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2017 年定時総会開催のご案内
2017 年目黒稲門会定時総会を下記のとおり開催
いたします。会員の皆様にはご多用の中と存じます
が、
是非ともご参加いただきますようご案内申しあ
げます。
第 1 部定時総会では、
2016 年度事業実績報告、
同決算報告及び監査報告、
2017 年度事業計画案、同
予算案、役員改選等の審議を予定しております。
第 2 部の懇親会では、
「早稲田大学口笛サークル
ことリップ」による口笛演奏を企画しております。
新年度の出発に集いあい、
夏の熱気に乗せて大いに
語り、大いに飲み、早稲田の絆を深めたいと存じま
す。ご家族おそろいでのご参加を歓迎いたします。
ご参加の皆様には、
例年どおりクールビズでのご
参加をお願い申しあげます。
記
1. 日時 2017 年 7 月 9 日（日）
受付開始
15 時 30 分
総会・懇親会 16 時～ 19 時
2. 会場 ホ
 テ ル 雅 叙 園 東 京（4 月に目 黒 雅 叙 園
から改称）
3 階「シリウスの間」
目黒区下目黒 1-8-1
TEL 03-3491-4111
（ 代表）
3. 交通 JR 山手線、東急目黒線、地下鉄南北線、
三田線、目黒駅下車徒歩 5 分
東
 急バス 権之助坂・日の出学園下車徒
歩3分
目
 黒駅からの迎えバスの運行はありま
せん。雅叙園より目黒駅への送りバスの
運行があります。
4. 会費 会員 10,000 円、ご同伴家族 5,000 円
当日会場受付にてお支払いください。
当
 日キャンセルの場合、予約の都合上、
会費のご負担をお願いします
5. 出欠 会
 報に同封のハガキにて 6 月 19 日（月）
までにご連絡ください。
（猪名川 記）

早稲田大学口笛サークルことリップ
目黒稲門会のみなさん、こんにちは。7 月の総会
にお呼びいただきありがとうございます。私たちは
「口笛サークルことリップ」です。突然ですが、み
なさんは口笛というものに取り組んでみたことがあ
るでしょうか。吹ける方も多いでしょうし、自分で
は吹かないけれど知人が吹いていたり、
街中で誰か
が吹くのを聞いたりする機会もあるでしょう。私た
ちことリップはそんな身近な楽器である口笛を使っ
てアンサンブル演奏を行うサークルで、
2011年に創
設されました。
アンサンブル演奏と聞くとなにやら大層なことを
している印象を受けてしまうかもしれませんが、
そ
こはなんといっても、
あの気楽なイメージの口笛で
す。なにか作業をしているときや、
そこらを散歩し
ているときなんかにふと吹いてしまうような、そん
な気軽な口笛を使った演奏なので、
メンバーは友達
の家に来るような足取りで練習場所にやってきます。
ではそんな私たちが口笛でどんな曲を演奏するの
かというと、ポップスをはじめ、ジャズやクラシッ
クのように技巧を凝らした曲まで幅広く演奏してお
り、時々、口笛にできることを探っているようにす
ら感じられます．以前より低い音、
高い音を出して
みたいという向上心や、
出せなかった種類の音を出
せるようになった、という達成感などもあります。
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幹事長 長谷川雄平（文化構想学部 3 年）

各 部 会 か ら の 案 内 ・報 告
若木会
4 月 2 日（日）
、若木会の主催により、目黒川沿い
の桜を楽しむ花見会が行われました。
幸いにも晴れ、
まだ少し寒い春の週末、中目黒駅前は桜を楽しむ
人々の熱気で大いに盛り上がっていました。
今回、花見会の参加者は 26 名（目黒 10・渋谷 7・
千代田 1・港 1・品川 1・年次 4・学生 2）
、若手か
ら学生、
古参に至るまで幅広く酒と桜を愛する稲門
の仲間が集いました。中目黒の駅周辺は露店が多く
並び、
にぎやかなアトラスタワーの前で待ち合わせ
た一行は、心地よい春の陽気の中、目黒川沿いをみ
んなでゆっくり歩きながら桜を楽しみました。

