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《 早稲キチ冥利 》
今号の巻頭言

真木 広之（教育）

わたくし早稲田にあこがれを抱いたのは高校
生の頃、はるかに場所も学力からも遠い学校で、
校歌は「都の西北～～～♪」くらいしか知らなく
て、バンカラなイメージが好きだなぁぐらいな感
じで、自分がいける大学とは、とてもとても思え
ませんでした。なんせ特に勉強ができたわけでは
なくスポーツもできませんでしたので、
「ま、いけ
る大学にいきゃいいや」と思っていました。
ところがそんな甘ちゃんの私を入れてくれる
大学なんてひとつもありませんでしたよ。「なん
とかなるさぁ～」くらいにしか受験を思っていま
せんでしたから…。東京に行って親類の家に泊ま
上は氷見市での早大応援部夏合宿
って受験に臨んだのですが、同い年のいとこと東
の成果発表会で、ＦＢ友のＫさん、
Ｎ先輩と。中央が筆者。右写真は
京を満喫して遊び、頭は空回り、東京にいること
当時の応援部中谷主将と。
だけで心がドキドキ…ポーーーーでしたので、当
然のごとくすべり止めにまで見事に不合格…。長い浪人生活が始まりました。
一年目、富山の予備校に通って「浪人したからには早稲田を目指そう！」と思
いました。その予備校で講師のＫ先生と出会いました。Ｋ先生の授業はいやはや
面白くてみるみる英語の力が伸びてきました。遠い早稲田の背中が見えたような
気がしたものです。
しかし…しかし…田舎者には東京はおそろしいとこなのですよ。いざ受験に来
るといけません！ 心臓ドキドキ周りの人はみんな賢そうで…。とにかくいつもな
らできることが半分もできないんですよ。またもや全敗…泣きましたよ。なんで
俺はこうなのだろ？ …なんとかなるさぁ～～なんて気持ちが抜けないんやろ…。
そんな時、実家から電話。
「あんた東京の予備校にいきなさい！」
「え？おれＫ先生がいいんだけど…」
「いや！あんたは富山にいちゃだめだよ！ 東京に行きなさい！」
姉が強く背中を押しました。
（続きは 11 ページ →）
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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報告

もちろん、稲門祭をはじめとした、定例の行事も行い
ます。スポーツ観戦、各部会活動も積極的に行っていき
ます。それぞれ自らが『明るく楽しく元気よく』議論に参
加し、企画に参加し、飲んで食べて、語り合う。その中
にこそ今後の私たちの生き方、あり方、方向性を見つけ
出すよいヒントがあると確信しています。
そして、その一番身近にあるのが、同期の同窓会、メ
タ穂会なのです。是非とも皆さんの益々の積極的なご
参加、ご協力をお待ちしております。

【会長挨拶】
85 年次稲門会 会長・鈴木 紳互（一文）

思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。
言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。
行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。
習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。
性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。
マザー・テレサ
これは、自らの思考が常に現実化するという、この世
の真実と向き合ってなおかつそれを受け入れた上で人
生を前向きに生きましょう、という実に深い言葉です。
今回もまた新しい期がはじまりました。メタ穂会はいつ
まで続くのか、どこまで歩むのか。我々自身が50代半ば
にさしかかり、明らかに残りの人生の方が今まで生きて
きた人生より少なくなってくる中で、何をすべきか。何を
なすべきか。その思考自身
そのものが、そしてその都
度に発せられる言葉や行
動のすべてが、これからの
我々の運命を現実化して
いくことでしょう。
今期は、今までの様々な
行事をさらにコンパクトに
し、より皆が参加しやすい、
親しみやすい環境を整え
ていきたいと考えていま
す。そして、東京だけでは
なく様々な地方の仲間たち
とも、積極的に交流を深め
ていくことにも力をいれて
鈴木会長
いきたいと考えてます。

1985 年次稲門会の 2017 年度総会及び懇親会が昨
年 10 月１日(日)、早大の大隈ガーデンハウスにおいて
開催され、以下の議案が承認・可決された。
●第 1 号議案
・2017 年度事業報告 （略）
・2017 年度決算報告 （次頁に掲載）
●第２号議案
・2018 年度役員選任
＜新任幹事＞
広報担当： 新田顕一郎（商）
支部長：
神奈川 山口和男（商）
千葉 実籾富二男（教育）
埼玉 中島秀憲（商） ※会計兼務
茨城 武藤博光（社）
広島 加藤浩明（理工）
沖縄 大宜見弘（商）
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2017年度決算

前年度繰越金(A)

支出
金額

項目

金額
333,893

総会開催補助費

50,000 総会開催補助費充当(①)

イベント開催補助費

50,000 イベント開催補助費充当(②)

50,000
50,000

母校支援費

200,000 母校支援費充当(③)

200,000

組織強化補助費合計(B)

300,000 組織強化補助費充当合計(D)

300,000

総会事業収入

326,000 総会事業支出(50000円充当①)

