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◆　期日　2018 年 10 月 28 日（日）
◆　会場　大國魂神社結婚式場 2 Ｆ　欅桂の間
◆　総会内容
　受付�� 午後３時45分　
　・第１部　総会（事業報告、決算報告）�午後４時30分～
　・第２部　講演会� 午後５時20分～
　　テーマ：コンバットマーチと早稲田カラー
　　講　師：三　木　佑二郎
　・第３部　懇親会� 午後６時30分～午後８時

　今年の夏は異常ともいえるほ
どの暑い日々が長く続きました
が、会員の皆様におかれまして
は、益々ご健勝のこととお慶び
申し上げます。また、府中校友
会の諸活動に対しまして、積極
的にご参加ご支援を賜り心から
感謝申し上げます。

　さて、念願であった新しい同好会ができました。「音楽
愛好会」が 20 人近い会員で
3月から活動を始めました。また、もう一つ同好会の芽が
出てきました。7月に府中会員が参加され、「絵画鑑賞会」
を続けてほしいとの強い希望が出されました。今後、前向
きに検討したいと思います。他にも幾つか種が蒔かれてい
ますので、今後に期待したいと思います。
　このように、同好会作りを進めていく過程で、今まで校
友会活動には余り積極的ではなかったが、新しい同好会に
は是非入りたいという会員が少なからずおられることが判
明したのは大きな収穫でした。今後の同好会作りに活かし
ていきたいと思います。

　次に、早稲田大学への貢献ですが、「早稲田アリーナ募金」
および「早稲田文化募金」への寄付金につきましては校友
会役員のご協力を得て、想定額以上を達成することができ
ました。誠にありがとうございました。

　最後になりましたが、早稲田大学の益々の発展と府中校
友会会員の皆様のご健勝を祈念致しましてご挨拶とさせて
いただきます。

会長　大野　正道（昭40・理工）

１　経　歴　・昭和 19 年　北京生まれ（21 年に引揚）
　　　　　　・昭和 37 年　香川県小豆島土庄高校卒業
　　　　　　・昭和 41 年　早稲田大学　商学部卒業
２　職　歴　�・竹中工務店　・世界一周放浪の旅
　　　　　　・トラック運転手　・セレスポ起業
　　　　　　・小豆島国際ホテル社長　・小豆島土庄町長
　　　　　　・ビジネス総研社長　・早大学招聘研究員
　　　　　　・ワイズ総研代表�
コンバットマーチの秘密
　　　　１　作曲の動機と時代背景
　　　　２　芥川也寸志氏の評
　　　　　　・　10 小節の曲　…　エンドレスの曲
　　　　　　・　声が楽器に　…　ベートーベンの第九
　　　　　　・　節の無い曲　…　怒鳴るだけの歌
　　　　　　・　歌詞は三言　…　お囃子との違い
　　　　　　・　替え歌了解　…　高校野球への浸透
スクールカラーの危機
　・現役学生の現状…関東 70％、女子 25%、留学生 10%
　・間違いだらけの就職…学生に警告を与える講義
　・早稲田 ･慶應 ･東大
　　　　　　　　　　…早稲田だけが個性を無くしている
� 以　　上

会　長　挨　拶 早稲田大学府中校友会総会
（第 42 回）

講師プロフィール

会　長　大 野  正 道
〒183－0015　府中市清水が丘２－９－２

TEL ０４２－３６１－３３７５
E-mail   ohno-masamichi@ab.auone-net.jp

早稲田大学府中校友会
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受付風景

総　会

講演会　演題

同好会の紹介

お楽しみの抽選会

懇親会（1）

懇親会（2）

懇親会（3）

高野府中市長挨拶 司会のお二人

府中校友会第41回総会出席者
太田公陽、加藤俊一、川村亮二、松原照旨、竹村智、福永
壽巳夫、柴田弘道、金子隆久、横道邦彦、桑田健一、水野
忠泰、湯田順三、竹居義男、菊池貞武、中村圭吾、森島清、
吉野征亜、権平和照、新井鐘二、池田省之介、大野正道、
寺崎弘、大野真美、柿崎成康、小林春男、南三千代、櫻井洸、
井上宏一、古曳享司、村崎啓二、中野慶子、稲沢俊治、手
塚歳久、大島正敬、小松智子、吉野誠、鈴木正明、田口勉、
塙宏美、日比野悦久、千年原聡、西村弘美、増本寛、筒井
昌、橋本美紀、三浦康正、澤田浩宣、須山卓知、瀬戸稜