雰囲気はやはり元気の源です。
稲門の集いにおいて、
同じ時代を作っていく同世代と華やかなイベントを
企画することはもちろん楽しい。そうそうたる大先
輩方と都の西北を歌ったりすることも、
早稲田の校
友であればこそ恵まれた特権です。しかし、
たまに
はこうしてゆったりと過ごすひとときも格別なも
のだなと、しみじみ思う春の夜でした。

若木会副部会長 笠谷興一朗

囲碁部会

桜はまだ満開とはいかないまでも、
川面に大きく伸
びた枝ぶりにアトラスタワーやお洒落な街並みが重
なり、いくら見ていても飽きないものです。どこか
の橋の上で、
みんなで写真を撮ることができればよ
かったのですが、あまりにも人が多く、さらに途中
でビールや串焼きを買い求めるマイペースな会員も
いて、
少しずつバラバラになっていきます。目黒川
を北上するにつれて川も細くなり、
首都高のあたり
で桜並木も途切れ、
さあいよいよお店に向かうぞと
いう頃には先頭を歩く何人かしか残っていません。
その後、
後から追いついてきたグループもなんとか
合流し、目黒と渋谷のちょうど境目にあるお店「た
もいやんせ」で食事会となりました。
今回、
食事会はこじんまりとした九州料理のお店
を選びました。
お客の9割がオーダーするという
「水
炊き鍋」は、宮崎産の鶏ガラでとった濁りのない黄
金色。噛めば噛むほど旨みを感じる鶏肉と、
ヤゲン
軟骨がコリッとした食感を演出するつくねが味わい
深く、
とても楽しい時間を過ごすことができました。
美味しい食事はもちろん、
食事を盛り上げる楽しい
−2−

目黒稲門会囲碁部会は持ち点制で定例囲碁部会を
運営している。
持ち点制というのは勝てば持ち点が一点上がり、
負ければ持ち点が一点下がるという仕組みである。
例えば、初段格の人は持ち点が 215 点から 232 点で
ある。対局で 17 勝上げれば一段昇段するという極
めて合理的な制度である。町の碁会所もだいたい持
ち点制で運営をされている。
対局では手合割表に基づいてコミ
（ハンデキャッ
プ）
を出すので段級差があっても公平に対局が楽し
める。
一年も囲碁部会に参加されておれば本当の実力が
示現される。
当会では春秋リーグ戦を開催している。自由に参
加でき、
優勝者は勝率ではなく、
勝利数で決定する。
是非一度のぞいてみて下さい。
囲碁部会長
保井 正

麻雀部会
1. 4 月 10 日（月）定例大会が武蔵小山サンにて開
催。12 名の雀士が腕を競いました。
優
 勝 本田氏（高得点） 準優勝、鈴木氏 3
位、千野氏でした。
2. 第
 67 回定例大会は 6 月 12 日（月）武蔵小山サ
ンにて 12 時 30 分より開催。奮ってご参加下さ
い。
麻雀部会長
鵜野洋治

食べ歩き部会

ウォーキング部会

ワインを楽しむ夕べ

今年は天候不順のせいか体調を崩された方も多い
と思いますが、
やっと落ち着いてきたのではないで
すか。
桜もやっと終わり良い季節になってきました。
皆様と一緒に楽しく歩きましょう。特に初参加、
女性は大歓迎です。

2 月 23 日（木）に「赤坂あじる亭」で「ワインを
楽しむ夕べ」を実施しました。お料理に合わせて、
白ワイン 2 種、赤ワイン 2 種が供されることになっ
ています。生ビールでの乾杯のあと、
まず出てきた
のはカルパッチョ
（鯛、タコ）とサラダです。ワイ
ンはニュージーランド産のソーヴィニヨン・ブラン
の白ワイン。さっぱりとしたフルーティーな味わい
でした。次はハム、
サラミ等の盛り合わせです。こ
れは赤ワインと思いきや、出てきたのはチリ産のシ
ャルドネでした。ソムリエさんのお話では、
豚肉に
は赤よりも白ワインのほうが合う、また、白っぽい
肉には白ワイン、赤っぽい肉には赤ワインが合うと
のことで、なるほどという思いでした。ソーヴィニ
ヨンもシャルドネも原産地はフランスですが、気候
が穏やかなところで採れたブドウのほうがまろやか
な味に仕上がるとのお話もありました。
メインのお料理はカナダ産牛ハラミのステーキで
す。ワインはオーストラリア産ピノ・ノワールの赤。
白ワインは筒状のグラスでしたが、
赤ワインは底が
広い円形のグラスです。赤ワインは香りを楽しむの
も目的とのことで、華やかな香りがしました。
仕上げはボロネーゼのパスタで、
イタリア産のサ
ンジョヴェーゼの赤ワインでいただきました。重く
なく、中口のワインがマッチしていました。
リーズナブルなお値段（6,000 円）で、上質のワ
インを楽しんだひと時でした。参加者は 13 名でし
た。