245,390

稲門祭事業収入

131,220 稲門祭事業支出(50000円充当~)

忘年会事業収入

168,000 忘年会事業支出

161,600

春夏企画(太鼓)事業収入

120,000 春夏企画(太鼓)事業支出

210,530

事業収入合計(C)

745,220 事業支出合計(E)

686,942

預金利息
メタ穂焼酎ラベル収入

69,422

4 メタ穂会HP管理費用

32,400

50,010 競技スポーツセンタ一寄付

50,000

稲門祭広告

25,000

早稲田祭広告

19,100

メタ穂会通信(印刷)(100000円充当@

合計(A+B+C+事業外収入)

440

メタ穂会通信(発送)

31,014

稲門祭記念品仕入(100000門充当@

50,000
2,916

他雑費(娠込手数料等j
事業外収入計

2018 年６月

第7期: 2016年9月1日～2017年8月31日

収入
項目

VOL.8-1

210,870

50,014 事業外支出計(F)
次年度繰越金(G)

231,315

1,429,127 合計(D+E+F+G)

1,429,127

●第３号議案
・2018 年度（第 8 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月第3木曜開催 役員会は適宜
3) 企画
①忘年会 ②新年会 ③春または夏企画 ④稲門祭
出店 ⑤スポーツ観戦企画（野球、ラグビー、レガッタ
等）春夏
4) その他 各支部企画 適宜

＜2018年の行事（予定）＞
4/19（木）19：00～ 幹事会
4/22（日）14：30～ 早慶レガッタ観戦「ラナリータ」
4/26（金）19：00～ 大阪支部懇親会
5/26（土）または27（日） 早慶戦観戦 神宮球場
6/8（金）19：00～ 札幌支部懇親会
6/9（土） 札幌支部?コンペ
7/8（日）14：00～ 春夏企画 野球殿堂博物館
7/14（土）15：00～ カラオケ部会 「コートダジュー
ル銀座コリドー店」
★時期未定ですが、伊勢神宮参拝企画も検討中
7/19（木）19：00～ 幹事会
8/16（木）19：00～ 幹事会
★9/29（土） 秋季代議員会 大隈講堂
10/21（日） 稲門祭＆ホームカミングデイ
★10/26（金）～28(日） 佐賀稲門会訪問、大隈候
墓参、佐賀維新博覧会視察
11/1（木） 校友会?コンペ 久邇CC
★11/21（水） タイツアー（サブ企画）
★時期未定 忘年会
・2017 年度予算案＜掲載省略＞
以上
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永楽倶楽部で太鼓を打てば気分爽快

辻村 義弘（理工）
2017 年５月 13 日（土）午後、和太鼓のレク
チャー＆体験が、永田町の永楽倶楽部に 30
名を集めおこなわれました。講師は長野オリ
ピックで演奏された西野恵先生、近田春夫バ
ンドの恒田義見先生と、超一流です。超一流
の方は説明が分かりやすい。奉納太鼓の意
味、バチ先が天を指す「天下招福」等、太鼓
を打つバチの動かし方にも意味と無駄のなさ
が一体化していることを教えていただきまし
た。宗家の小口大八先生が早稲田専門部卒
の御諏訪太鼓。川中島の合戦で使われた曲
もあり昭和 26 年まで門外不出。奉納太鼓は五穀豊穣を

締めは世界的な和太鼓グループ「鼓絆～COHAN～」

願い、一族あるいは世の平安を祈り、また戦の勝利を祈

の演奏。体が打ち震える心に響く素晴らしいパフォーマ

願しながら和太鼓を打って、文字どおり「鼓舞」したもの。

ンスに酔いしれました。
早稲田の社交クラブ「永楽倶楽部」でそのまま懇親会。

長い歴史による洗練に納得です。（↓）

講師の方々から人間の内面に触れる太鼓の話をうかが
いました。
当日、会場ビルの他階の企業は休みで太鼓の講習
はできましたが、大きな音を出させてくれた永楽倶楽部
の方々に感謝。また、「鼓絆～COHAN～」メンバーで我
らが W85 の石塚順子さん、素晴らしい演奏と分かりやす
い講習をしていただいた西野先生、恒田先生、誠にあり
がとうございました。素晴らしい天空に通じる一日でした。
参加者が多いため２グループに分かれて演者と聴衆
になり演奏体験。最初は照れていた皆も練習を繰り返
すうちにノリノリに盛り上がって自然と踊りだす人もおり、
これが祭りの原点と思いました。素人の演奏ながら、使
用した太鼓は浅野太鼓店の名品。一本の大木をくり抜
いて大小の太鼓が作られるため共鳴する音は、実際に
その場にいないと言い表せない感動でした。後に先生
方の演奏を聴いて
我々は素人と思い知
りましたが、その時は
諏訪神社の神様が
舞い降りたような、と
ても初心者とは思え
ない演奏に聞こえま
した。

