わらず、一部

中国人向けにアレンジしたメニューがある中で、異彩を放

っているのがケンタッキーのカレーライスだ。チキンカレー

はまだしも、ビーフカレー、カツカレーとなると「ここって本

当にケンタッキー？」と思わずにいられない。お味は・・・、

と言いたいところだが、残念ながら実際に食べる機会はあ

りませんでした。 

 

 

北朝鮮大使館 

中国にとって北朝鮮は重要な同盟国であり、北京の一

等地に大使館がある。去年のミサイル発射の時も、日本政

府は北京の大使館経由で抗議してました。 

 

 

ナンバープレートなしで公道を走る車 

中国も急速に車社会に突入しており、北京では渋滞緩

和のためナンバープレートの下１ケタによる交通規制を行

っている。例えば、下１ケタが１、６の車は月曜日は市の中

心部を走ることができない。このような中で目につくのが、

ナンバープレートを付けずに走っている車が結構あること

だ。新たに車を買った人が、ナンバープレート交付を待ち

きれずに乗り始めているらしく、法律上は認められていな

いはずだが、取り締まられているのを見たことがないので、

事実上はお目こぼしされているようだ。プレート交付までの

期間限定とは言え、規制や法律をあざ笑うかのように街な

かを疾走する姿は中国人の感覚では「カッコイイ」のかもし

れない。 

 

一人で散歩する飼い犬 

犬は中国では食材のひとつでもあるが、生活水準の向

上に伴い都市部ではペットとして犬を飼う人が増えている。

日本と大きく違うのはリードを付けずに犬を散歩させる人が

極めて多いということだ。日本の常識からすると危なそうだ

が、人に飛びかかったり、犬同士が吠えあったりする様子

は見たことがなく、意外とよくしつけられているようだ。基本

的には飼い主の近くを歩いているのだが、中にはマイペー

スの犬もいて、飼い主がすっかり先に行ってしまっている

のに一人で悠々と歩いていたりする。人様の自由がまだ制

限されている中で、お犬様は自由を謳歌しているようだ。 

 

 

編集子注 

小谷さんは昨年末、北京での勤務を終え（当通信編集とし

ては残念なことに）、国内勤務となりましたが、今でもグローバ

ル・ビジネスマンとして日夜世界を飛び回っています。彼我の

カルチャーギャップを気づかせる新たな連載に期待しましょう。 

 

 

ユニクロのフロアガイド。ず、 

原稿を募集しています 

「W85（メタ穂会）通信」は、年４回（季刊）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 みずほ銀行 早稲田支店 

口座番号  普 ２２５７９５４ 

口座名称 １９８５年次稲門会 

（１９８５ネンジトウモンカイ） 

mailto:info@waseda85.com
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≪紙の上のロードショー≫ 

 

 