　2017 年 11 月 18 日（土）府中グリーンプラザにおいて
第 41 回府中校友会総会が開催されました。高野律雄府中
市長にもご挨拶いただき決算報告、予算、活動計画が説明
され、皆様からご承認いただきました。引き続き日野稲門
会会員でもある工学博士・野尻明美さまに「地震発生のメ
カニズムと立川断層」と題した講演をしていただきました。
身近な問題としてたいへん興味深いお話を伺うことができ
ました。懇親会は須山幹事、塙幹事の名司会で進行し懇親
の輪が広がり、恒例の元応援部リーダーである筒井幹事の
リードによる校歌斉唱でお開きとなりました。会場の様子
はホームページでもご覧いただけます。

府中校友会第 41回総会報告
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の代表格。ワイン通の方なら〇の中に三をデザインしたマ
ルサンワインの名前をご存じかもしれません。この若尾
園は正にこのマルサンワインの製造元。勝沼産ぶどうだ
けを使った良心的ワイン作りが評判。最近では、ここの
MIWAKUBO（美和くぼ）ブランドが人気急上昇中。木
漏れ陽降り注ぐぶどう棚の下で BBQと楽しい語らいを肴
にし、この高級ワインを何本も頂きました。柴田先輩から
は白より赤ワインの方が身体にいいというお話があったこ
ともあり、この日は特にMIWAKUBの赤を楽しみました。
色、香り、味いずれも本当に素晴らしかった。
　帰路は若尾園お手配の車分乗することができたので、勝
沼ぶどう郷駅まで無事帰還。駅前にて自由解散としました。
改めてですが、若尾園との連絡調整、飲み物・食材調達、
調理器具・食器の準備等々を小林会長、井上副会長が万端
お手配されました。ただただ感謝の一言です。有難うござ
いました。皆様またご一緒しましょう。

参加者：計 13 名
井上宏一、大野正道、大野真実、加藤俊一、小林春男、古
曳享司、権平和照、柴田弘道、南三千代、井上令夫人、権
平令夫人、下村菜稲、下村海洋

2017勝沼ぶどう狩り
　2017 年 10 月 7 日土曜日。予定の am9:30 には参加予定
者 11 名が JR 中央線高尾駅 4�番線ホームに全員集合。さ
らに小林春男会長の長女菜穂さん、そのお子様海洋（かい）
くん（小 4）も特別参加し総勢 13 名。全員予定どおりの
電車に乗り、勝沼ぶどう郷駅で下車。事前予報では雨天だっ
たものの、到着するや真っ青な空が出迎えてくれ絶好のハ
イキング日和となりました。駅前から見渡すぶどう畑の眺
望は素晴らしく、先ずは全員でパチリ。その後、小林会長
と若尾果樹園での再会を打ち合わせてから、徒歩組 12 名
は元気に出発。�エンジ色の校旗を先頭に、右手に勝沼ぶ
どうの丘、遠くには南アルプスの山並みが望めるフルーツ
ラインを進行。ぶどう畑を縫うようなコースでしたが、緩
やかな下りだったため足には優しいコースでした。
　歩くこと 40 分。某メンバーのスマホによれば、距離に
して丁度 2.0㎞、歩数でほぼ 3,000 歩という計算しつくさ
れた数値で目的地若尾果樹園に到着。この若尾園の女ご主
人は小林会長の中学時代のご学友。また、勝沼地域のぶど
う園は数多しといえど、この若尾園は取り分け由緒正しき
お家柄。ご説明によると歴史は大変古く、江戸時代以前か
らぶどう栽培していたとのこと。江戸時代に若尾家は参勤
交代の際の本宿に使われていたとか。明治初年に勝沼宿地
域で用いられた駅札（お金）には若尾所右衛門の名前が刷
られていたほどの名門。更に明治 31 年に先代勘五郎氏が、
それまでの竹柵に代わって鉄製の柵を考案し、町の功労者
として表彰されるなど地域の経済発展に多大な貢献。かつ
ては、現在のぶどう園から勝沼ぶどう駅に至るまで全て若
尾家所有という広大な敷地であったとか（驚愕）。ともあ
れその若尾葡萄園に無事到着。
　到着後は早速 BBQの準備。小林会長が入念に仕込んで
こられた豊富な食材（お肉、ソーセージ、トマト、ピーマ
ン、椎茸、玉ねぎ、コーン、焼きそば等々）を参加者が手
分けし、和気あいあいで準備開始。
　準備が終わったところでカンパーイ！例によって「アル
コール会」の始まり始まり。骨付きの大ぶりカルビを皮
切りに牛、豚、羊と各種お肉やソーセージ、次いで野菜、
コーン、最後は焼きそばで仕上げるという豪華コース。若
尾園自家製ワインについては件の女ご主人から詳細なご説
明を頂きました。また当日は「甲州市かつぬまぶどう祭り
2017」の開催日。若尾園前でお祭りパレードを見ることも
できました。
　さてワインについて少し追加。ぶどう、ワイン共に生
産高日本一を誇る勝沼にあって、ぶどう園自体が自家製
ワイナリーを有しているのは極く僅か。この若尾園はそ