（右上へ）
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｢箱根駅伝｣応援記
ていました。藤沢から JR で小田原へと移動、小田原稲
門会の応援会場お堀端通りと国道１号線の交差点付近
で、四区石田康幸選手を応援、中継点間近の最後の
頑張りに感動。最後は小田原宿なりわい交流館の TV
で、五区・安井雄一
選手の３位での往路
ゴールを確認いたし
ました。
そして恒例の小田
原での反省会……復
路の選手の健闘を期
待してお開きです。
思い起こせばこの
追 っ か け隊 は 、 W85
が発足し初めて迎え
た 2011 年の箱根駅
伝、今では東京オリン
ピックの日本マラソンの期待の星・大迫傑選手が大学１
年生で一区をぶっちぎり、東洋大学２年生の柏原竜二
選手には山で抜かれたものの、復路で逆転し 18 年ぶり
21 秒差で優勝したあの感動をもう一度と、その後毎年
有志で応援しております。しかしながらここ数年東洋大
学、青山大学の後塵を排し厳
しい展開です（ここ数年反省会
が少し寂しくなってます）。
でも、ちょっと待った！…み
なさん今年の競走部の新入部
員をご存じですか??? ぜひ調
べてください。…そうです、期
待感大です。
来年も私は箱根駅伝を応援
します。ぜひ 2019 年の 1 月 2
日は追っかけ隊に参加しませ
んか？ 感動のゴールを一緒
に見ましょう。

吉田 郁夫（社学）
みなさん、今年の箱根駅伝の結果はどのように感じま
したか?? 昨年（2017
年第 93 回）は、当時
の４年生、平和真選
手 （ 現 カ ネ ボ ウ陸 上
部） 、武田凜太郎選
手（現ヤクルト陸上
部） 、鈴木洋平選手
（現三愛工業陸上
部） 井戸浩貴選手
（引退）が活躍し、第
48 回全日本大学駅
伝２位の実績を引っ
提げ期待していたけれども、残念だった３位。本年は厳
しい戦力の中、４年生の藤原滋記選手、光延誠選手、
石田康幸選手、安井雄一選手、谷口耕一郎選手が力
を出し切った、嬉しい３位だったと、私は感じた東京箱
根間往復大学駅伝競走でした。
さて、その箱根駅伝、正月自宅にいることの出来ない
メンバー（文責：吉田郁夫だけかもしれないが）数名が、
今年も１月２日の箱根駅伝往路を、小田原まで JR を乗
り継ぎ追っかけ応援いたしましたのでご報告します。
応援の始まりは正月 2 日午前７時、内幸町の富国生
命ビル前に集合（応援部のパフォーマンスが寒さを吹っ
飛ばす）。８時のスタート後、一瞬で一区の藤原滋記選
手が通り過ぎました。一部有志が追っかけ隊となり新子
安に先回り、二区の太田智樹選手を応援（まずまずの
走りで期待感大）、JR に飛び乗って藤沢に先回り、藤沢
稲門会の応援拠点東会場（(藤沢橋付近)で三区の光延
誠選手を応援。順位を上げる良い走りで少し興奮。な
お藤沢稲門会会場では 1973 年教育卒の鈴木恒夫市
長、1985 年メタ穂会同期の宮治正志副市長も応援され
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石塚 一博（社学）
さて、我々メタ穂会は昨年Ａチームが団体優勝し
ており、今年は２年連続での優勝を狙っていました。
残念ながら２年連続とはなりませんでしたが、それ
でもＡチームが準優勝、また個人戦では初参加の瀬
谷さんが準優勝と好成績を収めました。
定員があるので大勢の参加は難しく残念ですが、
今年は２チーム同時入賞を目標に頑張りたいと思い
ます。

●第 9 回早稲田大学校友会ゴルフ大会
（2017 年 11 月２日）
毎年恒例になっている校友会ゴルフ大会に有志８
名２チームで参加しました。この大会は地域稲門会、
年次稲門会等に所属するゴルフ好きの校友が年に一
度 200 名ほど集まり、埼玉の久邇カントリークラブ
を借り切って行われます。
同じ稲門会同士ではなく、違う稲門会の方と一緒
に回るので、大先輩とも親睦を図れる素晴らしい機
会です。またこの大先輩方がゴルフの上手な方が多
く、中にはエージシュート（年齢よりも少ないスコ
ア）を 100 回以上記録している大変な方もいらっし
ゃいました。

●メタ穂会春季ゴルフコンペ
（2018 年３月 24 日）
桜も咲き始めた一方、黄色い花粉が目に見えるほ
ど飛散していた３月 24 日に、
沖縄から大宜見幹事、
大阪から岡崎幹事を迎え、
ゴルフコンペを３組 12 名
で行いました。
優勝は実力者の朝田幹事長で、あまり面白くない
結果となりましたが、今回は初参加の方も多く、皆
さん楽しくゴルフをされ、交流を図れたと思います。
終了後は各自解散したのち、ゴルフをしない方も
含めて新宿で懇親会でした。ゴルフの後の心地よい
疲れの為か、飲みすぎなのか、最後はあまり覚えて
いないほどで、とても楽しい 1 日でした。
次回の開催は９月か 10 月の予定ですが、もっと
もっと参加人数が増えて、校友会ゴルフ大会の予選
会ができるようなゴルフコンペになれば、さらに面
白くなると思います。

