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2019年7月7日（日）、ホテル雅叙園東京で、第
20回定時総会ならびに設立20周年祝賀会� 開催さ
れました。
当日は早稲田大学から松本直樹理事、萬代晃校友�
会代表幹事、三木省吾総長室副室長兼校友課長、福�
井健介地域コーディネーター、岡本宏一キャンパス�
企画部長、後藤由美子前早稲田大学部長の6名にご�
出席頂き、高田宜美東京都23区支部長をはじめ近�
隣稲門会会長、安川　健目黒三田会会長にもご出席�
頂きました。出席者総数84名。

午後4時、石川智子副�
事務局長の司会により�
開会。まず後藤会長よ�
り挨拶がありました�
（別掲）。総の議長に�
小杉　哲幹事が選出さ�
れ、（1）平 成30年 度�
事業報告、（2）平成30�

年度部会活動報告、（3）平成30年度決算報告・監�
査報告が報告され、満場異議なく了承されました。�
続けて、（4）令和元年度事業計画（案）、（5）令和�
元年度予算（案）が提案され、異議なく一括承認さ�
れ、最後に（6）会則の一部改定、（7）令和元年度�
役員構成（案）が示され、承認されました。

議事終了後、休憩を挟んで祝賀会に移りました。�
引き続き石川副事務局長の司会により開会、後藤会�
長の挨拶に続き、早稲田大学の松本理事、萬代代表�
幹事、目黒三田会の安川会長より来賓として挨拶が�
ありました。松本理事の挨拶を通じて早稲田大学か�
ら、世界で評価される校友の活躍に対する感謝、萬�
代代表幹事からは早稲田アリーナ建設への寄付金に�
対する御礼を頂戴しました。当会による目黒川の桜�
に対する地域貢献についても高く評価されました。�
また、目黒三田会の安川会長からはライバル校とし�
て縁の深さを感じる温かい応援の言葉を頂きました。

その後、高田宜美東京都23区支部長の発声で乾
杯、歓談となりました。

しばらくの歓談の後、当会20周年の歩みを紹介�
するスライドが上映され、今に至るまでの思い出と、�
会の発展に貢献してきた方々への感謝、これからの�
未来に思いを馳せました。

招待現役学生の紹介では、千�
野愛実さん（人科3年）、樋口�
ありささん（人科1年）の2名�
が紹介され、所沢キャンパス祭�
の実行委員として、緑の法被を�
着て挨拶を行いました。

アトラクションとして、山内　宏幹事が主宰する�

設立 20 周年記念総会・祝賀会を開催
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「めぐろオヤジフォーク」の演奏がありました。な�
つかしい曲やビートルズ「Let�It�Be」ではカラオケ�
部会の参加もあり、大いに盛り上がりました。

続いて、目黒稲門会では初めてのビンゴ大会が開�
かれました。吉本相談役、川崎会員のご尽力による�
金沢や気仙沼の名産品をゲットする「ビンゴ！」の�
声が飛び交い、おお賑わいでした。

盛会の中、松田会員の指揮で校歌を斉唱。
最後は目黒稲門会の設立以来、会の発展に尽力し�

た浅海相談役から設立当時の思い出を含めた中締�
めでお開きとなりました。

参加者へは亀屋万年堂のナ�
ボナ、ラグビーW杯ピンバ�
ッジ、早稲田の水、20周年�
記念アーカイブDVDがおみ�
やげとして配られました。�
DVD表紙の水彩画（大隈侯�
銅像と演劇博物館）は大杉副�

会長によるものです。� （笠谷　記）
＜後藤会長挨拶＞
目黒稲門会は眞仁田初代会長の設立時から20年。�
大学、校友会のご支援と東京都23区稲門会のご協�
力と共に良きライバルである目黒三田会を意識しつ�
つ、会員みんなで楽しく、明るく、元気よく活動し�
て参りました。
ここに設立20周年祝賀会を無事に迎えることが�
できました事、感謝申し上げます。皆様のご協力の�
もと、30周年、40周年と迎える事ができますよう、�
会員一同頑張っていく所存です。
今後ともご支援、ご協力、よろしくお願い申し上�

げまして挨拶とさせて頂きます。
本日のご出席ありがとうございました。

総会出席者（敬称略、五十音順）
（来賓）
松本　直樹・早稲田大学理事
萬代　晃　・校友会代表幹事
三木　省吾・校友会事務局長／総長室副室長兼校友
� 課長
福井　健介・地域コーディネーター（芸術学校事務
� 長）
岡本　宏一・早稲田大学キャンパス企画部長
後藤由美子・前早稲田大学部長
高田　宜美・東京都23区支部支部長
高橋　徹　・大田稲門会会長
佐藤　裕彦・大田稲門会副会長
塚田成四郞・品川稲門会会長
齋藤　弘樹・渋谷稲門会常任幹事
長谷川　将・杉並稲門会会長
鈴木　宏治・世田谷稲門会副会長
国澤　俊一・世田谷稲門会幹事長
立原　雅夫・港稲門会会長
遊佐謙太郎・千代田稲門会幹事長
笹田　裕　・中野稲門会副幹事長
室伏　渉　・早稲田大学相撲部監督
安川　健　・目黒三田会会長
鴨志田リエ・目黒三田会副会長
（めぐろオヤジフォーク）
横田　義一
（招待現役学生）
千野　愛実（人間科学部3年）�
樋口ありさ（人間科学部1年）
（会員・ご家族）
朝比奈義雄、浅海敏之、安藤　孝、安藤虎雄、
石川智子、市川　亘、市川正美、市瀬一江、
市瀬達夫、伊藤　悠、猪名川一雄、井村正陽、
岩崎正夫、海口昭治、大内久美子、大内英明、
大久保健治、大杉邦雄、大竹一子、大野利幸、
奥村忠男、小倉利允、尾崎　充、笠谷興一朗、
梶　恵作、加藤玲子、金井豊男、狩野俊夫、
川井信義、川崎秀一、川崎真樹子、小杉　哲、
後藤克彦、後藤眞由美、佐伯文子、佐伯友子、
佐久間　喬、高橋圭吾、田島順一郎、田添麻友、
地田博昌、、外岡　明、永井正孝、中上美代子、
永田耕治、服部尚彦、林田雅敏、古矢芙美子、
牧野武夫、松田哲也、丸山忠生、宮村直身、
村上　柾、村山　弘、保井　正、山内　宏、
吉田博行、吉野博明、吉本政治、吉本美恵、
米田文彦
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ウォーキング部会
今年は梅雨が長く感ぜられますね。皆さん、体調�
管理は万全でしょうか。ウォーキング部会は初参加�
の方、女性の方大歓迎です。
実施報告
5月例会� 鎌倉古道を歩く
� 日時�5月31日（金）　参加10名
6月例会� 東京ゲートブリッジから展望を楽しむ
� 日時　6月22日（土）　参加11名
7月例会� 御嶽神社・雪谷八幡・洗足池を歩く
� 日時　7月16日（火）　参加14名
＜7月例会に参加して＞
当日は雨。私参加の例会では前回に続き2度目。�
晴れ男の私にしては珍しいことです。しかし雨にも�
拘わらず14名のご参加。ありがたいことです。
今回は私の初企画のコースでしたが、いきなりポ�

カ。駅から御嶽神社への道を間違えてしまいました。
御嶽神社は一山行者が夢のお告げにより当社を中興。�
拝殿・本殿は立派な造りでした。

御嶽神社を出て、途中コースを外れ東急線路伝い�
に歩き、呑川に出て、もうすぐ雪ヶ谷八幡に着く予�
定の所で目前の急坂に目を奪われ、雪ヶ谷八幡への�
曲がり角を見過ごしてしまいました。二度目のポカ。�
結局雪ヶ谷八幡には行けず、そのまま洗足池へ。
洗足池の入口で皆さんしばし休息。展示の鳥の写真�
に見入っていました。
洗足池は時計回りに周る予定でしたが、逆回りに�
周れば、大岡山駅に出やすいのではないか、との提�
案あり、逆回りに。勝海舟別邸跡を過ぎ、狩野さん�
ご出身の大森第六中の脇を行き、妙福寺に入り、「袈�
裟かけの松」を見学。その後、勝海舟夫妻の墓を通�
る筈がまた道を間違え見過ごしてしまいました。三�
度目のポカ。
その後洗足池公園内の千束八幡神社に行く予定が、�

皆さん大岡山駅に向かい歩き始めました。
全く制御不能。仕方なく私もついて行きました。
大岡山駅に行けば、反省会の為の居酒屋があるのか�
との期待でしたが、まだ3時半。そんな早くから飲
ませる店が学生さんの街にあろうはずもなく、それ
ではと言うことで、都立大まで歩くことになってし
まい、都立大にて反省会を執り行いました。
私の初企画でしたが、力不足を痛感致しました。

（市川　亘　記）
9月例会� 玉川上水跡の緑道を歩く
� 日時� 9月17日（火）　午後1時
� 集合場所　京王線　上北沢駅改札外
10月例会� 武蔵野三十三観音巡り第8回
� 日時� 10月15日（火）　午後1時
� 集合場所　西武池袋線　高麗駅改札外
11月例会� 長瀞・宝登山を訪ね歩く
� （設立20周年記念行事）
� 日時� 11月19日（火）　午後1時集合
� � 11月20日（水）まで（1泊2日）
� 集合場所　秩父鉄道　長瀞駅改札外
12月例会� 神田川支流・蟹川沿いに母校まで歩く
� 日時� 12月17日（火）　午後2時
� 集合場所　西武新宿駅　正面口改札外
参加される方は下記までご連絡ください。

吉野博明　携帯　090-1880-3515
ご希望の場所があればお知らせください。参考に
させて頂きます。

ウォーキング部会長　吉野博明
ゴルフ部会 �
第45回秋のゴルフ部会は、部会創設20周年を記
念して、来る9月25，26日に軽井沢で1泊2プレ�
ーのゴルフを企画しています。
初日は軽井沢72ゴルフ南コースで、2日目は三井

の森軽井沢カントリー倶楽部で開催予定。
ゴルフ部会長　大杉邦雄

カラオケ部会
5月10日（金）に開催された第198回目のカラオケ�
部会の参加者は9人、6月14日（金）の部会への参加�
人数は7名、7月12日（金）の200回目の部会に参加�
されたのは6人と一桁に留まっています。12月30�
日の誕生日を迎えられれば96歳になられます阿部�
喜久雄大先輩ですが、先頃自宅で転ばれギックリ腰�
になり、現在入院中で2ヶ月の予定でリハビリに励�
んでおられるとの事です。部会に一日も早く復帰し�
何時もの元気な歌声を披露されるのを祈って止みま�
せん。

カラオケ部会長　奥村忠男

各部会からの案内・報告

御嶽神社にて
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囲碁部会

第19回オ−ル早稲田囲碁祭（首都圏）が令和元�
年6月1日（土）に日本棋院市ヶ谷本院にて150名�
の校友囲碁愛好家を集めて開催された。目黒稲門会�
は10名の精鋭で参加した。Ｃクラスは目黒Ａに六�
段大久保健治、三段保井　正、二段蠣崎利郎、初段�
鵜野洋治、初段小倉利允、Ｄクラスに二段永田耕治、�
二段山地善郎、三級梶恵作、三級狩野俊夫、六級市�
川　亘の各氏。目黒Ａは渋谷・東久留米に三勝二敗、�
太田に一勝四敗、横浜に一勝四敗、目黒Ｂは混成に�
二勝三敗、豊島に五勝零敗、逗葉に五勝零敗でした。�
市川　亘氏は新人ながら三勝零敗と好成績を残しま�
した。

