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今号の巻頭言    藤巻 準（法） 

 

この４月から職場が大阪になった。業務上の守備範囲は、静岡以西の西日本エリアだ。範囲が広いので当然、

出張も多い。本社への出張も含めると週に２回は出張する。４月は１週目：岡山１泊、東京日帰り、２週目：

高松１泊、３週目：岡山日帰り、東京２泊、４週目：熊本１泊、岡山日帰り、といった感じだ。 

入社以来営業系、しかも全国対応の仕事が中心とあって、もともと出張は多かった。新入社員で配属された

時は、お客様の工場が高崎だったので、毎週高崎に通っていたぐらいなものだが、その後、人事ローテーショ

ンで異動した先が国内最大の通信キャリア相手の営業部門だったので、全国を情報収集に回った。さらにその

後、横浜の会社に出向したり、大阪に転勤したり、キャリア向け営業から映像配信システムの営業、企業通信

の営業と異動しながら、全国各地に出張した。 

2009 年４月、札幌に転勤となった。その時点で 10 回以上出張していた札幌は、東京出身の自分には全国

で一番違和感のない街であり、いつか住みたいと思っていた場所だった。そして転勤から２年、次の人事異動

で東京に戻るかもしれないというタイミングで、大きな決断をした。会社の転身支援制度を利用して退職、そ

のまま札幌に残ることにしたのだ。その時点では次の仕事も決まっておらず、不安は大きかった。 

この決断で失ったものもあるが、代わりに得たものが大きかったと思っている。 （11 ページに続く →）

《 札幌、東京、そして大阪 》 

 

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母校への協力 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、各種イベントの収益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。総会案内は早大校友会経由でお報せできるものの、それ以外の会員相互の連絡手段が不足

しています。本会に登録されると、会員用メーリングリストなどがご利用いただけるようになります。 

どうぞ本会の公式ホームページから会員登録され、1985 年次稲門会の活動にご参加下さい。 

http://www.waseda85.com/ 
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札幌でのW85メタ穂会札幌支部

の集い。左から 2 人目が筆者。 

大阪・道頓堀 

http://www.waseda85.com/
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【新しい期の始まりにあたり】 

 会長・鈴木 紳互（一文） 

 

人間塞翁が馬といいます。終わってみるまで、何が良

かったのか、何が悪かったのか、結果を見るまでは判ら

ないことのたとえです。皆さんのお仕事、人間関係、夫

婦の間柄、家族関係、皆そうだと思います。 

この歳になってからでないとわからない、人生の深

み・豊かさ・厳しさ・・・それぞれ皆さん一通りご経験され

てきたのではないでしょうか。 

そして、そんな中に、早稲田大学のつながりである、

このW85メタ穂会はあります。現在は働き盛りであったり、

子育て真っ最中であったり、婚活中であったり（笑）そん

な忙しい毎日の中に、年次稲門会の活動はあります。 

今はなかなか忙しくてこの活動にしょっちゅう参加す

ることは難しい仲間も多いのかも知れません。ただその

厳しい中、参加してみると結果として素敵な、豊かなも

のを持ってかえることができるはずです。参加するかし

ないかで、迷っているなら間違いなく行動を起こしてみ

てください。その結果、どうなるかはまさに塞翁が馬で

す。 

ですから、行動の結果を出してみてください。行動し

なければ、結果も出ません。そしてその結果を最高の

ものとするためにも、頑張ってちょっと無理して参加し

てみてください。私たちは、同期の仲間として、いろい

ろあるけど最後に「人生最高です！」と言えるように、頑

張ろうではありませんか。 

今期もよろしく

お願い申し上げ

ます。 

 

 

＜2016 年度総会 記録＞ 

2016年９月 25日(日)、早大大

隈ガーデンハウスにおいて 1985

年次稲門会の 2016年度総会及

び懇親会が開かれ、以下の議

案が承認・可決された。 

第 1号議案 

・2016年度事業報告 ＜略＞ 

・2016年度決算報告 ＜下表＞ 

第２号議案 

・2017年度役員選任 ＜新任＞ 

広報担当： 有年義彦（教育） 

木之本敬介（政経） 

庶務担当： 藤巻準（法） 飯田美奈子（教育） 

福岡支部： 久積圭三（政経） 

第３号議案 

・2017年度（第７期）事業計画案 

1) 会誌｢W85メタ穂通信｣発行（予定） 

2) 幹事会 3,4,7,8,9月各第3木曜日開催 

役員会は適宜開催 

3) 企画 

①新年会 ②初夏企画 ③総会 ④稲門祭出店  

⑤忘年会 ※スポーツ観戦企画は春秋随時開催

（ラグビ一、レガッタ、野球など） 

4) その他 各県幹事（支部長）を配する。 

・2017年度予算案＜掲載省略＞ 

          以上

2016 年度 年次総会・懇親会 報告 

総会で挨拶に立つ 

朝田賢治幹事長 
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【メタ穂観劇会 at 歌舞伎座】 

石塚 順子（政経） 

 