早大キャンパスで百年神輿をワッショイ！

代々木 理方（法）

昨年 9 月 10 日(日)、早大本キャンに程近い早稲田水稲荷神社の例大祭が行われ、早大校友･学生･職員と地
元氏子連が一体となった神輿渡御に､メタ穂会メンバー有志も揃いの校友会半纏で参加しました。大隈重信候
が宮神輿を奉賛して 100 年目となる特別な年
に当たり、神輿が早大正門から木遣を従えて
入構、大隈さんの銅像前まで練り歩き、宮司の
お祓いや早大関係者による榊奉納など記念の
儀式が恭し
く執り行わ
れました。
肩の痛みな
ど何のその、
栄えある記
念神輿を担
ぐことがで
きて、まこ
とに感無量
です！
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伝説のチョコトン＆メタボール

【チョコトンから広が

かく言う私は理工学
部卒業のため本部キャ
ンパスにはあまり来る
機会も少なく、
「フクち
ゃん」の存在すら在学
中には知りませんでし
た。しかし、この企画の
責任者として“フクちゃ
ん”の金刺さんと巡り会
ったおかげで、早稲田
のＯＢの方、文系学科
の方々と会って「チョ
コトン」の話をすると
その話で話題が広がり、旧知の友のようになること
ができ大変光栄です。

る早稲田の輪】
岩佐 浩光（理工）
稲門祭の定番となっ
たこの企画、７回目の出
店となりました。西門の
名店であった「フクちゃ
ん」を店主の金刺さんと
の縁で復活してから７年
になります。初めは早大
ボート部の寮長をしてい
た元店主の金刺さんを訪ねてボート部の寮食堂で手
取り足取り指導して頂いての出店でした。飲食出店
経験のないメタ穂のメンバーでの大学での出店は、
フライヤー等の機材の調達から販売数量の設定等大
変な思いで出店していました。今ではこの企画も７
回目を迎え、試行錯誤の末、プロの露天商のおじさ
ん、おばさんにも負けない位の段取りと手順でチョ
コトン、チーメンも創業当時の味を彷彿させる出来
栄えとなっています。
（↓）

今年は１０月２１日に開催予定の稲門祭、またま
たやります「フクちゃん」復活、メタ穂考案のメタ
ボール（メタ穂焼酎で作ったハイボール）も同時販
売予定です。是非なつかしの味を早稲田の森に味わ
いに来てください。お待ちしています。

この企画をやっていて一番の喜びは、ホームカ
ミングデーに参加したＯＢの方々がフクちゃん
の看板を見て“わーフクちゃんだ、懐かしい！！”
と感動し、さらに元店主の金刺さんと会うとさら
に感動して、昔話に花を咲かせたり、記念撮影を
したりといった姿を見ると、この企画をやって本
当に良かったと思います。
（右上へ）
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メタ穂のくにから こんにちは
支部長・大宜見 弘（商）

