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令和４年５月 29 日春季早慶戦の終了後に、校旗の一つ「古

茶旗」の引退式がありました。これで昭和の校旗は全てなく

なりました。写真のように歴戦を見守ってきたボロボロの旗

が、還暦を迎える我々と重なり、寂しい思いで早慶戦に負け

た時に歌う「えんじの唄」のワルツが頭の中をめぐりました。 

しかしながら、「集まり散じて人は変われど」の早稲

田大学では新陳代謝は伝統でもあります。我々生物は

日々新しい細胞が生まれ、新陳代謝します。益々元気

になっている方もおられると思います。マラソンでサ

ブ４のタイムが出たとかゴルフで 80 台が出たとか若

い頃より良くなった話を聞かない月はないほどです。

とはいえ体を痛めている方もおられますが、益々知見

は増え判断能力は高まるばかりではありませんか。 

新しいアイデアは若者だけのものではありません。

いかに高齢者が楽しく過ごせるか共に考え実践して

いきましょう。 

我々1985 年次稲門会の愛称は「メタ穂会」です。

Facebook の 12 年も前に「メタ」を使っています。

ワセダ 85 年 → W85 → ウエスト 85cm → メタボリック

症候群 → メタボリック＝新陳代謝を重ね知見を深めた高

次の個性ある稲門の集まり →「メタ穂会」となりました。 

バブルの好況、大地震、サリンの大規模テロ、バブル崩壊・

リーマンショックの不況、そしてパンデミックを実体験した 

 

我々の経験は、これからの高齢化社会を素晴らしいものにす

る原動力になると信じています。幸いなことに戦争だけは体

験しておりません。 

我々が入学した前年の 12 月に亡くなられた建築学科の吉

阪隆正先生は「その場所に自分がいるような感覚が大事」と

話されていたそうです。情報通信技術の発達により

戦禍の場所に自分がいるような感覚を得やすくな

っています。そのような仮想体験も加わる中、マス

コミを鵜吞みにせず自分の頭で考え判断すること

を早稲田大学で学んだ我々は、さらに高次な考えで

世界をリードできるのではと思います。 

メタ穂会に世界が救えるか変えられるかと笑う

方も多いでしょう。まずメタ穂会の我々が楽しく幸

せに暮らせる高齢者になれば、その手法や仕組みが

社会に波及して日本いや世界の高齢者社会を良い

方向に発展できると夢見ています。 

健康年齢 85 歳まであと 25 年、この最後の四半

世紀を同じ時期に同じ早稲田の空気に触れた様々

な考えを持った校友の集まりのメタ穂会で刺激を受け楽し

みましょう。昭和時代より良い時代を若者にまかせず我々が

率先して築き「昭和は遠くなりにけり」を良い意味で使える

ようになりたいものです。先ずは手始めにチョイと一杯やり

ましょう。（クレージーキャッツか昭和か）

今
号
の
巻
頭
言 

 
 
 

会
長 

辻
村
義
弘
（理
工
） 

「昭
和
は
遠
く
な
り
に
け
り
」 

わたしたち「1985 年次稲門会」は、早稲田大学 1985 年卒業または 1981 年入学の同期の集まりです。

基本的に同期約 8500 名全員が会員で、さらに「自分は 85 年次稲門会だ」と思う早大卒業生も対象です。 

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、各種イベント収益の一部と校友会からの補助金で運営しています。 

現在（2020 年 8 月時点）、本会公式ウェブサイトのリニューアルを鋭意進めています。本会からの各種

ご案内など情報共有＆交流の場として、近く公開できる運びです。ぜひ本会の活動にご参加下さい。 

公式ウェブサイト 

https://waseda1985.com
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2021 年度 年次総会 報告 