実施報告
2 月例会 等々力渓谷から九品仏まで
日時     2 月 21 日（火） 参加 18 名
3 月例会 武蔵野三十三観音めぐり（第 3 回）
日時     3 月 21 日（火） 参加 7 名
4 月例会 渋沢丘陵から震生湖まで
日時     4 月 18 日（火） 参加 9 名
5 月例会 帝釈天と矢切の渡し
日時     5 月 16 日（火） 参加 12 名
今後の予定
6 月例会 武蔵野三十三観音めぐり（第 4 回）
日時     6 月 20 日（火） 午後 1 時
集合場所 西武新宿線狭山市駅改札外
7 月例会 新井薬師から哲学堂まで
日時     7 月 18 日（火）午後１時
集合場所 JR 中央線中野駅北口改札外
8 月例会
休会
9 月例会 国分寺崖線を歩く
日時     9 月 19 日（火）午後１時
集合場所 小田急線成城学園前駅北口改札外
小雨決行 参加される方は下記まで連絡ください
牧野携帯 090-9649-6868
ウォーキング部会長 牧野武夫

カラオケ部会
定例部会は毎月第 2 金曜日、午後 4 時から 7 時ま
で、
コートダジュール学芸大学店にて開催していま
す。
今年 1 月以降の参加状況は、
1 月 13 日：12 名 、
2 月 10 日：11 名 、3 月 10 日：11 名 、4 月 14 日：
13 名です。
毎回同じ場所、
同じ時間に気のおけないメンバー
が歌を通して交流、親睦を図っています。
今やカラオケは世界に誇る日本文化の一つですが、
当カラオケ部会も時流に乗って活動しております。
4 月から部会長を交代し、新部会長には奥村幹事
が就任しました。引き続き皆様のご参加をお待ちし
ております。
カラオケ部会長 梶 恵作

食べ歩き部会長 猪名川一雄
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ゴルフ部会

美術・歴史鑑賞部会

第 40 回ゴルフ部会が 4 月 26 日（水）
、小見川東急
ゴルフクラブで行われました。参加者は21名、
うち
女性 2 名。優勝は吉本政治さん、
2 位永田耕治さん、
3 位木村昭一さん。今回参加者のうち、
80 代（スコ
アではなく「お歳」です）が 5 名。最高齢者は 86
歳。でも皆さんカクシャクとしており、フェアウェ
イを歩く姿、ドライバーの飛距離、とてもとてもお
歳には見えません。
終わってからの懇親会。あちこちから「たら・れ
ば」の話が飛び交っています。これもまた楽しみ。
次回は 10 月 25 日（水）
、皆さんの参加をお持ちして
います。

第 63 回は 3 月 22 日（水）六本木ヒルズにある森
アーツセンターギャラリー入口に 10 時集合（参加
者 11 名）で『大エルミタージュ美術館展―オール
ドマスター西洋絵画の巨匠たち』を鑑賞しました。
世界三大美術館のひとつと呼ばれるエルミタージュ
美術館。歴代皇帝によるコレクションを基にした所
蔵品は絵画だけでも 1 万 7 千点を超える世界でも類
を見ない質と規模を誇る美術館のコレクション中か
ら 75 点が展示されていました。
第 64 回は 4 月 26 日（水）上野公園内にある国立
西洋美術館での『シャセリオー展―19 世紀フラン
ス・ロマン主義の異才』
。10 代初めにして、巨匠ア
ングルに入門を許された逸話を持つシャセリオーの
絵画を参加者 8 名で鑑賞しました。
美術・歴史鑑賞部会長
後藤克彦