今後の日程
　第38回大学親善囲碁大会� 9月8日（日）
　　日本棋院市ヶ谷本院
　第19回稲穂会囲碁大会� 9月22日（日）
　　初台囲碁クラブ　
　　新宿区西新宿4-41-7クレベール西新宿104
　忘年会� 11月21日（木）

囲碁部会長　保井　正
ボランティア部会

7月5日（金）午前9時30分に8名の会員が田道�
ふれあい橋に集まり、本年3月同様目黒川沿道清掃�
作業を行いました。

ボランティア部会長　小杉　哲

麻雀部会

１　第79回麻雀大会は6月17日サンにて16人参�
加し開催されました　優勝は猪名川氏、準優勝は千�
野氏、3位は大久保氏でした
�
２　第80回大会は8月19日にサンにて12時30�
分スタートで開催されます、奮ってご参加ください。

麻雀部会長　鵜野洋治

よん月会

本年3月例会より暫定的に日程変更（第4月曜日）�
をして参加者増を図りましたが、その効果がありま�
したので（3月15名、4月16名）、部会名を「よん�
月会」に変更し、開催日を第4月曜日とすることを�
5月開催の役員会にて承認を得ました。しかしなが�
ら、5月 10名、6月 18名、7月 11名と、なかなか�
安定しません。自由参加の宿命かも知れませんが、�
多くの皆さんのご参加を得て盛り上げて頂きたくお�
待ちしています。
毎月第4月曜日18時からです。（休日でも開催）

よん月会部会長　村山　弘

早稲田スポーツ観戦部会

前日6月1日（土）の六大学野球早慶戦は、早大が�
福岡（4年）と瀧澤（3年）のソロ本塁打により3対2�
で劇的な勝利を収めた。翌日の2日（日）、14名で観�
戦、応援した。早大は勝てばリーグ2位となる試合�
であつたが、先発の西垣投手（2年）が3回に大量5�
点を先取されノックアウト。後続の救援陣が無失点�
でつなぐ好投を見せたが、打線は慶大・木澤（3年）��
先発投手を前に沈黙。8回に代わった佐藤（3年）から�
1点こそ返したが、再三の好機をものにできず、1�
対5で完敗を喫した。
試合後の反省会では秋季リーグでの奮起を願い紹�
興酒を酌み交わしました。

早稲田スポーツ観戦部会長　狩野俊夫
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俳句部会

第119回「萩句会報告」
日時　2019年７月8日（月）14時～ 17時

（順不同）　　　
川井素山　　秘境の宿夏炉を飾る串料理
保井寶正　　寺の桶家名うすれし夏書かな
佐久間喬　　法螺貝に畏まりゐる山開
丸山酔宵子　雲切れてピッケル光る山開
吉田啓悟　　先ず以つて男の咽るところてん
青木英林　　街はまだ宵の賑はひ夏の月
山本草風　　梅雨晴間空の広さに変はりなし
渡辺鯨波　　山開き冨士見坂より礼拝す
後藤克彦　　梅雨晴間そつと目開く磨崖仏
永井正孝　　鬼灯市功徳信じてあがなえり
原　晶如　　フルートの銀の涼風五指十指
金森純女　　羅のうなじは白き夕まぐれ
青葉ひかる　豪邸の古家に染みるアカンサス

中原主宰の短評
「先ず以つて男の咽るところてん」
男は心太を一気に啜りこみ、辛子や酢に咽る様を先
ず以ってで上手くあらわしている。
「鬼灯市功徳信じてあがなえり」
功徳信じては一般的であり、功徳さておきとすると
面白くなる。
「羅のうなじは白き夕まぐれ」
うなじは白きは散文調でよくある表現、うなじの細
きなどにするとよい。