４月 23日、昨年に引き続き、メタ穂会歌舞伎部会で

総見を開催いたしました。今回は新開場４周年記念と

いうことで「メタ穂」の名前も協賛に出していただき

ました。『醍醐の花見』『伊勢音頭恋寝刃（いせおんどこい

のねたば）』『一谷嫩軍記・熊谷陣屋（いちのたにふたばぐんき 

くまがいじんや）』と、見ごたえのある演目でした。出演者も

市川猿之助・染五郎という今の歌舞伎界を支える若手

の見せ場が多く、楽しんでいただけたことと思います。

（→） 

 

もちろん筋も全然ないわけではないのですが、歌舞

伎はそれよりも、各演目で一番、心の動きが描かれて

いるところを抜き出して、それをそれぞれの役者が一

体どう表現するのか、それを見るところに面白さがあ

ります。落語でも、同じ話が噺家によって違うように、

歌舞伎もそれぞれの家や役者によって、比べてみると

なかなか味わいぶかいです。（→） 

 

 

 

 

長時間ということもあり、現役世代にはなかなか歌

舞伎は縁がないとおっしゃる方もおいでですが、海外

の演劇・映画にも少なからぬ影響を及ぼした様式美は、

やはり何物にも代えがたい日本の宝だと思います。 

古典＝難しい、と思ってらっしゃる方も多いのです

が、実際は優れたエンタテイメントで、イヤフォンガ

イドを使えばすぐ慣れます。（←） 

 

私（石塚）は、大熊候ゆかりの永楽倶楽部でも

歌舞伎研究会をやっております。少人数でも、希

望があればいつでも開催したいと思いますし、そ

の他個人的にも観劇してみたい、もっと知りた

い、という方は、いつでもご連絡ください。 

 

2017 年春のイベント 歌舞伎鑑賞会 報告 
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【箱根駅伝 応援記】     山口 和男（商） 