はいさい ぐすーよー ちゅうがなびら［こんに

早稲田大学野球部は、例年３月に春季キャンプ

ちは、皆さんご機嫌いかがですか？］

を沖縄で行います。始まりは、2000 年前後だった

今般、メタ穂会沖縄県支部長を拝命いたしまし

と記憶していますが、当時の主将だった比嘉寿光

た大宜見（おおぎみ、商学部卒）です。

校友（元広島）が沖縄出身ということもあり、沖

昨年８月、早稲田在学中に所属していましたバ

縄へのキャンプ誘致が実現したのかもしれませ

ーベルクラブ同期の古澤昌彦校友から「沖縄行を

ん。同期には鳥谷敬（阪神）
、青木宣親（元メジャ

希望している卒年同期がいる。彼は、早実野球部

ーリーガー、現ヤクルト）がいます。

で元甲子園球児だよ！」との事。私自身は野球部

今般、早稲田大学野球部助監督に就任したのが、

経験はありませんが、息子の所属していた小中高

同じメタ穂会の佐藤孝治校友。

野球部の父母会長をやり、息子の甲子園出場→早

今年の 3 月の春季キャンプ期間中、メタ穂会沖

稲田大学野球部で神宮球場デビューを夢見てい

縄県支部＆沖縄稲門会有志＆（たまたま？）出張

た野球おやじにとって、甲子園球児は巨人の星の

中の朝田幹事長も同席頂き、佐藤助監督の激励会

星飛雄馬ばりのヒーローです。喜んでその方の沖

とキャンプ地視察（浦添市民球場）を行いました。

縄案内役を引き受けることにしました。

春季リーグ戦では、苦戦を強いられているよう

その方とは、みなさんご存知のメタ穂会幹事長

ですが、優勝して提灯行列を何度も行って頂きた

の朝田賢治校友。

いと思います。
私自身も今年 3 月下旬に上京した際には、ゴル

当初予定の昨年 10 月の日程が台風で流れ、11

フコンペと歓迎会を企画して頂き、東京近郊のメ

月に沖縄訪問が実現しました。仲本豊校友、金城

タ穂会のみなさんと交流させて貰いました。たい

健秀校友（いずれもメタ穂会沖縄県支部）とゴル

へんお世話になりました。

フ、夜は沖縄稲門会有志との会食を行い、気が付

来る６月には、沖縄県支部の金城健秀校友と一

けばメタ穂会沖縄県支部の設立総会となってい

緒に札幌に赴き、北海道支部のみなさんと南北交

ました。

流を深めたいと思います。楽しみにしています。
以上が、メタ穂会沖縄県支部の設立
経緯ならびに今期の活動報告？となり
ます。
頂いたご縁を大切にいちゃりばちょ
ーでー［一度会ったらみな兄弟］の精神
で沖縄にお越しになるメタ穂会のみな
さんを熱烈歓迎いたしますので遠慮な
くお声掛けください。

メタ穂会沖縄支部による佐藤助監督激励会
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メタ穂のくにから こんにちは
支部長・加藤 浩明（理工）

2017 年 9 月 23 日、朝田幹事長が広島に来られ、
広島在住５年の遠藤さんと 3 人でお会いしました。
朝田さんとは初対面でしたが、広島支部を作るため
に遠路来られ
たようで、め
でたくその晩
に支部が誕生
しました。
会員は未だ
に私と遠藤さ
んの２名です
が、次回の幹
事長来襲まで
には、少しず
つでも会員を
増やそうと思
っています。

1980 年代の広島ファンの応援は「ヤジ」が中心で
したが、今はスタジアム全体で歌う応援歌や掛声で、
体力的には厳しいけど、非日常的な高揚感がありま
す。野球の早慶戦の応援に似ています。
その日の試合は、なんと阪神タイガースに 14 対
１の圧勝で、記念すべき最高の夜になりました。
広島では、スタジアム観戦の日は、自宅や会社を
出た時から赤く染まっています。この人の流れが広
島駅に集まり、そこから怒涛のごとくスタジアムに
吸い込まれていきます。
もし、赤に染まっていなければ、相当な違和感、
疎外感を感じてしまうほどです。スタジアムでは一
面が赤です。もちろん、帰りの電車の中でも赤のま
まです。
この感染力は相当なもので、転勤で広島に来られ
た方々も、あっという間にカープファンに飲み込ま
れて、赤く染まってしまうようです。
ということですが、今やマツダスタジアムは世界
一チケットが取れない球場になってしまいました。
残念ながら、出張などで広島にいらっしゃることが
あっても、ちょっと試合を見ようかという風にはな
らないのです。でも、そういう時はスポーツバーで
も、十分その雰囲気を感じることができますので、
ご一報いただければと思います。
何の役にも立たない話でした。では、今回はこの
辺で失礼します。

さて、支部
会便りと言っ
ても、これといった活動記録も無いので、今回は「広
島 CARP」ネタを中心に、私事でまとめさせていた
だきます。
私は、大学時代、広島出身者が集う男ばかりの広
島学生稲門会に所属していました。先輩の発案で、
広島カープには、高橋慶彦というスター選手がいる
ので、女性会員獲得のために広島カープファン
クラブを作ろうということになりました。これ
が見事に当たり、
稲門会のたまり場であった 15
号館ラウンジは、早大女子学生だけではなく、
広島には縁のない学外の女子大生とそこに寄
って来る男達でいつも賑わっていました。
早稲田祭では、広島風お好み焼きの店を出
し、４日間で 80 万円以上売上げるほど盛況で、
楽しい時代でした。
それから 30 年以上が過ぎた今年５月 11 日
の金曜の夜、関東、関西、山口などから同志 10
名がマツダスタジアムに集合して、久しぶりの
再会を歓び、昔のように歓声をあげました。
（う
ち、1985 卒は４名いました）
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メタ穂のくにから こんにちは
支部長・安藤 雅人（理工）

