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ていることが見て取れます。ワクチン接種のスピードアッ
プが強く望まれます。
　高齢者はワクチン接種が進んだおかげで抗体に守られて
いるようですが、来年早々には 3回目の接種をという話も
あり、今後数年はコロナとの共生を覚悟して積極的に前向
きに人生を生きていきたいと思います。
　皆様も御身ご自愛の上お元気に過ごされますよう、また、
対面での校友会活動を再開出来る日が一日も早く来ること
を祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。

　昨年の 1月から始まった新型コロナ感染拡大は、1年半
を過ぎた 8月現在第 5波のピーク
にあり、デルタ型変異株への感染
者が全国で毎日 2万人前後となっ
ていますが、会員の皆様いかがお
過ごしでしょうか。
　昨年は 2月以降の会議、イベン
ト、同好会活動等は大学からの強
い要請もありすべて中止としま
したし、総会も書面開催といたし
ました。しかし、今年はこのコロナ禍がしばらく続く事を
想定して昨年から準備を進めていたオンライン会議システ
ムを利用して、1月から毎月 1回の幹事会を zoom会議と
し、実績を重ねつつ、4月の「花見の会」と 8月の「暑気
払いの宴」も zoom開催としました。また、同好会活動の
内、音楽愛好会が zoomシステムを使って参加者それぞれ
の音源（伴奏楽器、歌声）の同期取りに苦労しながら楽し
んでおりました。なお、今年の総会も昨年と同様「書面開
催」といたしますのでご理解、ご協力のほどよろしくお願
いいたします。
　また、昨年は大学からの緊急支援要請に応えて、必要と
する学生に対する経済的支援として 10 万円を早稲田大学
に寄付しましたが、コロナ禍が続いていることもあり今年
も大学からの要請に応じて 10 万円を寄付いたしました。
これらはすべて会員皆様の納入年会費が財源となっており
ます。一人でも多くの方々の会費納入を心からお願い申し
上げます。
　8 月に入って府中市内の新規感染者数が急増していま
す。7 月の 4 週で 207 人だったのが、8 月の 4 週で 1,274
人と 6倍以上に増加しています。市内の感染者はこれまで
延べ 3000 人を超えていますが、その約半数が 7~8 月に集
中していることになります。
　年令別では 20 歳代が 452 人、30 ～ 40 歳代が合わせて
483 人、50 歳代が 161 人、10 歳代以下が 21 人 60 歳代以
上が 63 人と、若者と働き盛りが多く、学生、生徒も増え
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� 〔昭56・理工　増本　　寛〕
　2019 年 11 月総会に於いて皆様にご承
認頂き事務局長に就任いたしましたが、
その後の新型コロナウィルス蔓延によ
り、集合しての校友会活動が出来なくな
りました。その対策として今年の 2月か
らはオンラインで幹事会を開催する様に

体制を整えました。花見の宴、暑気払い等もオンラインで
開催しました。またメールをご使用になっている方には、
大学の近況などの報告を配信しております。しかしメール
をご使用でない会員の方々にはどうしても情報提供が滞り
がちで誠に申し訳なく存じております。
　事務局長として改めて府中校友会の歴史の一端に触れよ
うと思い、ホームページに掲載されている「いなほ」を創
刊号から全て読みました。創立から今まで先輩方の並々な
らぬご苦労を拝読いたしました。その先輩方のご苦労のお
陰を持ちまして今年 45 回目の決算が出来る事は誠に喜ば
しいと存じます。
　この 45年の間に、私の様に新しく府中に引っ越して来ら
れた方も増えてまいりました。創立当初は府中が地元で府中
にお勤めの方々を中心に府中校友会が運営されて来たようで
すが、当時に比べると新しく引っ越して来た会員の方も大分
増えてきています。校歌にあるように、集まり参じて人は変
わってまいりましたが、早稲田大学の校友として今後も府中
で皆様と同じ時を過ごして行きたいと切に望む次第です。こ
のコロナ禍が収束しましたら、是非皆様とお会いできる事を
心待ちにしつつ、皆様のご健康をお祈りいたします。
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　最後に大野真美副会長に
ご挨拶頂いてあっと云う間
に 2時間が経ちました。
　まだまだコロナ禍が続き
ますが、こんな形でも皆様
とお会いする事が出来て幸
いです。
　早く皆様に御会い出来る日を楽しみに致します。
出席者（敬称略）　大野正道（S40 理工）、大野真美（S42 文）、
中澤俊文（S43 法）、南三千代（S44 理工）、山内宗次（S45 商）、
角家哲雄（S46 法）、古曵享司（S47 法）、塙敏比古（S52 政
経）、塙宏美（S54 文）、日比野悦久（S54 理工）、鈴木正明（S54
理工）、増本寛（S56 理工）、橋本好広（S62 文）、橋本美紀（S62
文）、三浦康正（S63 社学）　計15名�

ZOOM花見の宴（令和３年４月３日）
　13 時から花見の宴を開催しました。今年の桜の開花は
早く先週の日曜日 3月 27 日頃が満開でした。本日は花吹
雪舞う花見になりました。まだコロナ禍は収束には程遠く、
止む無く ZOOMで花見となりました。各自酒肴をパソコ
ンの前に持っての飲み放題の花見です。
　幹事会は ZOOMで開催していますが、会員を交えての
ZOOM花見は初めてで、どうなる事かと心配していまし
たが、楽しい 2時間を過ごす事ができました。S42 平井さ
んはパソコンにカメラとマイクが無いので、専ら聞くだけ
の参加となりましたが、電話で確認しました所「楽しかっ
た」とお言葉頂きました。S58 平野さんは奥様と二人で野
川の花見をしながらスマホで参加くださいました。
　17 人全員での会話は難しいので、4、5 人のグループ分
けをして懇親をしました。皆さんが事前に撮影された桜の
写真も鑑賞しました。グループ分けを変えての懇親をも
う数回しようと思いました
が、あっと云う間に 2時間
が経ってしまいました。
　最後に応援団長 S58 筒井
さんのリードで紺碧の空、
校歌を歌って散会しました。
出席者（敬称略）　大野正道（S40 理工）、青沼丈二（S42 法）、
大野真美（S42 文）、平井文人（S42 法）、中澤俊文（S43 法）、
南三千代（S44 理工）、角家哲雄（S46 法）、古曵享司（S47 法）、
村崎啓二（S47 法）、塙敏比古（S52 政経）、大島正敬（S53
理工、S55 院）、岡野勝（S54 理工）、塙宏美（S54 文）、増
本寛（S56 理工）、筒井昌（S57 政経）、平野知（S58 政経）、
橋本美紀（S62 文）　計 17 名

親睦会開催報告

ZOOM暑気払いの宴（令和３年８月 29 日）
　16 時から ZOOMにて暑気払いの宴を開催しました。大
野会長のご挨拶に続き、南副会長の乾杯で始まりました。
　お一人ずつ近況をお話しいただいて一時間程過ごし、ト
イレ休憩を挟んで音楽愛好会のリードで、青葉城恋歌、青
いサンゴ礁等を歌い、山内さんには、十八番のいい日旅立
ちを歌っていただきました。暫く歓談の後、皆で紺碧の空
と校歌を歌いましたが、ZOOMでの合唱は多少皆の声が
ずれてしまいますが、それもご愛敬で又楽しでした。

府中のパワースポット発見
〔昭42・文　大野　真美〕

　結婚と同時に主人の実家であるここ府
中は清水が丘に移り住んで５０年。近く
に競馬場通りがある。パリのシャンゼリ
ゼ通りに倣ったとわれるだけあり、道幅
は非常に広く、特に歩道はゆったりとし
ていて、散歩に最適である。ところが、

日中でも怖いくらいに人通りが少なく、これまで散歩した
ことは一度もなかったが、今回のコロナ禍で、運動不足解

一年を振り返って
� 〔昭42・法　平井　文人〕
　特別に報告するほどの事件や事故はありませんでした。
正月を迎えるとすぐ、女房の誕生日、そのうちに私の喜寿
が来て、春になると孫が共立女子大の文芸学部に合格。
趣味で五枚小説に応募していましたが、やっと佳作入選。
フルートは、ルソーのヴィヴァルディの春に挑戦、暮れに
発表予定。古文書の会、源氏物語（宇治十帖）、の会などに、
コロナを避けて低い姿勢で参加しています。
　料理は夕食に一品なんとか作りたいと思っていますが、
なかなかそうとはいきません。一応毎日、キューピー 3分
クッキングを見て勉強しています。大学の三年次に歌舞伎
町でバーテンダーやコックをやったことが今、生きていま
す。その時、前回の五輪でした。