若尾園女ご主人による自家製ワイン説明

皆で集合写真

平成 30 年春　ゴルフコンペ開催報告
　昨年の会報報告後、恒例の秋の大会が悪天候で中止とな
り、約１年ぶりの大会が、前回と同じ八王子
の武蔵野ゴルフクラブにて、５月 18 日参加者 10 名にて開
催されました。

①  府中ＴＭ(Tomon Mountain) 歩こう会

同 好 会 だ よ り

〔昭47・法　古曳　享司〕

※　問い合わせ先　小林春男まで
　　　ＴＥＬ　０４２－３３６－３０６１

拳一郎

八王子 特別養護老人ホーム 偕 楽 園 ホ ー ム
岐 阜 特別養護老人ホーム 瀬 戸 の 里
函 館 特別養護老人ホーム 戸 井 湖 寿 荘
岐 阜 特別養護老人ホーム みずなみ瀬戸の里
岐 阜 特別養護老人ホーム 二 ツ 森 ホ ー ム

医療法人社団新谷会 新 谷 医 院

個人の尊厳を大切に、その人らしさをいつまでも…

2008 年、岐阜の「瀬戸の里」が優良民間福祉施設として天皇陛下より表彰されました。

医学博士�新谷義克（西高Ⅰ回生）

②　ゴルフをプレーしよう会
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きます。ぜひ初心者の方もお気軽においで下さい。

　会では男性は西国分寺のワイピオというグループに所属
して、ウクレレと歌の練習をしています。
月に 4回、そのうち 2回は午前と午後昼食をはさんでの特
訓で、暑い夏の 8月も休まず励んでいます。
　冬の寒いさなか能登半島の輪島で合宿。北国ならではの
朝市を楽しみ、日常を離れた、飛び切り上等のグルメの時
を過ごしました。春は国分寺市のいずみ祭に、夏は府中校
友会の暑気払いの宴に出演。
　あさひ苑訪問も欠かさず、こちらが力を頂いているにも
かかわらず、入所の皆さんから大変喜ばれ、こんなにあり
がたいことはありません。
メンバー：竹井義男・吉野征亜・菅野軍司・大野正道・加
藤幸司

　女性は府中トーモン・レフアという名でフラを踊ってい
ます。
　早稲田大学の学生に、学生会館で踊りを習っています。
学生達からすれば、母親・祖母のような覚えの悪い私達に、
絶えず笑顔で、根気強く教えてくれて助かります。DVD
をもらい、それをもとに自主練習・合同練習を繰り返して
います。
　私達の唯一の見せ場は、府中校友会の暑気払いの宴です。
　フラで最も大切なのは、心と体をリラックスさせること
といいます。心にゆとりを持って、膝を軽く曲げ、柔らか
くバランスを取りながら、
憂さも悩みも、肩足腰の痛
みも忘れて踊り、気分は最
高。これほど健康に良いも
のはありません。
メンバー：大野真美・南三千
世・西村弘美・橋本美紀
　ウクレレやフラに興味の
ある方は、是非お声かけく
ださい。