１年の計は１月２日にあり 

“早起きは三文の得”といいます。何が嬉しくて、私を

そうさせるのか、家族のまだ寝静まった午前 4時起床…。 

おせち料理をひとりで食し、身支度をして、ドレスコー

ドの臙脂（えんじ）色をどこかにまとって、まだ外は真っ

暗の中、家を出ます。 

誰に強制されることなく、自発的に早起きして、１年の

活動をスタートさせる。不思議なことに、なぜかホントに

得をした気分になって最寄り駅へと向かっています。 

ここ数年、早稲田ラグビーの正月観戦がないのは残

念ですが、そのおかげで 1 月 2 日は、箱根駅伝の追っ

かけ隊として、どっぷりと一日、メタ穂活動を満喫してお

ります。 

東京駅～新子安駅～藤沢駅～箱根湯本駅 

まず、早稲田応援部が陣取る大手センタービル前に

集合して、メタ穂メンバーと新年の挨拶を交わし、かじか

む手でメタ穂のノボリを数本設営してスタンバイ。 

気の利くメンバーが持参してくれたホット・ウイスキー

で一息つきます。 

そして応援部とともに校歌や応援歌を合唱し、スター

ト前の士気を高めていきます。 

駅伝のスタート！一区のランナーたちがあっという間

に通りすぎていきます。 

ここからが追っかけ隊の活動開始です。ノボリを手早

く片付け持参して、足早に東京駅へと向かいます。 

行程の中継点は、新子安駅～藤沢駅～箱根湯本駅

です。観戦のポジションを決めたら、ノボリの設営、早稲

田ランナーの声援、そしてノボリを片付けて、次の行程

に向けて駅へ急ぐ。この繰り返しです。 

じっくり駅伝のレースそのものを堪能したいのであれ

ば、絶対にテレビ観戦がオススメです（笑）。早稲田ラン 

ナーを現認し、レースそのものはホンの一瞬にできごと 

なのですから…。 

しかし、われわれ追っかけ隊の意義は、「駅伝は観る

ものではなく参加するものである」なのです。 

箱根湯本駅で早稲田ランナーを声援した後は、駅伝

テレビ中継を流している喫茶店「ユトリロ」で、ビールで

乾杯して、カレーライスを食し、往路終了まで駅伝談義

に花を咲かせながらくつろぎます。 

余談ですがこの「ユトリロ」は 1 月 2 日が 1 年で一番

の書き入れどきとなっているようです（笑）。 

そして、小田原で浴びるほど美酒を堪能 

そして、場所を小田原に移し、本格的に美酒を堪能

します。当然ですが、この営みは早稲田の順位には関

わりません（苦笑）。メンバー皆、正月で気が大きくなっ

ているせいか、有名な銘柄の日本酒をしたたか堪能し

ます。“丸一日の見返りを求めない活動”に、有森裕子

じゃないけど、「自分で自分をほめてあげたい」（ちょっと

古い？）と言わんばかりに高価なお酒を呑みまくります。 

皆、酩酊して気分がよくなったら、閉会です。小田原

駅前で海産物やお菓子のお土産（家族への言い訳）を

購入して、帰路に向かうのでした。 

2017 年スポーツ観戦イベント ｢箱根駅伝｣応援記 
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報告 小谷野 幹雄（商） 

 

2016 年 11 月４日（金）、校友会ゴルフ

コンペが埼玉の久邇カントリークラブに

て開催されました。第８回となる今大会に

は、年次稲門会をはじめ、日本各地区

稲門会、シンガポール稲門会、ＮＹ稲門

会、業種別稲門会などなど 47 団体 198

名が参加。わがメタ穂会はＡ、Ｂの2チー

ムに分かれて８名で参戦しました。 

途中ホールからもスタートするショット

ガン方式によるビックイベントでした。ま

た、組み合わせは、顔見知りではなく、

シャッフルされ、初顔合わせの先輩、後

輩と同じ組で１日を過ごします。世代や

地域をこえた校友の交流ができ、とても

楽しい１日でした。 

ホールアウト後のパーティーでは、校友会代表幹事

の挨拶、高麗大学校日本校友会会長（早大校友会推

薦校友）・崔相英氏の乾杯の音頭に続き、各賞の表彰

が行われました。 

そこで予期せぬ事がおきました。団体戦の表彰式で、

われわれ 1985年次稲門会が「優勝」とアナウンスされた

のです！47 団体の頂点ですから、たいへん名誉（幸

運？ 新ペリア方式）なことでした。 

85 年次稲門会からは２チームの参加もあり、活発な

活動をしている年次稲門会であることを校友会の皆様

にアピールできたかも知れません。 

校友という絆を、今後とも大切にしていきたいと感じた

日でした。

 

【1985 年次稲門会 出場者】 

Ａチーム ： 片岡英輔／佐藤孝治／西清貴／小谷野幹雄 

Ｂチーム ： 石塚一博／台幸好／辻村義弘／朝田賢治 

【参加団体】 埼玉県支部（朝霞、大宮、桶川、川越、行田

地区、久喜、狭山・入間、志木、所沢、飯能・日高）、東京

都 23 区支部（大田、渋谷、新宿、杉並、世田谷、豊島、中

野、品川、目黒）、東京三多摩支部（国分寺、狛江、西東

京、八王子、東村山、東大和、武蔵野）、神奈川県支部

（厚木、小田原、横浜）、大阪府支部、シンガポール稲門

会日本支部、ニューヨーク稲門会東京支部、公認会計士

稲門会、不動産稲門会、不動産鑑定士稲門会、年次稲門

会（1974、1975、1982、1985、1986、1987）、ファイナンス稲

門会、ハイソサエティ・オーケストラ OB/OG 会、マンドリン

学部稲友会、高麗大学校日本校友会、幹事・専門員、大

学・校友会事務局 

祝 校友会ゴルフ大会 団体優勝！ 

第８回早大校友会ゴルフ大会 団体戦において 

85 年次稲門会Ａチームが頂点に立ちました       
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【名物の味と共に蘇るキャンパスの空気】 

保坂 浩司（社学） 

 