愛媛からこんにちは。愛媛では、私、安藤雅人
（愛媛県庁）がハブの役割となり、メタ穂、85 年
卒業の色々な友達と繋がっています。
まず、同じ職場に、白石健治君（教育）と舩見
和宏君（政経）がいて、特に、白石君とは、県庁
稲門会で、大いに盛り上がっています。また、県
庁から山梨学院大学の教授に転職した三好規正
君（法）が帰省する時も、毎回歓迎会をしていま
す。
次に、新居浜西高校の同級生繋がりがありま
す。藤田真哉君（商、伊予銀行）とは、高校の同
級会や、松山稲門会でよく会います。昨年に西条
市で開催された早慶オールスター野球も藤田君
と一緒に観戦しました。
最後は、理工学部建築学科の繋がりです。小林
寛之君（鳳建築設計事務所）とは仕事関係や松山
稲門会で時々会います。波頭陽一君（建築事務所
自営）とは、建築士会活動等で良く会います。彼
の地元、今治の港再生イベントの写生大会では、
一緒に、港の風景を描き、やはり、稲門の MAYA
MAXX（マヤマックス）さんに、批評していただ
きました。
また、お客を迎えるのも良いですね。もう３年
位前になりますが、岡崎市の久松憲正君（理工、
建築事務所自営）が、地元の仲間と、しまなみ海
道にサイクリングに来るというので、私は、尾道
まで迎えに行って、しまなみ海道縦貫ルートを
一緒に走り、一方、波頭君は、別途、車で、中間
地点の大三島に行き、超人気の海鮮丼のお店「大
漁」を押さえて、皆を出迎えるという、抜群のチ
ームワークを発揮して、とても楽しい時を過ご
せました。
今年は、４年に一度の、サイクリングしまなみ
国際大会も開催されます。その他、松山には道後
温泉もあります。皆さんも、是非、遊びに来てく
ださい。歓迎いたします。
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四万十南予サイクリング大会での私

向かって左側が久松夫妻（奥様も稲門）
、
右奥が波頭君、右前が私
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メタ穂のくにから こんにちは
支部長・真木 広之（教育）

（1 ページめの「巻頭言」から続く）
そういうわけで高田馬場にある早稲田予備校に
通い始めました。西武柳沢にある予備校の寮に住
まわしてもらい、親に感謝しながら崖っぷちの浪
人生活でした。
東京に住んで思ったのは、
「なんや、俺も勝負で
きるわ」でした。とにかく早稲田に行きたい！ ２
年も浪人したんだから結果を出したい。そう思っ
て一念発起！ 辛いときは早稲田の校歌をカセッ
トで聞きながら勉強しました。
合格発表で自分の番号を見つけた時は、喜びと
ほっとした脱力感でした。
そんなわけで始まった学生生活。大学生になっ
たものの、その後のことは大して考えもせず、学校
にいるより雀荘澤田屋にいる時間が長かったです
（笑）
。なんとか単位は取って卒業したものの、い
わゆる落ちこぼれってやつだったかも知れません。
晴れて学生として大学野球を観戦して、応援の
面白さに魅了され毎週のように神宮に足を運びま
した。
チアのお姉さんにあこがれ（笑）
、
肩を組んで歌う紺碧の空。
手を振って校歌を歌う喜び。
本当に早稲田に入ってよかったと感じておりまし
た。
卒業後は、たまにテレビでスポーツ観戦するぐ
らいで早稲田を離れて暮らしておりましたが、わ
が長女が運よく早稲田に入学したことから、久し
ぶりに早慶戦に神宮を訪ねていくようになりまし
て、学生時代を思い出して楽しんでおりました。

そうこうしておりましたところ、５年前から
Facebook をはじめまして、いろいろな方と早稲田
つながりでコミュニケーションを持つようになり
また。このメタ穂会も Facebook が繋いでくれた
ご縁であります。
４年前、春の早慶戦に出かけた時に神宮で、
Facebook 友達のＮ先輩を介して当時の応援部監
督をご紹介していただいたのがご縁で、翌 2015 年
の夏、富山県氷見市での応援部の夏合宿が実現し
ました。この時は早稲キチ冥利に尽きる思いでし
た。一度、富山の皆さんに早稲田の応援を見てもら
いたいと思っておりましたことが実現できました
ので、感謝感激雨あられでありました。
早稲田を離れて思ったのは、なんて楽しい場所
だったんだろう。できることなら、ずっといたかっ
た。卒業したら富山に帰るのが長男として当然の
ように思って、その通りしたけども、富山もいいけ
ど早稲田は本当に素敵なところです。
集まり散じて人は変われど
仰ぐは同じき理想の光
いい仲間と早稲田で出会えたことに感謝して、
寄稿の文とさせていただきます。

我が家の三女 アイドル犬アルことアルティ
（ｆａｃｅｂｏｏｋで大人気？）
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恒例となりました メタ穂会カラオケ部会 の 2018 年 2 回目（通算
6 回目）を開催することになりました。最近は当部会もやっと認知され、幹事会の
議題にも取り上げられるようになりました。またまた盛り上がりましょう！