※　問い合わせ先　森嶋　清まで
　　　　ＴＥＬ　０４２－３６５－７８８２

府中校友会　平成30年春ゴルフコンペ成績表
2018年5月18日（金）　於　武蔵野ゴルフクラブ

順位 氏名 Out In Gross HDCP Net
優勝 中川　行康 44 42 86 13.2 72.8
準優勝 横道　邦彦 55 55 110 36.0 74.0
3 位 森島　清 43 47 90 15.6 74.4
4 位 井上　達久 48 56 104 28.8 75.2
5 位 西山　工 46 42 88 12.0 76.0
6 位 古曳　享司 47 49 96 19.2 76.8
7 位 尾崎　研一 53 46 99 20.4 78.6
8 位 桑山　恵一 49 64 113 32.4 80.6
BB 金子　弘 61 54 115 32.4 82.6
BM 戸塚　明夫 54 53 107 24.0 83.0
11位 河内　康雄 109(55,54) 28.8 80.2
12位 古本満喜子 107(51,56) 25.2 81.8
13位 横道　邦彦 114(57,57) 31.2 81.8
14位 中川　行康 95(43,52) 10.8 84.2
15位 桑山　浩子 113(52,61) 24.0 89.0

〔昭29・商　川村　亮二〕
　気楽な仲間の囲碁好きなメンバーで毎月第 3火曜日に府
中駅隣接のル・シーニュ 6階会議室で開催しています。
　囲碁は認知症予防になりますし人との輪もひろがってゆ

③　ＷＦＫ楽碁会

※　問い合わせ先　川村亮二まで　
　　　ＴＥＬ　０４２－３65－1186

　参加者一同記念写真

　“制限なし・シンペリア方式”での競技の結果、下表と
おり、中川行康氏の優勝となりました。
《優秀者の弁》
　本会参加６回目での初優勝となり、‘やっと’の達成感
です。前回のBB賞からの思わぬ浮上でした。ゴルフ歴は
40 年超となりますが、まだ上達を目指してゆくつもりで
おります。
　本会には可能な限り参加してゆきますので、よろしくお
付き合いください。
※次回のコンペ予定�；�2018 年 11 月８日（木）
　　　　　　　　　　於　武蔵野ゴルフクラブ
　　　　　　　　　　幹事；中川　行康 042－351－5515
　　　　　　　　　　　　　金子　　弘 042－365－2145

〔昭42・文　大野　真美〕

④　ハワイアンを楽しもう会

※問い合わせ先　大野真美
　　ＴＥＬ　０４２－３６１－３３７５

教えてくださる学生と
レフアのメンバー
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参加者　会員 20 名
加藤俊一・柴田弘道・金子隆久・湯田順三・森島清・権平
和照・大野正道・大野真美・小林春男・南三千代・山内宗次・
櫻井洸・角家哲雄・井上宏一・古曵享司・手塚歳久・小松
智子・筒井昌・松井正博・須山卓知�

　本同好会は、昨年末、我が早稲田大学府中校友会に新し
く誕生しました。同好会の目的は、「音楽を楽しむ」こと。
活動場所は府中駅から徒歩 3分の「歌のふるさと・こーた
ろー」で、手持ちの楽器（フルート、リコーダー、ウクレ
レ、ギターなど）やご自身の声を持ち寄り、年 3回を目標
に、音楽好きな仲間と集まって音色を奏でることを主な活
動としています。
　記念すべき第 1回は、3月 31 日（土）16 時～ 18 時半に
14 名の参加者により開催されました。幹事が用意した 7
曲を、ギターとキーボードの生演奏ととともに全員で次々
に歌っていきます。こーたろーマスターからは民族楽器
チャランゴを使った本格的な「コンドルは飛んでいく」の
演奏プレゼントがあったり、カラオケタイムでは菅野さん
の「風の盆」が披露されたりするなど、終始和やかなムー
ドでした。最後は早稲田OB・OGらしく「早稲田の栄光」
で締めくくり、「みんなで一緒に歌えて満足」と参加者か
ら感想をいただきました。
　歌った曲：「さらば青春」、「学生時代」、「早春賦」、「若
者たち」、「夢の中へ」、「この広い野原いっぱい」、「バラが
咲いた」、「早稲田の栄光」
　第 2 回は 7 月 7 日（土）16 時～ 18 時半に 17 名の参加
者により開催されました。初参加の 4名も加わり、前回よ
り 1曲多い 8曲を歌っていきます。「君といつまでも」で
は大野会長にセリフを言っていただき拍手喝采となり、前
回からの参加者である増本さんが「声にしろ、楽器にし
ろ、音を出す楽しさに目覚めた！」と「雨にぬれても」を、
ウクレレを弾きながら歌ってくださる場面もあり、大変盛
り上がりました。カラオケタイムでは森島さんの「酒よ」、
菅野さんの「青葉城恋歌」で若々しい声を披露いただき、
再び「早稲田の栄光」でお開きとなりました。
　歌った曲：「岬めぐり」、「君といつまでも」、「白いブラ
ンコ」、「思い出の渚」、「黄昏のビギン」、「青春時代」、「翼
をください」、「見上げてごらん夜の星を」、「早稲田の栄光」
会の最後には、暑気払いの会で歌う曲を参加者の皆さんと
決め、当日が楽しみになりました。
　次回は 12 月 8 日（土）16 時～ 18 時半「歌のふるさと・
こーたろー」にて、幹事で選曲するクリスマスソングを中
心に開催予定です。
　音楽は裾野が広く、奥が深いのでその魅力は尽きません。