Reel＃10「アルゴ」 

2013年明け早々、アルジェリアで人質事件が発生した。

１月 16 日、イスラム武装勢力がアルジェリアの天然ガス精

製プラントを襲撃し人質を拘束、４日間で日本人含む70人

近くが死亡した事件である。政情が不安定な地域での職

務は、危険と背中合わせである。突如、囚われの身となり、

逃げる術のない状況に置かれた時の恐怖心と絶望感は計

り知れない。だれもが生きて帰れるのは奇跡であることを知

っている。 

中東、北アフリアにおけるテロ、人質事件は、現在も

脈々と続く社会問題である。それ故、イランのアメリカ大使

館人質事件が起点の「アルゴ」は、歳月を経ても色あせず、

ニュースであり続ける。「アルゴ」は第 85 回米アカデミー賞

の作品賞、脚色賞、編集賞を受賞。作品賞は、ミシェル・

オバマ大統領夫人が、ホワイトハウスから中継で発表した。

「アルゴ」の内容が反イラン的であるがため、米国内では夫

人の登場を疑問視する声も上がったようだ。アカデミー賞

は米国映画賞の最高峰でメディアの露出度が高い。それ

故、国家間の軋轢の上に成り立つ作品が受賞すると、国

家間感情をこじらせる要因になりかねない。案の定、イラン

は『アルゴ』の受賞におかんむり。CIA 工作員を英雄として

描く一方で、イラン人を非道な国民として描いた製作者に

対し、非難轟々である。 

あなたはイラン米国大使館人質事件をご存知であろうか。

1979 年１月、ホメイニーを指導者とした反体制勢力はイラ

ン革命を起こした。革命は成功し、パフラヴィ元国王は、諸

国を点々とした後、癌治療の名目でアメリカに入国した。カ

ーター元大統領は、イラン新政権との軋轢を危惧し、元国

王の入国要請を退けようとしたが、結局、人道的見地から

入国を認めた。ホメイニーはアメリカを敵視、そして 11 月４

日、アメリカに反発したイスラム法学校の学生らがテヘラン

にあるアメリカ大使館を占拠、駐在員 52 名を人質に元国

王の身柄引き渡しを要求し、1981 年１月 20 日解放までの

444日間、駐在員を軟禁した事件である。 

「アルゴ」のテーマは、アメリカ大使館が占拠されたとき

カナダ大使邸に逃げ込んだ米国大使館員６名の救出だ。

大使館員らを、架空の SF映画『アルゴ』のカナダ撮影チー

ムのクルーに仕立て上げ、身分を偽って出国させるという、

奇想天外な実在の CIA 極秘作戦をフィルムに再現した。

作戦が失敗すれば命はない。されど、潜伏中の６名が革

命防衛隊に見つかってしまったら公開処刑である。革命防

衛隊は、子供を使ってシュレッダーで裁断された大使館員

の顔写真の断片を貼り合わせ復元している。出国が先か、

復元が先か、ハラハラドキドキ、手に汗握る、時間との戦い

に、あなたはスクリーンから目が離せなくなるであろう。 

 