「1985年次稲門会」の 2021年度定期総会が、昨年 10月 23日(日)１３時３０分より、オンライン

で開催されました。 

前会長の鈴木紳互世話役による開会の辞で幕を開け、辻村義弘会長、続いて飯田美奈子幹事長が

挨拶。その後、下掲のとおり各議案がいずれも賛成多数で承認・可決されました。 

新たに任命された役員・幹事の中から、副幹事長・山口和男氏、北海道支部長・今村敏彦氏、三重支

部長・太田義人氏の紹介があり、最後は小野惣一副幹事長のスピーチで幕を閉じました。 

新型コロナの影響で今回もまた一堂に会しての催行が叶わなかったのは残念ですが、ネット上での

顔合わせとはいえ、メタ穂会の絆を確かめ合うひとときになりました。 

2020/10/15 幹事会(Zoom） 

2020/10/18   稲門祭 中止 

2020/11/7 六大学野球早慶戦 

2020/11/19 支部長会(Zoom） 

2020/11/23 ラグビー早慶戦 

2020/12/6 ラグビー早明戦 

2020/12/17 忘年会（Zoom） 

2021/1/2 箱根駅伝応援(Zoom） 

2021/1/2 ラグビー大学選手権準決勝（Zoom) 

2021/1/11 ラグビー大学選手権決勝 

2021/1/14 新年会(Zoom） 

●第１号議案  2021 年度事業報告 

●第２号議案  2021 年度会計報告 

 

2021/2/18 幹事会(Zoom） 

2021/2/20 お互いを語り合う会 

2021/3/18 支部長会(Zoom） 

2021/3/27   花見会 中止 

2021/4/18 早慶レガッタ応援（Zoom） 

2021/4/22 幹事会（Zoom） 

2021/6/17 幹事会・支部長会(Zoom） 

2021/6/26        春夏企画 山形ツアー 中止     

2021/7/22 幹事会(Zoom） 

2021/8/26 幹事会(Zoom） 
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・副幹事長 山口和男（商） 

・北海道支部 今村敏彦（理工） 

・三重支部 太田義人（一文） 

・福井支部 水野法隆（二文） 

・岡山支部 新田顕一郎（商） 

 

 

●第３号議案  2022 年度事業計画 

2021/9/16 幹事会（Zoom） 

2021/10/23 総会（Zoom） 

2021/10/24 稲門祭オンライン開催 

2021/10/30 秋季ゴルフコンペ 

2021/10/31 六大学野球早慶戦 

2021/11/17 幹事会 

2021/11/23 ラグビー早慶戦 

2021/12/5 ラグビー早明戦 

2021/12/10 忘年会 

2022/1/2 箱根駅伝応援 

2022/1/2 ラグビー大学選手権準決勝 

2022/1/10 ラグビー大学選手権決勝 

2022/1/27 新年会 

2022/2/16 幹事会 

2022/3/16 支部長会(Zoom 会議） 

2022/3（未定） 花見会 

2022/4/17 早慶レガッタ 

2022/5/18 幹事会 

2022/6（未定） 春夏企画 

2022/7/20 幹事会 

2022/8/24 幹事会 

2022/9/23 総会（予定） 

●第４号議案  2022 年度予算計画 

2022年度総会は、 

2022年９月 23日（金・祝）です。 

最終ページのご案内をお読みください。 

新任幹事・役員紹介 
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森田泰人（法） 

 

「東京オリンピック２０２０」聖火リレーで、

犬山城に聖火を運びました。 

 

英語で日本文化を紹介する 

事に興味があり、犬山城の英 

語ボランティアガイドをやっ 

ていたのですが、それをネタ 

に応募したら、あらビックリ。 

倍率は 184倍超でした。 

 

2020年が明け、コロナはあっという間に。延期

と決まった時点で、リレーの順番が本人に通知が

あり、自分は６人中５番目の、アンカーに渡す役。

ロンブー田村淳さんは、犬山城の観光大使なので、

自分が田村さんに聖火を渡すと思っていました

が、それも流れ、NHK の番組のインタビューもお

蔵入りになりました。 

 