始まったばかりですが、皆さまのお力添えをいただきなが
ら、継続させていきたいと思います。
メンバー:金子隆久、森島清、菅野軍司、吉野征亜、権平和照、
大野正道、大野真美、南三千代、山内宗次、村崎啓二、中
野慶子、塙敏比古、小松智子、大島正敬、千歳原聡、増本
寛、幹事：小林春男、古曳享司、塙宏美、三浦康正

〔昭54・文　塙　　宏美〕

⑤　音楽愛好会

法律事務所

弁護士　伊 東 健 次 （昭和46年法学部卒業）

〒160－0022 東京都新宿区新宿 2－5－10 成信ビル10階
TEL.03-5361-7601  FAX.03-5361-0034

（１）新年の集い
　2018 年 1 月 27 日（土）新年の集いが府中伊勢丹 9階バ
ンケットルームで開催されました。大野会長の挨拶に続き
小林春男幹事から音楽愛好会発足の説明がありました。参
加者 20 名おひとりづつスピーチをしていただき、温かく
和やかな会となりました。詳しくはホームページで。

親睦会開催報告

音楽愛好会の説明をする小林さん

着物がお似合い柴田さん

新年の輝かしい面持ちで
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レース後も去りがたく

説明聞いたり、相談したり

貴賓室で思い切り気取って

（２）花見の宴
　2018 年 4月 8日、府中の森公園で花見の宴が開催されま
した。例年より10日も早い開花となりこの日は満開が過ぎ
わずかに花が残る状態でした。それでも初参加の若手校友、
小野さん、石澤さん、阪田さんの 3人を含む 31人の参加者
は飲んで食べて楽しい時を過ごしました。最後は青空の下、
紺碧の空と校歌を高らかに歌いお開きとなりました。詳し
くはホームページで。

（4）美術館絵画鑑賞会
　府中校友会初めての美術鑑賞会が 7月 1日（日）府中市
美術館で行われた。
　府中市在住、早稲田大学名誉教授、洋画家、府中市美術

（3）競馬観戦会
　2018 年 6 月 16日、競馬観戦会が東京競馬場で開催され
ました。地元とはいえ簡単には入ることのできない貴賓室
でのホテルオークラのお弁当をいただきながらの観戦とい
うことで府中校友会にとどまらず他稲門会からも参加希望
者の多い人気の会です。当日も府中から 22名、他地域の稲
門会からも14 名が参加されました。競馬を楽しむだけでな
く交流の輪が広がり大変有意義な会となりました。詳しく
はホームページで。