俳句部会長　佐久間　喬
若木会

高橋圭吾幹事の船でクルーズを楽しむ
5月3日（祝）、逗子の海で、高橋幹事の私的なバ�
ーベキューの集まりに若木会から3名が参加しまし�
た。
逗子駅からバスで30分程の湘南サニーサイドマ�
リーナにてバーベキューの料理とお酒を楽しみ、そ�
の後クルージングに参加しました。高橋幹事のご令�
息がジェットスキーに挑戦し、初夏の風を感じなが�
ら楽しいひとときを過ごしました。

目黒シティラン練習会
毎年恒例となった目黒シティラン、秋の本番（第�
4回：2019年11月24日）に向けて盛り上げるため、�
若木会とスポーツ観戦部会で参加者を募り、月一回�
の練習会を行っています。

若木会部会長　笠谷興一朗
美術・歴史鑑賞部会

7月7日（水）国立西洋美術館・開館60周年記念
「松方コレクション」展の鑑賞

国立西洋美術館開館60周年を記念して実業家松�
方幸次郎旧蔵のゴッホ・モネ・ゴーギャン等の絵画・�
彫刻150余点を展示。二度の大戦を挟んで収蔵が揺�
れた曰くつきのコレクションが一堂に会した素晴ら�
しい展覧会でした。有名作品には観覧者が集まり、
鑑賞するには些か難儀な鑑賞でした。
参加者は11名、観覧後いつもの通り、会場レスト�
ランで昼食を頂きながら交歓致しました。

美術・歴史鑑賞部会長　永井正孝

女子会ランチ

第5回女子会ランチ
令和1年5月11日（土）、横浜ロイヤルパーク�
ホテル�レストラン「シリウス」にて開催しました。
会員・家族合わせて8名が集い、美味しい料理を�
囲んで、楽しい語らいが弾みました。
幹事の市瀬一江さんが予約してくださったのは、�
景色の良い展望レストラン。当日はお天気にも恵�
まれ、笑いの絶えない和やかなランチ会でした。
次回・第6回女子会ランチは8月31日（仮）�
午後2時から、会員の中西千可子さん宅にてイギ�
リス式ティーパーティーです。詳細はまたご案内�
します。

（石川智子　記）
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データで見る目黒稲門会

猪名川一雄　（昭和45年　政経）
20周年を機に、会員名簿の元データから各種の集�
計をしてみました。2012年にも同様の集計をしてい�
ますので、7年前との比較もしてみました。

1、�会員数、女性比率、若手比率
会員数 女性比率 若手比率

2012年 168名 11％ 11％
2019年 147名 16％ 11％
この7年間に会員数は21名減少しました。女性
比率は5％増えましたが、家族会員制度の導入の影�
響が大きいと思われます。�40代以下の若手比率は変�
わりません。

2、�平均年齢
男性のみ 男性＋女性

2012年 69.5歳 ――
2019年 72.1歳 70.2歳

女性は名簿に生年月日が記載されていませんので、�
男性のみの平均年齢は7年間で2.6歳の上昇にとど�
まりました。参考までに女性は卒年時22歳と仮定�
すると、男女合計での平均年齢は70.2歳です。

3、�出身学部
2012年 2019年

政経 38名 28名
法 34名 27名
商 34名 25名
理工 27名 26名
文 19名 15名
教育 �6名 �8名
社科 �4名 �4名
人科 1名 2名

出身学部で最も多いのは政経学部で、以下、法学
部、商学部の順ですが、いずれも人数は減っていま
す。増えたのは教育学部と人間科学部だけです。

4、�出身高校
2012年 2019年

早大学院� 30名 早大学院� 27名
都立戸山� 4名 都立戸山� 5名
都立目黒� 4名 早大本庄� 4名
都立広尾� 4名 学芸大付� 4名
都立一商� 4名 都立目黒� 4名

都立広尾� 4名
都立玉川� 4名

出身高校は7年前も今も早稲田大学高等学院が圧�
倒的な1位です。27名は男性会員124名の21,7％�
を占めます。男性会員の5人に1人は高等学院出身�
者です。
出身者4名以上では、都立第一商業が外れ、新た�
に早大本庄、学芸大付属、都立玉川が入りました。