 昨年 10 月、ワセダマン＆ワセジョの祭典「稲門祭」に

85 年次稲門会として参加した。2012 年に初めて参加し

て以来、３回目のお手伝いだった。 

我々W85 が出店するのは、かつて西門通りにあった

「フクちゃん」という食堂の名物チョコトンとチーメンという

揚げ物を復刻した屋台である。チョコトンというのは 2 枚

の豚肉(スーパーで売っ

ている生姜焼き用の薄切

りを想像してほしい)に板

チョコを挟んで衣をつけ

油で揚げたもの。チーメ

ンはチーズメンチカツの

略(？)で、その名の通りメ

ンチカツの中にトロトロチ

ーズが入ったもの。どちら

も巷では滅多にお目にか

かれない代物で、特にチ

ョコトンは極めて珍しい。 

 もう何年も続けてやって

いるので、屋台での役割

が何となく決まってきてい

る。レギュラー筆頭は、揚げ方イケメン三浦正孝くん、商

品をカットして接客するのがスポーツ幹事田中伸治くん

である。 

その裏でひたすら地味に衣を付けているのは中島秀

憲くん、石塚一博くん、保坂浩司の早実トリオ。 

店の前でお客さんをキャッチするのは鈴木紳互会長

と石塚順子さん。この日の鈴木・順子コンビは、そのコス

プレ(？)ゆえ、おそらく学内で一番目立っていたのでは

と思われた。鈴木会長のウォーリーは本人と見紛うほど

に見事にはまっており、順子さんはコスプレというよりウ

サギ耳のカチューシャ装着のみなのだが（服は着てま

す）、その存在感は周囲を圧倒していた。<中央写真>

次回は何が飛び出すか今から楽しみである。 

その他の方々は接客や宣伝を担当するなど、参加者

全員が何かしらの役割をこなしてくれている。みんなで

楽しくやるのが我々のモットーである。 

 

 実は私にはひそかな楽しみがある。裏方といってもテ

ント裏ではなく三浦・田中コンビのすぐ後ろにいるので、

接客の風景や店の前を通る人たちの顔がよくわかる。そ

れを眺めながら他愛もない話をしつつ衣付けをするの

が実に愉快である。驚くのは何十年ぶりに見る顔が何 

 

 

気に店の前を通過することだ。その顔が通るたびに声を

かけたい衝動にかられるが、私は敢えてかけないように

している。持ち場を離れるのが嫌なのと、全体の空気感

を壊したくないからだ。 

もう昔ではない、今があって今ここにいてオレは楽し

んでいるのだと自分でも理解しがたい理由を勝手につ

けて、にやにやしながら衣付けに勤しんでいる。ちょっと

変かもしれない(笑)。 

 

 数年前にメタ穂会が発

足し、OB 会でも一目置

かれるような活発な活動

を続けている。この稲門

祭出店はその中でも非

常に大切なイベントだ。 

私自身、現役時代は

大学にはあまり顔を出さ

ず、サークルやバイトに

明け暮れた典型的な勉

強しない学生だった。そ

れにも係らず、あれから

30数年経った今、なぜこ

んなに早稲田が恋しくな

るのだろうか？白髪が増

えた頭でも、キャンパスに一歩足を踏み入れるとなぜこ

んなに気持ちが昂るのだろうか？店の後片付けを終え

単身赴任先の福島に戻る途中、いつもこの答えを模索

するのだが回答が出てこない。でも、同級生の元気な顔、

心からの笑い声、そのような素敵な空気感を満喫して戻

ってくると、不思議とストレスから解放された元気な自分

に戻っていたりする。 

また秋が楽しみになってきた。 

 

 

2016 稲門祭参加レポート 伝説の｢チョコトン｣復活 
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支部局だより  メタ穂のくにから こんばんは 
 

近畿ブロック    京都支部長・水野法隆（二文）

2015 年５月にメタ穂会の朝田幹事長がパトロールで来阪し、

梅田で飲むことになった。大阪支部長の岡崎氏、松原氏も参加

され、意気投合し、近畿ブロックを作ろうということになった。 

（写真１）  

翌 2016年２月に梅田にある近畿大学水産研究所（いかにもア

カデミックそうに聞こえるが、近大マグロを食べることができる居

酒屋）で、受験生を抱える親たちが勝手に子どもたちの未来に

ついて語った。（写真２） 

仲間を増やそうと岡崎氏と水野はそれぞれの地元の校友会と

連絡を取りつつ、朝田幹事長からの情報提供を頼りに参加者を

募った。 

11月９日に大阪グランフロントにて８人が集い、近畿ブロック懇

親会を開催した。文系理系と学部の違いこそあれ、当時を懐か

しく語り、今を熱く

語ることができた。

（写真３） 

これからも年２

回程度、集まり散

じて、また集まりて

…と、メタ穂会を

盛り上げていきた

い。 

わがメタ穂会のラベルがそのおいしさを主張する、堤酒造特製

の本格焼酎。芋、麦、米の３種類。晩酌に、パーティーに、ギフト

にどうぞ。売上の一部が恵まれないメタ穂会の資金になります。 

（写真 1） 水野、朝田、松原、岡崎 

（写真２） 松原、岡崎、水野、朝田 （写真３） 松原、山田、水野、

金子、青野、福本、髙橋、岡崎 

アルコール分25度／容量720ml／価格 麦､芋､米 各￥1,600 

製造元 (株)堤酒造 熊本県球磨郡あさぎり町岡原南390-4 

＜ご注文方法＞ 
指定の注文書(※)に送付先住所・氏名・電話番号・各本数をご
記入し、FAXで送信してください。FAX着信後、基本的に5日以内
に発送いたします。お届け日や時間指定にも対応いたします。 
代引き扱いでお届けしますので、代金は配送業者にお支払いくだ
さい。（代引き手数料\350） 
送料は、11本まで一律\540、12本以上なら送料は無料となり
ます。（南東北～関西。それ以外は別途送料を連絡いたします） 
ギフトラッピングや名前入り熨斗紙は無料サービスいたします。
FAX備考欄にその旨をご記入ください。 