E-mai l  :  szk@suzukisetubi .com

拳一郎

会　員　投　稿

（オンライン開催）

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（昭和 31 年法学部卒）

合唱風景
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コロナ禍の一年を振り返って
� 〔平15・教　古川　寛恵〕

　自分の人生でも初めてのテレワークと
なり、1年が経った。今は出勤日数の半
分を自宅で過ごしている。築 34 年のあ
ばら屋だが、仕事部屋としてこれまで
使っていなかった2階の8畳間を選んだ。
大國魂神社の向かいに位置し、神社の緑

が借景となっている。これまで仕事生活を過ごしていたオ
フィス街と違い、様々な発想や知恵が湧く。たまに自由

消のために歩いてみることにした。
　うららかな春の日、通りに出ると緑の濃淡に朽ちかけた
葉のオレンジ色が混ざりあったくすの木の並木の美しいこ
と。一幅の絵画を見るようで思わず感嘆の声をあげてし
まった。通り沿いの竹林で顔を出した筍の成長も楽しみ。
　夏は、通り中央の色濃く茂ったけやきの葉が天を覆うよ
うに広がり、涼やかな木陰を作ってくれる。秋になると銀
杏が黄金色に輝き、見事な情景に目を奪われる。冬の寒い
中、梅林をよく見ると紅梅の蕾がふくらんで、春の到来が
間近いことを知らせてくれる時は心が踊る。
　思いがけなく発見した往復５,000 歩の競馬場通りのお陰
で、身は軽く気持ちが弾んで、私にとって最高のパワース
ポットとなった。

コロナ禍の 1年を振り返って
� 〔昭47・法　古曵　享司〕

　私はこれまで府中 TM歩こ
う会、ゴルフをプレーしよう
会、音楽愛好会と三つもの同好
会に加入し、皆様との交友関
係を楽しんできました。ただ、
COVID-19 蔓延以降は何れも活

動自粛。現時点でも完全終息が一向に見通せないとあって、
漠とした不安に戸惑う日々を過ごしております。
　初めの頃はインターネットで評判となったカミュ著「ペ
スト」、小松左京著「復活の日」など読書の日々でした。
次に運動不足解消を図ってウオーキングを積極化。ネット
で自宅周辺のお薦めコースを探し、色々歩き回ることとし
ました。ただ、基本的には巣籠。交友関係を楽しむには縁
遠い状況でした。そんな中にあってエポックとなったのは、
本会から zoom なる会議用ソフトを「接種」されたこと。
翻ってみると、この zoomはワクチン的効果をもたらした
ようです。本会役員の多くがこの接種を済ませたお蔭で「月
イチ幹事会」がスタートし、before コロナに比べ格段に
豊富な情報収集、緊密な意見交換ができるようになりまし
た。三人寄れば文殊の知恵とやら。zoom幹事会を頻繁に
開いたことから、ひいて昨年 11 月には書面総会として開
催することができ、中止の事態を避けることができました。
その後本年４月「花見の宴」開催、7月音楽愛好会開催へ
の流れを作ったのではないでしょうか。私は本会によって
接種されたこの zoomワクチン効果に目覚め、その後、中
学校同窓会、同郷会などに再接種したりしていますが、利
用する都度、そのポテンシャルはかなり大きいと感じ始め
ており、after コロナにあってもその効用は長期間持続す
ると思っています。他方で、before コロナでは常時出席
されていた方が zoom となるや欠席という現象も気懸り。
こうした思いがない交ぜになり、皆で一堂に集まっていた
頃のワイワイガヤガヤの摩擦や熱気、対面ならではの温も
りがまた恋しく、懐かしさが一層募ることも事実です。
　何れにしろ、ネットを柱に「新しい生活様式」を模索中
といった毎日です。　