早稲田スポーツ観戦部会

ゴルフ部会長 大杉邦雄

俳句部会
第 94 回「萩句会報告」
日時 2017 年 4 月 10 日（月） 14 時～ 17 時
（順不同）
川井素山
囀りを抜けて御堂の慈顔かな
保井寶正
花冷えや書いてまた消す恋の文
青木英林
役目終へ帰途の車窓や春の暮
後藤克彦
一聯の不揃ひ目刺余りをり
佐久間喬
冴え返る峠を越えて街灯り
吉田啓悟
花吹雪忍びのような猫が来る
丸山酔宵子
白魚の胡麻の目浮かぶ卵とじ
佐久間たか子 囀りや児らのさえずり運び来る
菊地崇之
辛夷見て祈りしチャペル胸に咲く
佐伯武雄
囀りや届かぬ想い過疎の里
山本草風
舟浮かべ春を貪りひもすがら
金森純女
鯥五郎恋せよ我もひとりなり
渡辺鯨波
囀りや妻の小言を聞き流す
澁谷瑠璃
ぶらんこに船頭ひとり漕ぎ出づる
石川智子
壺焼きの煙は空に香を届け
俳句部会長

佐久間 喬

―― 2017 早慶レガッタ観戦記 ―――
好天に恵まれた 4 月 16 日（日）
、隅田川で行われ
た恒例の早慶レガッタに 11 名の会員と応援観戦に
行きました。スポーツ観戦部会が創設されて以来い
まだに勝利が無い対校エイト、
今年は会員の熱い声
援に応えて見事勝利しました。この悦びを漕艇部の
OB である井村正陽さんに語って頂きました。
“早慶レガッタ史上初の早稲田6連敗を免れたこと
は OB としてほっとしています。新艇「稲冠」での
初出漕を事前に皆様にお知らせしなかった事、
対校
エイト戦の時に皆様の傍を離れていた事も不安の現
れだったと思います。鎌田早稲田大学総長
（写真の
左から3人目）
も初めて見る勝利に大喜び。
観戦部会
の皆様にもレガッタの勝利を見て頂いた事に誇らし
さを感じています。”

早稲田スポーツ観戦部会長 狩野俊夫
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「お抹茶と和菓子で楽しむティータイム」
服部先輩はじめ数名の目黒稲門会会員の方より、
『旅行部会などで庵でのお抹茶を楽しむ機会があり、
お点前を頂くにあたりごくごく初歩的なマナーを知
っておきたい』
とのご提案で実現したのがこの企画
です。

会 員 の 広 場
女子会ランチとティーパーティー
石川智子（平成 7 年 文）
「女性限定ランチ会」
目黒稲門会では女性の参加者
も年々増えて参りました。老若
男女が隔てなく集うのが稲門会
の醍醐味とはいえ、たまには女
性限定ランチでも、
と数名からリクエストを受けて
女性限定ランチ会を 2 回開催しました。
会員・ご家族の隔てなく、賑やか・和やかなラン
チ会となりました。男性の皆様にはあたたかいご理
解のほどよろしくお願いします。
【第一弾】
■平成 29 年 2 月 25 日（土）昼、中目黒駅 一軒家
イタリアン
「オステリア カステリーナ」
にて開催。
■会員 4 名、ご家族 3 名の合計 7 人参加。

正式なお茶会やお点前ではなく、
あくまでもお抹
茶と和菓子で楽しむティータイムという位置づけで、
お点前のいただき方を確認しつつ、
澁谷瑠璃さんの
おもてなしを楽しみました。服部先輩、
金井先輩は
じめご協力いただいた皆様、ご参加頂いた皆様、有
難うございました。
■平成 29 年 3 月 11 日（土） 17 時～ 19 時
目黒駅シティコート目黒 集会所にて開催。
■担当者：澁谷瑠璃（お点前）
、
津田千恵（正客）
、
石川
智子（半東）