７月 14 日（土） 15:00 ～ 20:00
「コートダジュール」銀座コリドー店
東京都中央区銀座 7-2-22 銀座同和ビル B1

http://www.ginza-karaoke.jp/

お一人 6,000 円 飲み放題､料理付き
幹事：石塚 一博/石塚 順子

皆様の参加
をお待ちし
ています！
（一博）

12

参加者の声
皆様カラオケ部会をご存知ですか？
一昨年から年に数回、懐かしの音楽をみ
んなで歌いながら、楽しく会話をしてい
ます。それぞれ自身の特徴を満面なく発
揮してくれるので、いつもと違う発見が
あり、笑顔の絶えない会となってます。
歌の上手い、下手など、気にすることは
全くありません。みんなでフォローしあ
うので、とても快適です。
幹事である石塚順子氏と石塚一博氏
（絶妙のコンビですが、ご夫婦ではあり
ません）を中心に、台幸好氏紹介の銀座
のカラオケ店でのひとときは、皆様に潤
いのある時間を提供すること、間違いな
しです。
（飯田 美奈子）
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FB やってる方はご存知ですが、出張のたびにご当地グルメを食い散らかしております。今回は、一番
出張回数が多い北九州、そして大好きな麺類についてのレポートを（あくまで個人的な感想です）。ざっ
くり言うと、ラーメンはご存知のこってりトンコツ系、行ってわかった意外に多いちゃんぽん、そして何と
言っても福岡は実はうどん県。その中でもインパクトのあったお店とおすすめメニューをご案内します。

目崎 豊（商）

北九州と言えば、世界遺産にもなった官営八幡製
鐵所。その八幡駅前にあるのが「八幡のちゃんぽ
ん」。ここの看板はその店名どおりに八幡のちゃん
ぽんですが、特長は大きなチキンカツが二つも乗っ
ていること。メニューの種類も豊富で、めんの多いち
ゃんぽん、カツの多いちゃんぽん、そしてとんかつ
載せちゃんぽん、とボリューム満点な単品群。

そして、うどんと言えば北九州のソウルフード
「資さんうどん」。東京人からすると、富士そば
のうどん版な感じのお店ですが、ここがまたリ
ーズナブルで美味しい。王道はごぼ天うど
ん。とろろ昆布が安心の入れ放題。自分は夜
に備えて控えめなランチで、ここにかしわお
にぎりを追加。肉ごぼ天も人気ですが、肉の
味付けが甘めなのでちょっと味が変わってし
まう感じかな。メニューは豊富で、結構焼きう
どんも出ていました。よく同僚に東京にこの店
があったらなーと言っていたのですが、つい
最近ユニゾンキャピタルの資本下となり、全
国展開を目指すそうです。

さらに看板メニューのカツの
せ焼きそば。めんの多いカ
ツのせ焼きそば、とんかつの
せ焼きそば、と名前を聞いた
だけで、メタボまっしぐらな品
揃えです。お好みで 1 個単
位でチキンカツの追加もあ
り、カラアゲニストにはたまら
ない一品。
その八幡地区で、
唯一返り討ちにあっ
たのが「ラーメン力
（りき）」。お客様の
お勧めでチャーシュ
ーラーメンを頼みま
したが、チャーシュ
ーがどんぶりの縁か
らまるでラフレ シア
の花のように溢れて
いて、一瞬そういう
う入れ物なのかと見間違うほどでした。インスタ映えはしそうです。この
入
れ物なのかと見
チャーシューの波状攻撃がめちゃめちゃ激しく、最後は白旗(;_;)/~~~
間違うほどでし
単品ラーメンにご飯をつけて、無料サービスの辛子高菜を一緒に口に
た。インスタ映え
含むのが、一番美味しくいただける食べ方かと。
はしそうです。こ
のチャーシューの
とまぁ、勝手につらつら書きましたが、他にもおすすめの麺屋がありま
波状攻撃がめちゃ
すので補足しておきます。
めちゃ激しく、最
後 は 白 旗 (;_;)/~~~
単品ラーメンにご
飯をつけて、無料
サービスの辛子高
菜を一緒に口に含
むのが、一番美味
しくいただける食
↑「カラーメン（からーめん）」
べ方かと。
小倉の繁華街にあり、夜の仕上げ
↑「麺屋吉蔵」
小倉駅ビル内、久
留米ラーメン、半
チャーとの得々セ
ットがお得。
「東龍軒」→
チャンポンセットには
ご飯とからあげがつ
いてくる
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知り合いのおばさんが、去年亡くなった友達の墓
参に行ったらロッカー式の納骨堂で、故人の生前の
写真がスライドショーのように画面に出てきて困惑
した…という話をしていた。日本では、お墓という
と○○家と書かれた無機質な墓石が並んでいるとい
うのが一般的なイメージであろう。
一方、欧米では墓はその人ごとにつくるケースが
大半のため、墓石のバリエーションが極めて豊富で
ある。典型的なのは故人の顔がレリーフになってい
たり、彫像になっていたりするもの。パリにあるニ
ジンスキーの墓石の前には等身大のブロンズ像が
座り込んでいる。
パ
リ
・
モ
ン
マ
ル
ト
ル
に
眠
る
天
才
ダ
ン
サ
ー
、