2021年になり、田村さんのリレー辞退もあって

世間がざわついていましたが、愛知県のリレーは

公道で行うことが出来ました。リレー当日、コレ

クションポイントで、ランナー同志でトーチキス

のポーズの打ち合わせ等のあと、専用車でリレー

会場へ。私のリレーの順番は、田村さんが辞退を

したせいなのか、犬山城に聖火を運ぶトリの役で

す。順番が来るまでは、沿道の人達と話したり、

トーチを見せて一緒に写真を撮ったり、ちょっと

としたスター気分。トーチキスでは、セリフを一

瞬忘れるハプニングもありましたが、なんとか決

まり、お城に向かって坂道をゆっくり駆け上がり

ました。走ったのは２分間ぐらいで、アッという

間でしたが、聖火を持ってお城に入り、観客の人

達に拍手で迎えられたときは、歌舞伎の花道を行

くような気分になりました。最後に天守閣前で、

聖火をかざすことができました。 

 

ちなみに、TBS 系列の CBC テレビで、田村さん

に聖火を渡すはずだった人として、癌サバイバー

の織田さんが紹介されていましたが、誤報です。

ご本人に確認したら、2020年の織田さんのリレー

の順番は 4番目で、私に渡す役でした。というこ

とで、田村さんに聖火を渡すはずだった人は、歴

史上の謎になりました。これは、田村さんにリレ

ーの順番を聞くしかありません。 

C

V 
聖火リレーを走りました 

C

V 
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副幹事長 小野 惣一（理工） 

 

2003 年にオープンした CAVE、学生時代に高田

馬場には無かったお洒落で美味しいフレンチ＆ワイ

ンバーCAVE。昔お世話になった吉本教授（私の学生

だった当時は助手）にこっそりと連れていかれたの

が CAVE との出会いです。高田馬場駅から早稲田大

学とは逆方向に 5 分ほど、早稲田通りの坂を昇った

ところ古いビルの地下 1 階にあり、階段を降りると

洞窟を感じさせるお店です。誰にも教えたくないお

店、でも今回はこっそり CAVE の魅力をお伝えしま

す。誰にも教えないで下さい。隠れ家ですから。 

 

コロナ禍もあり 3 年ぶりにお店にやってきました。

CAVE の紹介も兼ねて飯田幹事長と實籾千葉支部長

も一緒です。白⇒赤⇒赤の 3 本を空けてしまうほど

のワイン好きな 3 人。 

 

バケットにレバペーストから始まり、エスカルゴ、

ムール貝のワイン蒸、タイのカルパッチョとドメー

ヌ ポール マス ジャン クロード マス シャルドネ 

レゼルヴ [2019]。エスカルゴのうま味にシャルド

ネがとてもよく似合います。 

牛ホホ肉の赤ワイン煮、チーズ盛り合わせにブル

ガリア、バザルジーク産の Petit Enira メルロー 

 

 

[2017]。ブラッ

クベリーの香り

がホホ肉を引き立てます。 

ホタテ貝のリゾット、本日のパスタにアルゼンチ

ン産の TrapicheOak Cask[2020]。 

締めとは思えないほどたくさん食べて飲みました。 

 

美味しいワインに、

素敵な仲間、この CAVE

の隠れ家空間が最高で

す。お店のマスターは

ちょっと不愛想ですが、

マリアージュを意識し

たワインのセレクトは

最高です。月曜日の雨

の日にもかかわらず満

席なのは、やっぱり素

敵な店、『隠れ家』だか

らでしょう。 

 

BAR ですが料理もおいしい、これだけ食べて３人

で３本飲んでお値段は・・・秘密です。でも驚くほ

どリーズナブルなお値段でした。 

皆さん、メタ穂の隠れ家シリーズ、よろしくお願

いいたします。

誰にも教えたくない高田馬場の隠れ家 

フレンチ＆ワインバー CAVE 
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三重県は東海地方？近畿地方？はたまた関西地区？ どこに