参加者　全体 36名（うち会員 22名、他地域稲門会 14 名）
会員：小川健一、大野正道、大野真美、岡野勝、加藤幸司、
金子隆久、小松智子、泉田順子、小林春男、古曵享司、白
石裕子、菅野軍司、竹村智、千歳原聡、寺崎弘、中村圭吾、
平野祝夫、益田聡、松井正博、村崎啓二、山田月希子、湯
田順三
他地域稲門会：上田實（日野）、京極英二（日野）、宮本誠二（日
野）、吉川正行（日野）、梅橋敏博（町田）、梅橋八重子（梅
橋敏博氏夫人）、西村正臣（小金井）、金子正和（小金井）、
中村一夫（小金井）、清水元（国分寺）、野部明敬（国分寺）、
山崎修成（杉並）、山崎善美（杉並）、中島信義（渋谷）

参加者　会員 31 名
加藤�俊一、川村亮二、柴田�弘通、金子隆久、湯田順三、
森島�清、権平和照、大野正道、大野真美、村上勉、小林春男、
南三千代、山内宗次、古曳享司、尾花敏雄、村崎啓二、中
野慶子、手塚歳久、大島正敬、鈴木正明、千年原聡、西村
弘美、増本寛、筒井昌、松井正博、橋本好広、橋本美紀、
須山たかし、小野常寛、石澤実歩、阪田利晴�
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館館長の薮野健先生のご案内で、昭和の初期の東京を、自
由奔放な筆致と明るい色彩によって描いた画家長谷川利行
展“七色の東京”を鑑賞した。
　利行の画布の上を殴り描きするような絵に、素人の私に
は意味不明・理解不能であったところ、“乱雑に見えても
構図はしっかりしており、はっきり描かないところに人々
のざわめきを感じます。音符を重ねるような音楽的な絵の
線の上を踊ってみてください”と説明する美術館の主任学
芸員志賀秀孝氏の専門的な、高度で鋭い鑑賞眼に身の震え
るのを感じた。
　思いがけず 24 名の参加を得て、薮野先生の“今日は楽
しいですね、秋にも是非会をやりましょう”という意欲的
な言葉をいただいた。この後の懇親会でも先生を囲んで皆
の話は尽きず、美術同好会が誕生しそうで、楽しみが増え
るのが嬉しい。まずは大成功の第一回美術館絵画鑑賞会で
あった。

参加者
薮野健先生・青沼丈二・大野正道・大野真美・金子隆久・
小坂ひろみ・小松智子・齋藤明・斎藤裕子・柴田弘道・鈴
木正明・須山卓知・千年原聡・千年原夫人・中野慶子・塙
敏比古・塙宏美・益田聡・益田あけ・松浦節子・南三千代・
村上成男・村上勉（調布稲門会）・村崎啓二・湯田順三
� （大野真美　記）

筆者お気に入りの絵　カフェの女給

長谷川利行の作品鑑賞

音楽愛好会による合唱

トーモンレフア　フラダンス

ワイピオによるウクレレ演奏

小松さん 詩の朗読 塙夫妻ミニコンサート

（5）2018 暑気払いの宴
　９月２日（日）東府中のマロウドイン東京で暑気払いの
宴が開催されました。朝から雨が降ったりやんだりの不安
定なお天気でしたが、近隣稲門会から２名、初参加４名を
含む３９人が参加しました。須山幹事の司会進行で次々に
「自前アーティスト」が出演してゆきます。ワイピオ（竹

居さん、吉野さん、大野会長）によるウクレレ演奏と歌
に続いて今年塙幹事を中心に発足した音楽愛好会のお披露
目となりました。ソロや合唱で馴染みのある曲を４曲披露、
最後は会場みんなで「見上げてごらん夜の星を」を唄いま
した。府中トーモンレフア（大野幹事、南幹事、西村副会
長、橋本幹事）によるフラダンスは今年は特に当日に向け
練習を重ねました。塙ご夫妻は息の合った素晴らしいハー
モニーを聞かせてくださいました。またプログラムにはな
かったのですが小松幹事 ( 琴天音 ) がリクエストに応えて
詩の朗読をしてくださいました。最後は筒井幹事のリード
に「紺碧の空」と校歌を全員で唄いお開きとなりました。
来年もたくさんのアーティストの出演を期待しております。