【第二弾】
■平成 29 年 4 月 22 日（土）昼、都立大学駅 日本料
理「ひのや」にて開催。
■会員 3 名、ご家族 3 名の合計 6 人参加。

三弾は秋に開催予定です。お楽しみに。
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ノルディック・ウォーキングって何？
地田博昌 （昭和 39 年 政経）
ノルディック・ウォーキング
って知っていますか。残念なが
ら日本では殆んど知られていま
せんが、北欧・ドイツではとて
も人気があるようです。
発祥の地はフィンランド。冬のオリンピックの種
目にクロスカントリーや複合の距離競技で雪の上を
スキーで走る競技がありますが、
その選手が雪のな
い夏場に行っているトレーニングを基にしたレッキ
としたスポーツです。
トレーニングのやり方は、
両手にポールをバンド
で固定し、
ポールを使って身体を押し出すように大
きく腕を振りながら歩きます。リハビリで持ってい
る杖が
「身体を支えるためのもの」
であるのに対し、
このポールは「身体を前進させるもの」で、一見同
じように見えて、
まったく違った働きをしています。
従がって、
このポールは登山などには危険で使えま
せん。最近よくテレビに、登山者が 2 本のポールを
持っているのが出ますが、あれは、手のひらに固定
していないポール（スキーのポールも同じ）です。
このスポーツの特徴は、
手のひらにポールが固定
しているので、腕を大きく後ろに振って歩きます。
丁度4つ足の動物になったように肩甲骨を大きく動
かします。従がって消費エネルギーは普通のウォー
キングに比べ公式には 20％増加するとされていま
すが、
体感では 50％位増加します。使う筋肉も普通
のウォーキングが殆んど脚の筋肉だけなのに対し、
腕や肩甲骨周りにある筋肉も使うほか、
ポールを突
きだす時の腹筋や、
ポールを押す時と前に持ってく
る時の手のひらの開閉など、
全身の筋肉の90％を鍛
えることが出来ます。
運動そのものは大きく腕を振って単に歩くだけで
すが、
通常の歩行や普通のウォーキングの場合、
100
ｍを 150 歩程で歩くのに対し、ノルディック・ウォ
ーキングでは私の場合 100 歩、すなわち歩幅 1 ｍを
目標としています。ポールなしではとても歩幅 1 ｍ
では歩けません。更に体力をつけたい若者や強度ト
レーニングを目指している人たちは、歩くだけでな
く「ポール・ランニング」をします。これは相当ハ
ードな運動で、私はとても出来ません。
運動生理学では最大心拍数は「220 －年齢」と言
われており、
これを越える心拍の運動は高齢者には
危険です。運動中の心拍数は
「100 ～ 110」程度がい
いようです。よく汗まみれになりながら必死の形相
でジョギングをしている人を見かけますが些か疑問
です。多分、
汗をかくことで「達成感」
「満足感」に
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酔っているのだと思いますが。
そのほか、
ジョギングの難点は全身が一度完全に
地面から離れることです。その結果、
着地の衝撃で
足首や特に膝の関節を痛めてしまいます。
トレーニングのやり方は、
1 回 20 ～ 30 分、
1 週間
に 2 ～ 3 回、これを継続するのがいいようです。筋
肉に疲労が残っていれば回復を優先します。筋肉の
疲労→回復→疲労→回復を反復する事で筋肉の強化
が図れるのです。
いろいろな面から、
ウォーキングは高齢者にとっ
ては最適な運動と言えます。毎日1万歩歩いている
人、
朝晩犬の散歩をしている人もいい運動になって
いると思います。これを1 歩前進させたのがノルデ
ィック・ウォーキングです。
ノルディック・ウォーキングはスポーツとして分
類されており、
最近では商業スポーツジムでも講座
として取り上げています。
「何かスポーツをやっていますか」
と聞かれて
「犬
の散歩」とは言いにくいですが、
「ノルディック・ウ
ォーキング」とは胸を張って言えます。
☆
小生、物心ついて以来、運動には全く縁のない生
活をして来ました。どちらかというと運動に目をそ
むけて来ました。会社員生活を終わる際に、
これか
ら先の自由な時間を楽しく過ごすためには、
まず身
体を鍛えることだと考えました。
しかし、それまで運動をしたことがないので、何
をやったらいいかわかりません。そこでウォーキン
グなら出来ると思い、
一人で早速始めました。小生
の悪い癖は
「無茶苦茶やるけど飽きっぽい」
ことで、
これまで何度もいろいろな事で笑い者になって来ま
した。
ウォーキングでも同じでした。ある雨の晩、
雨の
為ウォーキングに代えて玄関先でヒンズー・スクワ
ットを調子に乗って 300 本やり、翌日膝が丸太のよ
うに膨れて曲がらなくなり、這うようにして近所の
整形外科に飛び込みました。雨が降っていると言う
のに汗にまみれて苦しんでいることで、
何か不思議
な「達成感」を感じてしまったのです。
その時医者に「無茶せず・少しずつ・継続的に」
と言われたのを切っ掛けに、
碑文谷体育館を拠点と
するスポーツクラブに入会して
「無理しないスポー
ツ」に取り組んで来ました。以来 10 年、
8 年前には
日本ノルディック・ウォーキング協会の公認インス
トラクターの資格まで取得して今でも続けています。
運動嫌いの小生がこんなに長く続けていることに家
族はびっくりしています。
興味のある方は一度碑文谷体育館のグランドを覗
いてみて下さい。一緒にやりませんか。