FAX 045-501-4118 マルマツヤ まで注文書をお送りくださ

い。 ※注文書は「W85 稲門会 ML」ウェブサイトでダウンロードで

きます。 http://www.freeml.com/w85/file/444598 
 

メ タ 穂印 の 
謹 製 焼 酎 
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支部局だより  メタ穂のくにから こんばんは 

茨城支部 

茨城支部長・武藤博光（社学） 

 

このところ茨城県絡みの話題が盛り

上がっていて、NHK 朝の連続ドラマ

『ひよっこ』、19 年ぶり日本出身横綱の

稀勢の里、ゴールデンウイークの人出

が多かった「ひたちなか海浜公園」の

ネモフィラ畑など。 

『ひよっこ』の故郷は奥茨城村という

架空の村だけど、実際は茨城・福島の

県境にある田舎町を想像すれば納得

できる。昭和 39 年という設定は東京オ

リンピックが行われて、Ｗ85 の同期生もおぼろげな

記憶があるかもしれない。高度成長に伴い全てが

いい加減な世の中で、「ごじゃっぺ」（茨城弁でいい

かげん、でたらめの意）がまかり通る社会システムで、

今でいうコンプライアンスや個人情報保護、危機管

理などは見受けられない時代背景。 

『ひよっこ』は久しぶりの人気キャストが多く出演し

ており視聴率も良さそうで、茨城県民としてはホッと

しているが、茨城弁の指導はあまり現実的ではない

と指摘したい。ちなみに、茨城はいわゆるテレビの

放送圏域が東京圏内なので、キー局の全てのチャ

ンネルが映る特徴があり、国内で地元独自のテレビ

局がないのは茨城県だけです。 

茨城弁は、よく「なんとかだっぺ」とか言うけど、他

の地域で聞かれる方言というものはあまりない。茨

城の言葉使いが違うのはイントネーションで、僕とか

代々木編集長（茨城高校からの同級生）と話すと分

かると思うがなんとなくアクセントの位置が違うと言わ

れる。尤も代々木君は都内生活が長いから都会人

としての言葉使いになっているだろうけれど（代々

木注：そんなことはない）。因みに彼の出身は鹿行

地区の行方市で（この漢字読めるかな？ろっこう・な

めがた）、奥茨城より都心に近いけど、霞ヶ浦の畔

にあるのどかな田園地帯です。 

ネモフィラ畑は我が家から近い所にあり、外国人

が多く来場していて凄い人気を博している。茨城空

港には上海との定期路線があり、多くの中国人が訪

れるらしい。青い海と地平線に繋がるネモフィラが

絶妙なコントラストを描くという絶景だ。秋にはコキア

が赤く染まり、夕焼け時に映える景色となる。が、僕

は子供会の役員をしていた 15 年ぐらい前に一度し

か行ったことがない。 

 

食通にはなんといっても美味しいのは東京銀座に

ある寿司店「久兵衛」の東海村店。うちの近所なの

でよく通うが、この暖簾を分けてもらっているのはこ

こ１店のみで、奥さんと２人でつつましく開いている。

古希を迎える板さんが握っていたのは宮内庁御用

達の陛下の御前だそうで、蒸しエビやトロがお好み

だとの事です。ここのマグロは上物で津軽海峡のク

ロマグロを提供してくれ、大トロから赤身まで絶品だ。

雲丹は北海道産で、

わざわざ積丹半島の

神威岬や利尻島まで

行かなくとも同じ雲丹

丼が食べられる。 

連休にはうちの竹

山で掘りたての竹の

子を段ボール一杯詰

め込んで「久兵衛」に

差し入れて、それが

一品料理になる。気

になる勘定は銀座店

の３割程度かな。 

数年前に水戸・偕

楽園の観梅ツアーで

“アンコウのどぶ汁”

懇親会を行いました

が、奥茨城（正式には

北茨城市）にある横山大観の茨城県近代美術館、

五浦（いづら）の六角堂、少し離れて名瀑・袋田の

瀧を見るという『ひよっこ』の故郷巡りも情緒溢れま

すので、是非お越しください、ご案内します。「久兵

衛」で一杯やりましょう。

ネモフィラ畑（ひたちなか海浜公園の HPより） 
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支部局だより  メタ穂のくにから こんばんは 