を掲げてもうすぐ創業100年
西川の安心で確かな商品で健康をサポートします。

東京・府中

西川チェーン

☎（042）３６１－１７１1（代）

三光運送株式会社
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す。一生懸命大声で撒かせていただきました。横綱はかつ
て野球部だったそうで、剛腕で端から端まで豆の袋を飛ば
していたのが印象的でした。
　終了後、皆様との懇親会もあり、豆まきの興奮冷めやら
ぬまま参加者の皆様と歓談できた事も貴重な思い出となり
ました。
　この大國魂神社節分会は　桑田健一大先輩（34 法）が会
長をなさっています。毎年一般募集もしているようですが、
府中校友会に入ったおかげで知人も増え地域の行事に深く
かかわることができ感謝し
ております。皆様も一度ぜ
ひ参加して邪気を払い福を
呼び込んですばらしい思い
出になさってください。
　今年の府中校友会総会は
この大國魂神社結婚式場の
宴会場で行われます。幸運
のパワースポットとも言わ
れるこの神社で会員の皆様
とさらなる福を分かち合え
ますようにお目にかかるの
を楽しみにしております。

大國魂神社節分祭に参加して
「鬼は外～、福は内～¬！」
　今年 2018 年 2 月 3 日　府中のシンボル　武蔵総社大國
魂神社節分祭の豆まき式に参加させていただき、皆様の開
運と招福を心から祈願してまいりました。
　撒かれた豆を拾うことはあっても、撒く側にまわる機会
はなかなかありません。校友会で仲良くさせていただいて
いる　橋本美紀さん（62 一文）からお誘いいただいた私
はぜひぜひ！と二つ返事　前のめり気味にお返事しており
ました。
　豆まきは午後２時、４時、６時の計３回あります。私と
橋本さんは第三回に参加、、田子の浦部屋の横綱稀勢の里
や女優の真飛聖さん、ミス府中やサッカー選手、府中ゆか
りの政治家など有名人とご一緒だそうで、ワクワク。
　当日　指定された時間に会場に集合すると　まず大広間
に案内されました。係の方が裃をビシッと着付けて下さい
ます。初カミシモ！結婚式場のロビーは江戸城のようにカ
ミシモだらけで　タイムスリップしたようです。そして一
同列になって夕やみ迫る境内にしずしずと入場して拝殿に
上がるころには、境内は押すな押すなの大観衆、熱気で寒
さも忘れました。
　拝殿では最初にご神事があり、ここで初めて参加者全員
が一堂に会します。おー、横綱始め、有名人でキラキラし
ている気がする。ご神事の後、いよいよ豆まきが始まりま

2 0 1 9 年親睦会活動予定

新年の集い　　　　　　　１月下旬
花見の宴　　　　　　　　３月下旬～４月上旬
競馬観戦会　　　　　　　６月
2019暑気払いの宴　　　　８月下旬

皆さんの参加をお待ちしております！

同好会活動、親睦会の詳しい活動内容は
府中校友会のホームページでご覧いただけます

［ホームページ管理人・大島正敬、昭55理工研］

ホームページ検索で���早稲田大学府中校友会�
で開くこともできます。
府中校友会のＨＰは全国稲門会の中でもその出来栄えと、
内容が充実していて素晴らしく、動きも活発だという高い
評価を貰っています。
ＨＰの中でも他地域の稲門会とのリンクを増やし、交流を
深めつつあります。

　毎年総会の会場となっていた府中グリーンプラザが
今年 3月で閉館となりました。府中駅周辺は再開発や
高層マンションの建設により徐々にそのすがたを変え
つつあります。それを変わらぬすがたで見守っている
大國魂神社。その大國魂神社結婚式場が今年の総会の
会場です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
� 〔昭.62文　橋本美紀〕

編 集 後 記

会 員 特 別 寄 稿
〔昭35・政経　西村　弘美〕

暑気払いの宴出席者
太田公陽・加藤俊一・川村亮二・竹村智・柴田弘道・金子
隆久・桑田健一・湯田順三・竹居義男・森島清・吉野征亜・
権平和照・新井鐘二・大野正道・宮下秀久・青沼丈二・大
野真美・小林春男・南三千代・山内宗次・村崎啓二・古曳
亨司・塙俊比古・小松智子・岡野勝・塙宏美・益田聡・益
田あけみ・小坂ひろみ・大島正敬・西村弘美・増本寛・筒
井昌・橋本好広・橋本美紀・三浦康正・須山卓知・鴛海量
良（立川稲門会元会長）・山田和子（調布稲門会副会長）

校歌　斉唱

全員で