あるかはご存じでしょうが、どこに属するかが曖昧な県です。鈴

鹿市在住の県民としては、日常的には名古屋の経済圏なので東

海地方、歴史的には伊勢神宮もあり天皇家との縁で近畿圏、人懐

っこさでは関西圏でしょうか？ 関西の方のようなバイタリティ

ーはありません、穏やかな県民性です。地域性もあり、周りとう

まく関係性をもちながら、そこはかとなく個性的、という曖昧な

傾向があるように思います。とはいえ三重県は、自称「美し国（う

ましくに）」と言うように、松阪牛・伊賀牛をはじめとするブラ

ンド牛を筆頭に蛤、伊勢えび、あわび、的矢かき、岩がき、あの

りふぐ、熊野地鶏、南紀みかん、伊勢茶と、枚挙に暇がないほど。

ただ、ここ数年はコロナ禍で県内の校友会活動も自粛でお店の

開拓が出来ておりません。美食紀行は後日とさせて頂き､今回は

伊勢神宮がらみの歴史紀行とさせていただきます。 

その伊勢神宮（本当は単に神宮といえば伊勢ですが）は、ご

存じのように内宮と外宮があり､皇祖天照大御神

は内宮に祭られています。内宮への参道入口が宇

治橋。入口と神域側とに鳥居があります。この入

口側の鳥居は外宮旧御正殿の棟持柱、神域側が内

宮旧御正殿の棟持柱が再利用されています。20年

毎に新調してもったいない…と思いきや、しっか

りとリサイクルされています。さらに、次の遷宮

では、入口側の鳥居は桑名にある旧東海道の七里の渡しの鳥居

として、神域側は旧東海道四十七番目の宿場である関宿東の追

分の鳥居として、再利用されています。２つの鳥居は結界のごと

く伊勢の国の入口にご鎮座

頂いている感じです。こう

いう所が、そこはかとない

県の個性につながっている

のかもわかりません。ちな

みに、前回の遷宮では、阪

神淡路大震災で被災した生

田神社の鳥居（関宿から）

に、また桑名の鳥居は長田

神社の建築用材に転用され

ているようです。60年過ぎ

ても現役、我々 も見習いた

いものです。行き先が神戸

というのも伊勢平氏清盛

入道がらみで、うれしいも

のです。関西の方と飲む機

会があればと思っていま

す。 

古代神話のヒーローと

して名高い日本武尊（ヤマ

トタケル）も我が県に縁が

あります。何はともあれ県

名の由来とも言われていま

す（諸説ありますが）。伊

吹山の神との戦いで弱った

体で大和帰還を目指した日本武尊でしたが、今の四日市市采女

にある杖衝坂で『私の足が三重に折れ曲がったようにひどく疲

れた』と言ったという『古事記』に由来しているとのこと。その

後、亀山市の能褒野（のぼの）の地で亡くなり、かの地の能褒野

神社で祭られています。日本武尊の東征の際に草薙の剣を授け

たのが倭姫命（ヤマトヒメ）で､伊勢での斎王の始まり。松阪市

と伊勢市の間の明和町にその跡地があり、斎宮歴史博物館が建

っています。ここのいつき茶

屋では彩鮮やかな十二単バー

ムクーヘンで一服できます。

この三種の神器の一つとされ

る草薙の剣は、宮中から伊勢

神宮に遷されたのち日本武尊が携え東国を切り従え、その後先

の伊吹山の神との戦いには、奥様のミヤズヒメ

に託したまま征伐に向かい､再び手にすること

はありませんでした。残された草薙の剣を祀っ

たのが、今の熱田神宮になったということです。

因みに壇ノ浦で平家とともに海に沈んだ剣は、

その時宮中に保管されていた形代（かたしろ）

で、今宮中に保管されているのは､伊勢神宮か

らの献上品をその後形代としたものとのこと。本物は今も熱田

神宮にあるそうです。 

さて、これがオチかと言う

話になりますが、その熱田神

宮と伊勢神宮を繋ぐ駅伝が、

全日本大学駅伝です。毎年11

月の第一日曜日に開催されま

す。今年は11/6です。箱根駅伝は予選会からのリベンジのワセ

ダですが、全日本はシード校です。三重県の校友会支部も今年は

総会が７月10日開催で、動きが出始めております。熱田伊勢駅

伝 早稲田応援クラブとして私も応援致します。今年は皆さん

と沿道での応援と、伊勢神宮での祝勝会を夢見ておりますので、

校友関係の店で、

松阪牛で盛り上が

りたいものです。

ご来県待ってます。 

メタ穂のくにからこんにちは 

伊勢歴史紀行より 

三重支部長 太田 義人（一文） 

支部局だより 

三重編 

熱田神宮 

伊勢神宮内宮(遷宮時) 