北陸支部   北陸支部長 富山支部・真木広之（教育） 

え？支部便り?? そんなこといわれてもなぁ～～。特に活動もないし、個人的には自称早稲キチ親父なんだけど

腹はメタボだけど他にはなんもないなぁ～。スルーしようかな？と、思っておりましたら幹事の代々木さんからメッセー

ジいただきまして日々の雑感でも良いから何か…とのことで、そんじゃあ、まぁ徒然なるままに書いてみようかという

わけで、本原稿に向かっております。 

さて、わたくし畏れ多くも北陸支部長を拝命しております富

山の真木と申します。ほとんどメタ穂会の活動には参加でき

ることがありませんので、一部の方を除いて面識はございま

せん。まあ、まずはわたくしの住む富山をご紹介させていた

だきます。お国自慢と言わずに読んでやってください。 

「富山ってどこ？」「富山って金沢県？」よく学生時代に聞

かれましたよ。今でも富山、石川、福井の位置関係がわから

ないって方が多いのではないでしょうか？一昨年、北陸新幹

線が開業して、富山と東京は劇的に近くなりました。速達タイ

プの「かがやき」に乗れば、なんと 2 時間 10 分で来られるん

ですよ。思えば私が学生時代、特急「白山」に乗って信越線経由で

東京に行っていたときは 6時間かかりました。隔世の感であります。 

さて、富山と訊くと返ってくるのは「薬売り」「越中ふんどし」、これが定番なのであ

りますが、売薬さんは高齢化により激減、「越中ふんどし」にいたっては生まれてこ

のかた見たことがありません。 

まず挙げたいのは、富山といえば立山連峰でありますよ。海の間近にそびえた

つ３千 m級の山々は富山の自慢、富山の守り神であります。これを見ずして富山を

語ってほしくないのであります。右の写真を見ていただくとお分かりかもしれません

が、これだけ湾の近くに迫る３千ｍ級の連峰は世界でも珍しいのであります。 

この立山連峰から流れる雪解け水は様々な富山のおいしい味覚をもたらしてく

れます。なんといってもおすすめは白エビちゃんであります。富山湾の宝石と言わ

れましてね。丸ごとから揚げにしたり、殻をむいて刺身でいただいたり、お寿司の軍艦巻きでいただいたりします。甘

くて口の中でとろける感覚はここ富山でしか味わうことができません。地元では、よくから揚げにしていただきますが、

殻をむくのは大変なので、刺身で買うと値段が跳ね上がります。 

それと忘れちゃいけないホタルイカ君ですね。毎年春先になりますと

海岸線ではホタルイカの身投げと言われる現象が見られます。産卵の

ために富山湾にやってきたホタルイカが海岸に打ち上げられる様子で

幻想的な青白い光が海岸で見られるのであります（私自身は見に行っ

たことはない…笑）。このホタルイカ君は生でもいけるのですが、我が

家では茹でて目を取って酢味噌でいただくのが普通であります。  

あと冬には氷見の寒ブリなんかも最高でありますよ。「ぶりしゃぶ」が

最近では、すっかり有名になりましたが、ふつうは刺身か塩焼きでいた

だきます。富山の漁師町では娘を嫁に出した

ご両親がお歳暮としてお婿さんのお宅にお届

けして、お婿さんのお宅では半身（はんみ）を

お返しするという風習がございます。もちろん

我が家はそんなことはしませんでしたがね…。 

まだまだ紹介したいものはたくさんあります

が本稿はここまで、次回は私と早稲田につい

てもお話しさせていただきたいと思います。

（次号に続く）

我が家のそばの新湊大橋と立山連峰 
(富山県ロケーションオフィスのサイトから) 

雪
の
大
谷
（Lu

ckystre
am

さ
ん
の
ブ
ロ
グ

W
hat shall I c

reate
 to

day?

か
ら
） 

白
海
老(

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト 

「 
マ
ル
サ
ム
日
記
」か
ら) 