にたじろいだ。彼をここまで駆り立てたものはいっ
たい何だったのだろう。同時に何という無茶苦茶な
裁判なのかと唖然とした。
祖父はなぜこんな裁判に有罪説を採り、
死刑判決
を容認したのだろうか。最晩年の祖父の虚ろな眼差
しが甦る。祖父は退官してから、
死刑廃止を支持す
るようになったという。

特 別 記 事
私と松川事件
橘 かがり（昭和 57 年 文）
「松川事件」
は長い
間、私の記憶の底に
沈んでいた。世紀の
大冤罪事件の名前を
知 っ た の は 、1971
年冬に亡くなった祖
父の死亡記事を通し
てだった。記事には
「松川事件に有罪説
をとったタカ派裁判
官」と書かれていた。
祖父の葬儀は盛大
だった。沢山の花輪
に囲まれた祖父の遺影は、
威厳に満ちていた。小学
生だった私は、
セーラー服を着て従姉妹と並んで遺
族席に座り、大勢の弔問客に頭を下げた。
担任の教師が朝礼で祖父の記事を紹介してくれた。
何も知らない私は、単純に誇らしく感じていた。
「松川事件……あれって無罪だったんだよね。
うち
のパパが言ってたよ」
クラスメートの呟きも、
それほど気には留めなか
った。
被告全員の無罪が確定してから、
8 年もの歳月が
たっていた。国家賠償裁判で国が負けたのは、
祖父
の亡くなる前年だった。けれど事件のことが我が家
で話題にのぼることはなかった。そのまま
「松川事
件」は記憶の底に沈殿した。
祖父の死から 30 年以上たって、ある短編小説の
新人賞を頂いた。すでに 40 代になっていた。その
後の原稿はことごとくボツになって、私は途方にく
れていた。長編を書かないとダメだと悟り、
私にし
か書けないテーマを探したいと願った。
ふいに祖父のことを思い出した。タカ派裁判官と
はどういう意味だったのだろう。そもそも “ 松川事
件 ” とはどういう事件だったのだろう。調べてみる
と元被告の多くがご健在であることを知った。お訪
ねして話を聞くことはできないだろうか。
無謀な思いつきを、
ある編集者が後押ししてくれ
た。
「それ、
うちから出しましょう。原稿が世に出たが
っている」
それから広津和郎氏の『松川裁判』を手に取り、
むさぼるようにして読んだ。緻密で執拗な裁判批判

しばらくして元被告のＨさんとお目にかかること
ができた。23 歳から 10 年近くを獄中に囚われ、二
度も死刑判決を受けたＨさん、
まぎれもないご本人
が、目の前にいた。
「私は死とは全く無縁の健康な若者でした。
ある日
突然、
地平の彼方に死がぼんやりと見えた。それが
少しずつ近づいてくるという毎日でした」
激しい口調だった。無罪の若者を死に追いやろう
とした裁判官の孫として、何を言い返せただろう。
絶句する私に向かって、
Ｈさんは優しく微笑みかけ
た。
「頑なに有罪を主張した裁判官のお孫さんが、
遠い
歴史の彼方から飛んできてくれた。こうしてお目に
かかれて良かったですよ」
Ｈさんに支えられるようにして、私は初の長編・
判事の家を書きあげた。
「あなたは強い人ですね」
Ｈさんに言われた言葉は、
かけがえのない宝とな
った。
松川事件を調べて以来、
戦後史の闇に深く興味を
持つようになった。
いわゆる「逆コース」と呼ばれるアメリカ対日政
策の変換、レッドパージ、そして戦前・戦中の指導
者層の社会復帰の動き……。学校では教わらないこ
とばかりだった。
日本の黒い霧は未だ晴れぬまま、
今日なお日本を、
厚く濃く覆っている。