CIA 工作員のトニー・メンデスは、『アルゴ』を本物の映

画に見せかけるアイテムをぬかりなく整える。イランを撮影

地にした脚本、大物プロデューザー、特殊メイクの第一人

者、ハリウッドの事務所、絵コンテ、名刺、ポスター、大々

的な記者発表…と準備を完了させ、イランに入国した。カ

ナダ大使邸では、出国審査と検問にパスさせるために、６

名に各自の役どころを教え込み、テヘラン市内のバザー

ルへロケハンにも行った。ところが出国前夜、CIA本部から

作戦止命令が下る。作戦が失敗した場合のイランによる制

裁を懸念しての決定である。命令撤回を求めるものの叶わ

ず意気消沈したトニーは、無言のままホテルに戻り、ウィス

キー片手に一夜を明かす。そして迎えた当日朝、CIA 本

部に作戦強行を宣言。捨て身の行動で上層部を揺り動か

し、幾多の危機一髪をくぐり抜け、出国に成功する。 

監督・主演のベン・アフレックは、インタビューで「当時の

雰囲気をリアルに再現することにこだわった」と答えている。

CIA 公式サイトのアントニオ・J・メンデス（トニーのモデル）

の記事を読むと、映画の方が史実よりスリリングでドラマチ

ック、観客を飽きさせないよう脚色していることが分かる。 

アフレックは俳優、脚本家、監督、プロデューサーと４足

の草鞋をはく40歳、大物美人女優と浮名を流してきたモテ

男である。1972年カリフォルニア州バークレー生まれ。12

歳のとき小学校教師の母と弟ケイシーと共にマサチューセ

ッツ州ケンブリッジに移住。母子家庭で育ち、大学では中

東情勢を専攻した。 

８歳の時、近所に住むマット・デイモンと知り合い、彼と

共同で書いた「グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち」で

1988年アカデミー賞・ゴールデングローブ賞の脚本賞を受

賞。2007年には、「ゴーン・ベイビー・ゴーン」で監督デビュ

ー。2010 年に監督 2 作目の「ザ・タウン」が好評を博し、監

督３作目の「アルゴ」で、クリント・イーストウッドの足跡を追う

がごとく、俳優出身の監督として揺るぎない地位を確立し

た。「アルゴ」の製作には、「ER 救命治療室」、「オーシャン

ズ」でお馴染みのジョージ・クルーニーも参加している。 

     （マリリン） 

原題： Argo 

監督： ベン・アフレック 

出演： ベン・アフレック、ブライアン・クランストン 

2012 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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稲門グッズを買って母校を応援しよう！ 

今年の「総会」「稲門祭」は連続開催したい！ 

 
決定！ 

遠くからおいでになる方も「総会・懇親会」「稲門祭」どちらもお楽しみいただけるよう、稲門祭の前日に総会を

開催すべく鋭意調整中です！ とりあえずスケジュールは両日押さえておこう！ 

稲門祭記念品の収益は全額｢校友会奨学金｣に当てられます。 

また、わがメタ穂会が交友会から補助金を交付されるのに、｢記念品 10万円以上の購入｣が要件となっています。 

ネットでも店頭でも、グッズ購入の際は必ず、所属稲門会は｢1985 年次稲門会」とお書きください。 
画像をクリックすると
稲門祭公式サイトに 
リンクします 

http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html
http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html
http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html
http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html
http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html
http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html
http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html
http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html
http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html
http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html
http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html
http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html
http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html
http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html
http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html
http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html
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2013夏企画のお知らせ 

「ブラタモリ」プロデューサーから まち歩き の楽しさを学ぶ 

「ぶら早稲田」 
 

NHK「ブラタモリ」の制作をされていた尾関憲一プロデューサーに、「まち歩き」を番

組にした経緯や、制作過程で得た「まち歩き」の面白さ等についてお話をうかがい、

懐かしい早稲田を実際に歩きます。「まち歩き」の後は早稲田の名店で懇親会を。 

 

平成 25 年７月20 日（土） 

13：00～14：30   講演会 ｢ブラタモリ｣の制作や番組を通じた｢まち歩き｣について 

（12：30開場）    早稲田奉仕園 Ｙｏｕ-Ｉホール 

新宿区西早稲田 2-3-1  03-3205-5411 

14：45～16：00   まち歩き  早稲田界隈を歩きます 

16：00～18：30   懇親会  高田牧舎 ごぞんじ早大南門正面の老舗洋食店 

新宿区戸塚町 1-101  03-3202-2376 

≪お申し込み≫ 

1985 年次稲門会のホームページ http://www.waseda85.com/ の申込フォーム  または 

Facebook（｢メタ穂会 W85｣グループ）より参加をご登録ください。 

HPも Fb も面倒な方は担当・辻村 tsujimura@waseda85.com まで参加メールを下さい。 

懇親会のみ有料、事前振込 5,000円（当日支払 6,000円）です。 

６月 28日までに下記口座へ氏名が分かるようにお振り込みください｡（手数料は参加者負担） 

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） 

■講師 尾関憲一さん（49） 

ＮＨＫ制作局 

エンターテインメント番組部 

チーフ・プロデューサー 

 

昭和 63年 早稲田大学教育学部国語国文学科卒業 

同年ＮＨＫ入局 番組制作局ファミリー番組部、広島放送局、 

衛星放送局などを経て現職。 

●これまでの主な担当番組 

｢ブラタモリ｣｢天才てれびくん｣｢ＢＳマンガ夜話｣｢迷宮美術館｣ 

｢熱中時間～忙中趣味あり～｣｢東京カワイイ☆ＴＶ」など。 

●４月に初の著書｢時代をつかむ！ブラブラ仕事術｣(フォレスト 

出版)を上梓。 

 

 

 

 

 

早稲田学報 2013年６月号で尾関さんが特集されています。 

http://www.waseda85.com/
mailto:tsujimura@waseda85.com