ホ
タ
ル
イ
カ
の
身
投
げ 

（北
日
本
新
聞
の
サ
イ
ト
か
ら
） 

寒ブリ（氷見市観光協会のサイト 
「きときとひみどっとこむ」から) 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490415622/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2x1Y2t5c3RyZWFtLmJsb2cuc28tbmV0Lm5lLmpwL19pbWFnZXMvYmxvZy9fYWEzL2x1Y2t5c3RyZWFtLzAxLTRjMjMxLmpwZw--/RS=^ADBWFbRiAjFcPKCsmGblEbNc_PB3Ok-;_ylt=A2RimU2FntRYFxwAVVWU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490410673/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5sb2NhdGlvbi10b3lhbWEuanAvYmxvZy9EU0NfMDA4NTEuanBn/RS=^ADB_GYknv2E4rvAn9gFmIECjYaVsV0-;_ylt=A2RCMZIwi9RY.UoAqFGU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490415916/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zaG9wcGluZy5jLnlpbWcuanAvbGliL3Nha2FuYS0zYS9rYXJhLXNpcm9lYmkzLTY0MC5qcGc-/RS=^ADBI5mGr4hLomQnD05GtTSoEe.5R_U-;_ylt=A2RCAw2rn9RY4iwAwQWU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490417140/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2hpbWktYW95YWdpLmNvbS8wMDA0MTMxLmpwZw--/RS=^ADB3ayxM1pmKjSiSL0QTHwqwqyIZgI-;_ylt=A2RCL7B0pNRYFGYAHQiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490417612/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2hpbWktYmFueWEuanAvd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTMvMTEvJUUzJTgxJUI2JUUzJTgyJThBMTEuanBn/RS=^ADBWo56yCnP8n5aUeI2i3ZvzdgdNf0-;_ylt=A2RCL5lMptRYtDUANCqU3uV7
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小谷 清（法）   

 

出張中にロンドン近郊で週末を過ごす

ことになったので、鉄道で遠出してみる

ことにした。初日の午前中にロンドンの

真西約300キロにあるウェールズの首都

カーディフを目指し、その日の夕方にイ

ギリス最南端に近い港町プリマスまで行

き１泊し、翌日ロンドン近郊に戻ってく

る計画を立て、インターネットで切符を

予約。どの行程も直通列車はなく乗り換

えが必要だが、うち１区間だけ普通車が

完売だった。イギリスは日本と違って車

両ごとに指定席と自由席が分かれている

わけではなく、座席指定ができない場合は、その場

で空いている席を見つけて座るか、立っているしか

ないため、思い切って一等車のチケットを購入した。

普通車が 40 ポンドのところ 100 ポンドだから 2.5

倍だ。 

初日に乗ったのは普通車。座席の背もたれ上部に

紙が挿しこめるようになっていて、指定済みの席に

は購入済みの区間を記した紙が挿し込まれている。

日本と同様ときどき車掌による検札があり、途中下

車した乗客の紙を差し替えたりもしていた。 

２日目の午後、プリマスからロンドンに向かう列

車でいよいよ一等車に乗り込む。座席は通路をはさ

んで一人がけと二人がけで、新幹線のグリーン車よ

りもゆったりした感じだ。１人だったので１人掛け

の席を予約していたが、座ってみておどろいたのが、

座席にリクライニング機能がないこと。最初は、レ

バーやボタンが探せないだけかと思っていたが、周

りの席を見ても背もたれはすべて同じ角度のままだ。

普通車に比べクッションも利いていて、背もたれの

角度もゆるやかで、快適性には問題ないので、こち

らはよしとしよう。 

 

 

もう一つのびっくりは、座席の向きが変えられな

いこと。インターネットでチケットを予約した時に、

「前向き」と「後ろ向き」という選択肢があり、普

通車ならあり得るとしても、一等車まで本当に固定

座席なのかは実際乗るまで半信半疑だった。初日に

乗った普通車は、基本的に「車両の前半分は前向き

で、後ろ半分は後ろ向き」というつくりだったが、

一等車はボックス席のような感じでテーブルをはさ

んで対面するつくりになっている。この日の一等車

は乗車率 50％以下だったので、家族連れらしき人を

除けば後ろ向きに座っている人は見なかったが、一

等車料金を払って、知らない人と向い合わせで、し

かも「後ろ向き」というのは日本ではあり得ない話

だろう。 

ちなみに

ネット予約

のデフォル

トは「どちら

でもいい」に

なっていま

すので、読者

諸氏におか

れましては、

進取の精神

で「前向き」

を選択され

ることをお

すすめいた

します。 

 

 

 

一
等
車
の
後
ろ
向
き
一
人
が
け
シ
ー
ト 

 

中に見えるのが対面シート 

 

電化されてないので、先頭車両は気動車 
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2017 年夏、今年も隅田川花火大会が開催予定です。 

浅草駅から数分、花火を見るのに歩き回ることなく、 

ゆったり過ごせる絶好のロケーション。 

第一会場も第二会場も見える場所をご用意いたしました。 

夏の風物詩を楽しみたい方、是非お越しください。ビール、チューハイ、ソフトドリンクなど飲み放題、 

軽い料理あり。早稲田の先輩（56年政経卒）の自宅で、夏の一夜の思い出でも語り合いましょう。 

 