5、�居住する町
2012年 2019年

目黒本町� 14名 目黒本町� 16名
柿の木坂� 11名 上目黒� 12名
上目黒� 10名 中目黒� 10名
中目黒� 10名 柿の木坂� 9名
五本木� 10名 八雲� 8名
下目黒� 9名 鷹番� 7名
八雲� 9名 碑文谷� 7名
三田� 8名 下目黒� 6名
洗足� 7名 駒場� 6名
青葉台� 6名 三田� 5名
碑文谷� 6名

居住する町は目黒本町がトップで変わりません。人�
数が増えたのは目黒本町と上目黒です。トップ10�
から五本木、洗足、青葉台が外れ、新たに鷹番と駒�
場が入りました。

6、�趣味
2012年 2019年

ゴルフ� 67名 ゴルフ� 46名
旅行� 31名 旅行� 22名
読書� 22名 読書� 18名
囲碁� 16名 音楽� 18名
麻雀� 15名 テニス� 13名
音楽� 14名 囲碁� 10名
釣り� 8名 麻雀� 10名
テニス� 7名 絵画� 9名
絵画� 7名 グルメ� 8名
カラオケ� 6名 カラオケ� 7名
ダンス� 6名
パソコン� 6名
俳句� 6名

ゴルフ、旅行、読書の上位3つは変わりません。�
人数が増えたのは音楽、テニス、カラオケです。新�
たに登場したのはグルメで、釣り、ダンス、パソコ�
ン、俳句はトップ10から外れました。
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中町� 田添麻友　（平成17年　政経）

「中町」と書いて、目黒区では「ナカチョウ」と�
読むのが正式です。ですが、祖父の代からこの中町�
に住んでいる我が家は「ナカマチ」と言っています。�
ご近所さんにも「ナカマチ」と言う方がいて、訂正�
するのも無粋なので、そのままにしています。
さて、「中町」はお隣の世田谷区にもありますし、新�
宿区にもあるそうです。日本各地に中町はあります。
あまり珍しい地名ではないので、私は目黒区内の方�
とお話ししていて「お住まいはどちらですか？」と�
聞かれると「油面（あぶらめん）です。」と答えます。�
「中町」の一部を指す「油面」という名称について�
少しお話しします。油面小学校の学区域は、中町１�
丁目と２丁目、目黒４丁目ですが、目黒通り近くを�
「油面」と言います。名前の由来は、その昔、この�
地域に広がっていた菜の花畑から採れる菜種油です。�
菜種油を寺に奉納することで租税を免除されていた�
といわれています。そこから、『油』で『免除』から�
油面になったのではないかと言われています。油面�
小学校や油面公園、さらには油面地蔵通り商店街な�
ど、様々な名称に油面が使われています。この商店�
街の真ん中あたりには、油面子育て地蔵があり、育�
児の厄除けにと供養されているそうです。日頃から、�
お地蔵様に手を合わせている方をよく見かけます。�
そのような地域の方のお陰で、私自身子育てに優し�
い街だと実感しています。

月光泉� 澁谷瑠璃　（平成22年　二文）

地方へ旅行へ行ったりした際に銭湯を利用した事�
は何度かあるが、思い返せば地元・東京にて銭湯に�
行くのは、初めてかもしれない。そんな銭湯初心者�
の私が向かった先は、武蔵小山駅から徒歩10分の�
場所に位置する「月光泉」だ。
夕暮れ時だが、まだまだ太陽光が肌に刺さる。た�

らたらと汗が流れて止まらないが、汗をかけばかく�
程お湯に浸かった時の気持ちよさが増幅するだろう。�
「今日も暑いね。ゆっくりしていってね」とやさし�
くほほえむ番台のおばあちゃんに、460円を支払う。
お風呂の種類は3種類である。通常のお風呂に加�

えてジャグジータイプのお風呂、そして毎週日曜日�
には薬草風呂、木曜日には漢方風呂が加わる。漢方�
風呂は、見た目は限りなく黒に近い緑色であった。�
いかにも体に良さそうな感じがする。漢方のような�
匂いはそこまでしない。体の芯まで温まり、美肌効�
果もあるように感じられた。
お風呂で温まった後には、更にミストサウナも楽�

しむことができる。視界が完全に遮られるレベルの�
ミストの噴射量に驚いた。5分もいることができず、�
耐え切れずにドアを開け水を浴びた。
そして、月光泉の最大の特徴はタイル画にある。�
銭湯に描かれている絵というと、富士山などの和風�
の絵柄が描かれているイメージを抱く方が多いと思�
う。しかし月光泉の壁には、ファンタジックな色使�
いでナイアガラの滝やお城や気球、レインボーが描�
かれているのだ。お風呂に浸かりながら、メルヘン�
チックな気持ちに浸ることができる。
一風呂浴びてさっぱりとした気持ちになって、武�
蔵小山の小さな商店街を散歩する。あちらこちらか�
らいい匂いが漂ってきて、ついつい寄り道が長引い�
てしまった。

目 黒 わ が 町 自 慢 目 黒 の 銭 湯 巡 り

油面子育て地蔵通り商店街
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「唐木田稻穗架」　F6号　水墨画
牧野武夫　（昭和40年　理工）
昨年の10月頃だったと思います。鎌倉古道を小�
田急線唐木田駅付近から府中カントリークラブへ向�
かう鎌倉古道途中の奈良ばい谷戸※付近で見かけた�
風景です。
この形の稲穂架が関東地方では珍しいので印象�
に残りました。

高橋優吾（�平成29年�文）
（目黒区中目黒在住）
まだまだ未熟者ですが、多くの人�
脈を広げたいんです・・・・・・
よろしくお願い致します！

事務局便り
「阿蘇の空の下で　加藤榮護遺稿集」の刊行
目黒稲門会第2代会長　故加藤榮護氏の遺稿集（ハ�
ードカバー　370ページ）が奥様により刊行されま�
した。問い合わせは事務局までご連絡ください。

ありがとうございます
1998年6月校友会より市区単位の稲門会設立�
の要請を受け、9月に関係者が校友会館に集合、10�
月に設立準備委員会を設立、その後委員会・世話人�
会を13回開催、会則案、役員候補等を決定、1999�
年1月30日に設立総会を迎え目黒稲門会が正式に�
発足しました。その後、ゴルフ部会、グルメ部会、�
麻雀部会、旅行部会、囲碁部会、三金会等が順調に�
スタート、翌年の5月には会員数が設立時の約2倍�
の135名となりました。
設立20周年を迎えるに当たり特に目黒稲門会の
誕生前後に活躍された方々に感謝の意を表します。

（事務局）

設立の頃の思い出　中西千可子（昭和51年　文）
設立の頃、頼りにできる多くの先輩の中でワクワ�

クしながらこれから作り上げる稲門会に参加できた�
ことが嬉しかったと記憶しています。
一番の思い出は、新会員を増やす手段の一つとし�
てホームページ（以下HP）の立ち上げを幹事会で提�
案したことです。その頃、練馬稲門会HP掲示板で�
他の地域稲門会の方々と素敵な交流ができていたか�
らです。今でも続く交友は現新宿稲門会Ｋ会長や葛�
飾稲門会Ｍ会長など稲門会や校友会の中心になって�
活躍する方々です。しかし、この提案は歓迎される�
ものではありませんでした。個人情報の流失の危険�
性について問題視されている頃でしたので、先輩方�
のご意見として東京23区すべてにアンケートをお�
願いして、それぞれの稲門会がHPを作成している�
か否か、さらにHPを活用する展望を持っているか�
否かを伺って集計したのちに幹事会で改めて議論を�
しようということになりました。
その結果、半数以上の稲門会はすでにHPを開設�

していました。しかし問題は山積みで試行錯誤して�
いるところが多かったのです。しっかりとした構築�
と責任ある運用は当たり前としても、HPに掲載す�
る記事（コンテンツ）を継続的に集める方法を考える�
べきだと気づきました。幸い幹事会で承認していた�
だき、HP作成の基本から学び始めました。七転八�
倒しながらも次第に形になっていきました。
コンテンツのメインとして当時の加藤会長に毎月�
会長ブログをお願いしたところ快く引き受けてくだ�
さいました。HPのサーバーも会長が自らniftyの社�
長に引き合わせてくださって、銀座でお食事までご�
馳走になりました。アンケートがきっかけで東京23�
区の方々とも親しくさせていただき、今は担当を外�
れていますが、本当に得難い経験をすることができ、�
今となっては懐かしく楽しい思い出です。

新 入 会 員

会 員 ギ ャ ラ リ ー
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目黒稲門会２０年の歩み

'99/1設立総会/眞仁田初代会長

'05/12伊能忠敬探索バス旅行

'04/7第2代加藤会長誕生

'07/6 第7回オール早稲田囲碁祭・

2組で目黒優勝

'06/3カラオケ部会

'07/12創立125周年を祝う

会報第37号

'09/1第1回俳句部会

'08/7第3代八幡会長誕生

'08/5明治記念館/和食三昧

'09/2もんじゃ焼き会

'09/3バスで行く真鶴(中川一政美術

館)を楽しむ会

'08/2小田原城/梅林めぐり

'02/9 会員旅行/佐賀市大隈記念館と

知覧 への旅

'03/10第13回ゴルフ大会

'00/11第1回総長杯ゴルフ大会

浅海氏優勝

'06/5陸奥水沢・平泉の旅

'06/9北鎌倉秋の花巡り

'06/9第1回目黒若手会
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＊

'09/7設立10周年総会/展示会

'10/6会津を訪ねる旅

'10/07第 4代大野会長誕生

'11/07東日本大震災義援金

'12/4目黒川花見会

'11/01第11回新年会講演

清宮克幸蹴球部監督

'13/01 厳冬のオホーツク見ながら

温泉に浸かる旅

'13/4早慶アメフット

'13/11早慶六大学野球

'14/3 大学史資料センターへの寄贈

'12/4第30回ゴルフ大会

'15.06第 57回麻雀大会

'15/10 2015稲門祭

'15/12鎌倉33観音巡り（結願）

'14/7設立15周年総会/第5代
吉田会長誕生

'14/11中原道夫先生を迎えて

再出発

'15/2目黒サクラ基金に寄付

'12/12早明ラグビー
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'16/2古墳群のロマンを刻む '16/9新そば会

'17/4目黒・渋谷合同花見会

'17/6 小豆島としまなみ海道の旅

'16/6カラオケ部会

'16/6江戸 5色不動

'16/7ハワイ民族舞踊研究会

'17/6野球殿堂博物館見学ツアー

' 1 7 / 9 レオナルド×ミケランジェロ展

'17/9国分寺崖線を歩く

'17/1俳句部会/新年会'16/8 キリンビール横浜工場見学と

BBQパーティー

'16/11第1回目黒シティラン

'17/2第１回女性企画ランチ

'16/12 よん月会忘年会
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'17/10第41回ゴルフ大会

'18/3若木会/花見会

'19/4早慶アメフット '18/12目黒川沿道清掃

'19/3武蔵野33観音巡り第7回

'19/5第5回女性企画ランチ

'17/12早明ラグビー

'18/1隅田川七福神巡り

'18/1めぐろオヤジフォーク

'18/4早慶レガッタ

'18/6東日本学生相撲選手権

'18/6 第18回オ－ル早稲田囲碁祭/
C組で優勝

'18/10カラオケ部会

'18/9モネそれからの 100年

'18/11金沢と山中温泉の旅

'19/4早慶レガッタ

'19/4第44回ゴルフ大会

'19/6よん月会