宇治橋鳥居 

関宿 

七里の渡し 

神戸 生田神社 

十二単バームクーヘン 

打ち上げ会場 
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南のくにからこんにちは 

副会長 朝田 賢治（教） 

 

 
 

2022 年 6 月 2 日、那覇に降り立つも梅雨真っただ中。一週間は天気も雨模様であるとハレ男の戦いの

場が訪れる。那覇と言えば賑わいは国際通りに求めたのですが、想像以上にシャッターが下りたままで貸

店舗の案内が目立ちました。外国人含め旅行者らしき姿はまばらで元気がないかなぁ。本当は速攻で大好

きな沖縄そば「けんぱーのすばやー」か「五星」あたりに行き、かき込みたい気分だけど、お愉しみはゆ

っくりと。仕事仕事とテキパキとこなします。 

初日夕方からは W85 大宜見弘支部長

（県下最大の設計会社：国建勤務）率

いる沖縄県支部の若手有志交え懇親会

を開いていただいた（写真①）。いつも

お世話になる沖縄支部幹事長の比嘉盛

樹くん（琉球銀行）、仲松孝くん（琉球

銀行勤務）、ボクシング世界 Camp 平

仲氏の奥様でありアクティブに全国で

武道の振興をされている平仲絢子さん

（株式会社平仲）、そして今回初めてお

会いした新垣しのぶさん（SDG‘s コン

サルタント）と早稲田を語る。 

琉球男子 3 人は早稲田を卒業して

（偶然皆さん商学部）沖縄に戻ったわ

けだけど、＜墓守＞の役割をとても大

事にしているという話が心に響ました。実は最近自身のルーツを辿りたくて家系図なるものを 4 か月か

けて作成しました。明治 19 年に戸籍法が施行された時に存命であった方には戸籍があり謄本が存在しま

す。ですから 1800 年以前の生まれの先祖も見つけることができるかもしれない。ロマンですね。興味が

ある方はいつでもご紹介します。 

 

秋の代議員会、稲門祭では早稲田の杜で会いたいね、とコロナで鬱積したものを振り払いましょうと気

持ちは通じましたね。会場はイタリアで修行したマスターがお一人で切り盛りする安里の「ベッラヴィー

タ」という美味しいお店でした。 

翌日の昼間は懇親ゴルフを楽しみ、晩には連

夜のミニミニ稲門会を開いてくれました。参加

者は同じく大宜見氏が幹事で、W85 金城健秀く

ん(トランス・コスモス顧問）、大城真美さん(看

護師さん)と私の 4名。こちらの会場は人気の「火

人粋」というお店で南国の魚が美味しい店でし

た。 

いつか出張幹事会を沖縄で行いたいですね。 

 

以上、ホスピタリティに溢れる南の国からレ

ポートでした。

支部局だより 沖縄におじゃましました編 

① 
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人生初の海外駐在がシンガ

ポールだったのだが、住み始

めての感想は「これじゃあ日

本と変わらんやん」。毎朝自宅

に配達される日経新聞を片手

に、NHK ニュースを見ながら

朝食をとり、地下鉄に乗って

通勤。会社は現地スタッフが

多数を占めるものの、日本と

のメールのやり取りも多く、

昼は駐在員仲間と近くの食堂

へ。仕事が終われば、やはり

駐在員仲間と日本食居酒屋

へ、さらに二次会も日本人向けのカラオケスナック

だったりする。それに加えて街中には日本のデパー

トがあり、日本の本や雑誌も普通に買うことができ

る。何らかのカルチャーショックを期待していた僕

にとっては、かなり拍子抜けの海外生活であった。 

 