松川事件
1949年8月17日午前3時9分頃、
福島県信夫郡金谷川村
（現・福島市松川町金沢）を通過中だった青森発上野行き
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上り412旅客列車が、
突如脱線転覆した。東北本線松川駅
- 金谷川駅間のカーブ入り口地点であり、
先頭の蒸気機関
車が脱線転覆、後続の荷物車 2 両・郵便車 1 両・客車 2 両
も脱線。機関車の乗務員 3 人が死亡した。
下山事件、
三鷹事件と並び、
第二次世界大戦後の「国鉄
三大ミステリー事件」
の一つといわれており、
その後の裁
判で、
容疑者全員が無罪となった大冤罪事件である。
真犯
人の特定・逮捕には至らず、未解決事件でもある。

会 員 ギ ャ ラ リ ー

校 友 会 便 り
――2016 年度東京都 23 区支部大会に参加――
2017 年 3 月 5 日（日）
、
23 区支部大会が大隈記念
大講堂とリーガロイヤルホテル東京で盛大に開催さ
れました。来賓の鎌田総長他、総勢 320 名程の校友
が集まり、目黒稲門会から吉田会長をはじめ、
16 人
が出席しました。第 1 部は、早稲田大学ラグビー蹴
球部監督の山下大悟氏による講演でした。第2部の
懇親会では応援部 OB・OG によるアトラクション
があり、
おいしいワインと料理を楽しみながら他区
校友との交流を深めることができました。
（金井 記）

「早春の等々力渓谷」
大野利幸 （昭和 35 年 理工）

目黒稲門会ウォーキング部会で 2017 年 2 月 21
日に東急大井町線等々力駅から等々力渓谷、
九品仏
浄真寺を経由して自由が丘駅まで歩きました。
等々力渓谷は、
東京都教育委員会の案内板による
と国分寺崖線の最南端に位置する延長約1キロメー
トルの都内唯一の渓谷で、
谷沢川が国分寺崖線に切
れ込んで侵食したもので、
台地と谷との標高差は約
10 メートルあり、渓谷の斜面には、武蔵野の代表的
な樹木であるケヤキをはじめ、シラカシ、コナラ、
ヤマザクラ、イロハカエデなどとともに、常緑シダ
類のような湿性植物が繁茂しており、
渓谷内には至
るところから湧水が出現しています。
この写真は、
日本庭園に隣接した保護樹林の樹木
の一部を撮ったもので、
常緑樹の間から注がれる自
然光の美しさと、快い渓流の水音に感嘆しました。
渓谷を出て丸子川沿いを歩くと、
満開の紅白の梅
の木々と、
次の出番を待つサクラの木々で彩られた
早春の景色が待っていました。

新 入 会 員
山内 宏（昭和 56 年教育）
（目黒区上目黒在住）
趣味：ピアノ、ギター、テ
ニス、写真
ロケット関係の仕事をし
ていましたが、昨年 12 月
に定年退職し、前々から入
会したいと考えておりました目黒稲門会への入会を
希望しました。
趣味は上記のとおりですが、将棋、麻雀、釣りと
地学ツアーもやります。
お酒とカラオケが大好きで、
ピアノ、
ギターは仲間とライブ活動もやっています。
よろしくお願い致します。
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事務局便り
――「目黒のサクラ基金」に寄付金贈呈――
2017 年 3 月 28 日（火）吉田会長、金井副幹事長
および安藤事務局長の 3 名で目黒区庁舎を訪問し、
サクラ基金として寄付金 10 万円を贈呈しました。
青木区長から寄付への謝辞と約 30 万人の見物者
対策の取り組みについて説明がありました。
目黒区によるとサクラ基金の使途は、
2015年度は、
目黒川緑地帯や碑さくら通り等の街路樹の桜の樹木
診断や倒木の危険のある桜の伐採、
2016年度は呑川
柿の木坂支流緑道、駒場公園等の桜の樹木診断や、
碑さくら通り等の桜再生計画の検討、
とのことです。

（金井 記）