７月２９日（土） 17 時半から 18 時 までには下記会場に集合 

浅草・吾妻橋と駒形橋の中間地点「荒一郎 邸４階（台東区雷門 2-1-9） 

銀座線浅草駅 4番出口／都営浅草線浅草駅 A3出口 

会費：１人 2,000円程度 お好きな飲みもの、食べたいもの、持ち込み自由 

申込：下記いずれかの方法で ・氏名 ・連絡先 ・人数 ・学部 をお知らせください。 

① メール info@waseda85.com 

② Facebook メタ穂会グループ イベント参加申し込み  

問合せ：080-4296-1375 飯田 美奈子まで。 

申し訳ありませんが、希望者多数の場合は先着順とさせていただきますので、早目のお申し込みをお願いいたします。 

 
 

 

＜P1の「巻頭言」より続く＞ 

金銭的には、退職金を割増しで貰えたとはいえ、生涯収入は少なくなったろう。しかし 26 年間勤めた組
織から離れ、転職を繰り返すことによって、少しずつ自分が変わっていった。以前は大きな組織の中で指示
待ちや上司の顔色を窺いながらの仕事が多かったが、自ら考え行動するようになったと思う。50 歳を過ぎ
てからも成長できる。偶々だが、今勤めている会社の今年のスローガンが「昨日の我に今日は勝つべし」で
ある。２社目で配られた本にも似た言葉が載っている。「他者との相対評価には意味がない。昨日の自分より
今日の自分がどれだけ成長できているかが大切」。肉体的には衰えていくが、死ぬまで成長し続けたい。 

そして交友関係。仕事以外の知人が札幌にいなかったので、退職後、知り合い作りのために二つのことを
行った。まずカルチャースクール。受講生同士仲良くなるには酒好きが多い方がいいだろうと思い、日本酒
の講座を選んだ。生徒同士では講座終了後２回ほど集まっただけだが、この縁で飲食業界の方々と知り合い、
日本酒ナビゲーター、焼酎ナビゲーターの資格取得につながった。二つ目が札幌稲門会への参加だ。初参加
のパーティーで隣り合ったのがやはり初参加の同期だったことから、彼と時々会うようになり、そこからメ
タ穂会札幌支部に参加するようになった。月１回のすすきの巡回、そして東京に戻ってからは、正月の箱根
駅伝に始まり、アイスホッケー、レガッタ、野球、ラグビー等の応援。 
昨年は高１以来、夏の西東京大会で母校の応援にも行った。 
30 数年ぶりに再会した高校時代の友人や、それまで一面識もなかった 
大学の同期と応援し、勝っても負けても杯をかわす。楽しい日々である。 

そして、この４月から職場が大阪に。早慶レガッタに行けなかった。 
５月の太鼓イベントも行けない。７月の花火は行きたいが…。でも大阪 
にも仲間がいる。稲門会大阪府支部と大阪稲門倶楽部というのがあるら 
しい。だが、まずはメタ穂の大阪支部から始めたい。 

大阪支部の皆さん、はじめまして！よろしくお願いします！ 

 

2017 
夏企画 
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1985年次稲門会最大の行事「総会＆懇親会」を開催いたします。 

今年で早や９回め。親睦を深めていただける絶好の機会です。 

同期の友人やご家族をお誘いのうえ、ぜひご参加ください。 

青春を過ごした懐かしい学舎に帰り、楽しく語らいましょう。 

 

日時 2017年１０月１日（日） 

正午 ～ 午後２時（午前11時30分より受付） 

会場 大隈ガーデンハウス ３Fカフェテリア 

早稲田大学 大隈庭園横（東京都新宿区早稲田鶴巻町538-13） 

会費 会員  事前振込 6,000円  当日払い 7,000円 

同伴者 3,000円（事前､当日とも）  小学生以下無料 

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ﾈﾝｼﾞﾄｳﾓﾝｶｲ) 
 

● 出欠のお申込みは下記のいずれかの方法で９月２１日(木)までにお願いいたします。

＜メール＞ info@waseda85.com（出欠、氏名、学部、連絡先、同伴者名、支払方法を明記） 

＜FAX＞ 下の申込書を、1985 年次稲門会事務局＜㈱小野商事内＞ 03-5912-5346 へ 

 

 

 

1985年次稲門会事務局（FAX 03-5912-5346） 行 

 

1985年次稲門会 2017年度 総会・懇親会に 出席する・欠席する（いずれかに○） 
 

お名前                    学部                     

 

ご連絡先(電話､メール等)                                   

 

ご住所                                           

 

ご同伴者のお名前とご関係                                  

 

参加費のお支払い      事前振込(上記口座へ)     当日支払 

 

通信欄 

mailto:info@waseda85.com