というわけで、たまたま同時期に別の会社でシン

ガポール駐在となっていた大学同期と、カルチャー

ショックを求めて、週末を利用して近隣諸国に出か

けることにした。行先は飛行機で１時間ちょっとの

インドネシア・スマトラ島にあるトバ湖。観光地と

してはかなりマイナーだが、標高は芦ノ湖より高く、

ちょっとした避暑地として人気がある。 

行ってみると、緑の山に囲まれ、確かにちょっと

芦ノ湖っぽい感じ。観光客も結構いて（ほぼインド

ネシア人と思われ

るが）それなりに

賑わっている。 

湖畔を離れ、岩

肌がある山の方に

向かってみると、

どこかなつかしい

匂いが。もしやこ

れは硫黄の匂い！ 

近づいてみると

何と温泉が湧いて

いるではないか。 

 

 

 

 

 

日本のものが何でもあるシンガポールで唯一体験で

きないと思っていた温泉がこんな所にあるとは。湯

気が立つ岩風呂には水着着用の老若男女が気持ちよ

さそうに浸かっている。このようなシチュエーショ

ンは全く想像していなかった我々には水着の準備は

なかったが、一瞬の躊躇の後、下着姿で仲間入り。

日本の温泉と変わらない白濁した硫黄泉で、お湯は

多少ぬるめであるものの気分は草津の湯。比較的短

時間で入れ替わる現地の人たちをしり目に、心ゆく

まで堪能させていただきました。 

 

あとから調べてわかったが、トバ湖は巨大火山の

噴火で形成された世界最大のカルデラ湖で、現在火

山活動はおさまっているものの活火山であることに

変わりはないとのこと。であれば温泉が出るのは全

く不思議ではないが、赤道直下のスマトラ島で草津

の湯に遭遇すると

は思ってもいなか

った。カルチャー

ショックを求めた

旅で、日本的なも

のとの遭遇にショ

ックを受ける結果

となったが、人生

で最も忘れがたい

温泉体験でありま

した。 

小谷 清（法） 
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＜日  時＞ 2022 年９月 23 日（金・祝） 

13 時００分～１５時００分 予定 

１２：４５～       会場および Zoom受付開始 

１３：００～１３：３０  総会 

１３：３０～１５：００  懇親会 

Zoomは入退室自由です。お気軽にご参加ください。 

 

＜会  場＞ Pizzeria TAKATABOKUSYA（高田牧舎）https://www.takatabokusya.com/ 

新宿区戸塚町 1丁目 101 Tel 03-3202-2376 

 

オンライン参加の方には、1週間前に Zoomミーティング IDをお知らせするメールを返信します。 

・当日オンライン参加でお困りの際は下記まで 

080-4296-1375 幹事長 飯田美奈子  090-1530-1443 副会長 朝田賢治 

 

＜参加方法＞ 幹事長 飯田美奈子のメールアドレス white375@live.jp 宛に 

下記項目を記してお送りください。 

①卒業学部 ②お名前 ③現住所のある都道府県 ④現地 orオンライン の別 

⑤その他（ご質問など） を明記し、９月９日（金）までにお申し込みください。 

 

＜会  費＞  高田牧舎会場： 事前振込 6,000円   当日払い 7,000円  

オンライン参加は無料 

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) 

 

 

2022年度 1985年次稲門会 会長 辻村義弘＆幹事一同 

 

2022 年、荒波が何度も押し寄せる厳しい社会情勢の半年が過ぎましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

今年は、久しぶりに早稲田の地で第 13 回（2022 年度）総会を行います。オンライン（Zoom 会議形式）も併

用したハイブリッド形式ですので、会場への出席が難しい方は、是非オンラインでご参加ください。新型コロ

ナ感染症等の影響で会場が使用できない場合はオンラインのみとなる場合もありますのでご了承ください。 

最新情報は 1985 年次稲門会ホームページ https://waseda1985.com/ に掲載されています。 

1985年次稲門会（メタ穂会） 2022 年度 定期総会 
 

久しぶりの リアル総会！ ＆ オンライン併用 

https://www.takatabokusya.com/
mailto:white375@live.jp
https://waseda1985.com/