2017 年夏のイベント

2018 年６月

見ていて楽しいのは故人が好きだったと思われる
ものが墓石のデザインに取り込まれているケース。
楽器から飛行機まで種々雑多なものがデザインされ
ており、故人を知らない我々が見てもほほえましい
感じだ。ちょっと感心したのは、モントリオールの
墓地で見た墓石。遠目に見ると何の変哲もない方形
なのだが、近くで見ると本の形になっている。この
下に眠っている人はよほどの本好きだったに違いな
い。残念ながら僕には子孫がないので墓石を作って
もしょうがないが、とっくりや酒瓶型というのもい
いかもしれない。
小谷家の墓があ
る小平霊園も無機
質な墓石が並ぶ典
型的な例だが、先
日見かけたお墓は、
墓石の両脇に早稲
田大学校歌と慶應
義塾塾歌が刻まれ
た石碑が建てられ
ていた。故人に両
校出身者がいると
思われ、もしかす
ると法事では参列
者が校歌を歌った
りするのかもしれ
ない。確かに、意味
のわからないお経を唱えられるより、
「都の西北」を
歌ってもらった方がうれしいですな。

小谷 清（法）

ヴ
ァ
ー
ツ
ラ
フ
・
ニ
ジ
ン
ス
キ
ー
の
墓
石
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隅田川花火を見る会 報告

飯田 美奈子（教育）
2017 年 7 月 29 日(土) 隅田川沿いにある荒一郎邸
（56 政経卒）屋上にて、隅田川花火大会を観賞いたし
ました。場所は第一会場と第二会場両方がみれる好立
地なのですが、当日は始まる直前に大雨に見舞われ、
予定していた屋上が一瞬で使えない状態に。
開催が危ぶまれ、大混雑状態の中、岩佐さんをはじ
めとする理工学部卒の皆様がずぶ濡れになりながら、
急遽テントを作ってくださり、スペースを確保。何事にも
すぐ熱く対応する早稲田魂を発揮してくれました。
その後、無事花火は打ち上げられ、満員電車に置き
忘れた麻布十番の焼肉も無事届き、アクシデント満載の
会は終了いたしました。また次回を楽しみに。

14

W 85＜メタ穂 会＞通信

＜告

知＞

V O L .8 -1

20 1 8 年 ６ 月

昨年の屈辱をはらすべく、我らが 1985 年次稲門会の佐藤

孝治氏（教育卒～JXTG 勤務）が、今期より早稲田大学野球
部助監督に就任。そして早速、春の早慶戦で熱闘にて勝ち点
を上げ、慶應の完全優勝を阻み、早稲田大学も３位 となる喜
ばしい成果をあげました。期待が大きく膨らむ中、多忙を押して駆けつ
けてくれる 佐藤助監督と共に早大野球の今後につい

て、大いに語り合いましょう。
その前には 、野球殿堂博物館 の常設展示と、 特別展
「高校野球 100 回目の夏」(全都道府県の最多出場校の
ユニフォームを展示中！）を、同じく W85 仲間で同博物館事業
部長・筆谷敏正さんによる稲門向け解説で鑑賞します。
http://www.baseball-museum.or.jp/http://www.baseballmuseum.or.jp/showcase/program/detail.html?id=1123
東京ドーム敷地内にあるプロ野球戦没者を慰霊する「鎮魂の碑」
なども御覧頂いた後は、長嶋茂雄さんお気に入りの中華レストラン

後楽園飯店で懇親会。

（辻村 義弘）

https://www.tokyo-dome.co.jp/shops/g-korakuenhanten.html

日時：７月８日（日）15:00～ ＜14:50 集合 野球殿堂博物館入口＞
場所：東京・水道橋
歩きます →

会費 :

懇親会は 17:00～（予定）
野球殿堂博物館（東京ドーム 21 ゲート右）→
後楽園飯店（後楽園ホールビル２Ｆ）

周囲を少し

8,000 円（入館料、着席ブッフェ、お楽しみ景品）
参加希望者は y-mataro-t@moegi.waseda.jp までメールをして頂くか
SNS 等で参加表明して下さい。（幹事：辻村義弘）
参加希望者は７月２日(月)までにお申し込み頂ければ幸いです。
お早目のお申込みをお待ちしております。

PL 学園

松山商

中京商（中京大中京）
吉田正男投手着用
ユニフォーム

広島商
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（10：30より受付）
メタ穂会最大の行事。設立から10回となる節目の集いで、
青春に返って楽しく語り合いましょう。会員同士の親睦を
深めることができる絶好の機会です。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。
【会場】 大隈ガーデンハウス
【会費】 会員
同伴者

早稲田大学 大隈庭園横（東京都新宿区早稲田鶴巻町538-13）

事前振込 ６,000円

当日払い 7,000円

3,000円（事前､当日とも）

小学生以下無料

会費の振込先

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 行

1985年次稲門会

ご提供いただいた個人情報は当会の運営･維持の目的で利用させていただくことがあります(イベントご案内等)｡

2018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
会費のお支払い方法（いずれかに○）

事前振込(上記口座へ)

・

当日支払

通信欄

ご提供いただいた個人情報は当会の運営･維持の目的で利用させていただくことがあります(イベントご案内等)｡
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