55年の時を越えて、与那国島への旅
� 〔昭43・商　平野　祝夫〕

　令和 2年 12 月、コロナの非常事
態宣言下、私達夫婦は沖縄の与那
国島へ旅行しました。1965 年 8 月、
私が早稲田大学の世界旅行研究会の
会長をしていた時、与那国島の中学

生 6名と引率の先生 1名を本土に招待しました。当時、沖
縄は米国の施政権下苦しみ、与那国島に数度の遠征隊を派
遣した同会が、石垣島出身で、政府の沖縄の日本復帰委員
をされていた大浜総長のお力添えもあり、新聞社の後援と
大手 20 社の企業の協賛で、壮大な計画が実現しました。6
人の中学生達は、身分証（準パスポート）を持って、東京
から新幹線で京都、奈良を含め、12 日間の夢の様な研修
旅行を体験しました。その模様は、全国のテレビと新聞で
報道されました。首相官邸に佐藤栄作総理を訪問し、沖
縄の日本への早期復帰と台湾のテレビしか映らない島の窮
状を訴えました。それから、55 年の歳月が流れ、私達は、
与那国中学校を訪問し、心温まる歓迎をして頂き、当時の
話を先生方や中学生達に伝えて頂く事に成りました。自然
のままの、風光明媚な初めて見る与那国島に感動をしまし
た。私達は地元の新聞社の取材を受けて、八重山毎日新聞
と沖縄タイムスの朝刊に、55 年前の与那国島中学生の本
土招待と、私達の初めての来島が写真入りで報道されまし
た。当時の出来事が55年振りに蘇りました。医者の次男は、
救命救急医として、日夜、コロナの第一線の現場で頑張っ
ています。コロナ下、周りの批判は有りましたが、私達に
は、生涯忘れる事の出来ない旅に成りました。

リレーション  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

野辺山から
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祭りを知らせる号砲の音～丸玉屋煙火店さん～
� 〔昭62・文　橋本　美紀〕
　地元大國魂神社の参道に露店が並び人があふれる―この
ような光景が見られなくなって2年近くが経ちました。「く
らやみ祭り」をはじめさまざまなお祭りが 2年続けて中止
になるとは思いもしませんでした。それでも神職による神
事は執り行われており、お祭り開催の合図となる号砲が我
が家から聞こえます。昔からこの号砲の音で「今日は○○
祭りだ」ということを思い出し、つい遠回りをして露店の
並ぶ参道を通って駅に向かったものです。
　お祭りの号砲を打ち上げているのが校友の小勝一弘さん
（昭５２年理工）が代表をつとめられる丸玉屋小勝煙火店
（押立町）であると知ったのはつい最近のことです。校友
の父（昭３４年法学）も以前より小勝さんと面識があった
とのことで、不思議なご縁に驚きと嬉しさを感じます。お
祭りが再開され参道に露店が並び人が集まる、そして丸玉
屋煙火店さんの打ち上げる花火を皆で見ることができるよ
うな日常が一日も早く戻ることを願うばかりです。
※この原稿を書くにあたり父を通じて小勝さんにご連絡
し、お名前を出すことをお伝えしたところ快く応じでくだ
さり原稿までいただきました。ご協力にこころより感謝い
たします。

当世花火雑感
� 〔昭52・理工　小勝　一弘〕

　2021 年 8 月　世界的なパンデ
ミック・コロナウイルス禍のため、
昨年に続き今年も花火が揚がらぬ
夏である。大規模な花火大会は軒
並み中止、盆踊りや町内会納涼祭

りの小規模花火も中止、神社祭礼等の開催合図花火もほとん
ど自粛である。だが、家族でおもちゃ花火（がん具煙火）を
楽しむ機会は増えたようでやはり日本の夏には花火である。
　太古の昔から人類生存のため不可欠なものは、衣・食・住・

火である。なかでも「火」は暖を取り食べ物を調理し闇を
照らす照明となり・・と他動物にはない人間だけが積極的
に利用してきたものである。「火」の持つもう一つの側面に、
人間の精神的な基盤に影響を及ぼすものとしての役割もあ
る。
　人智を超えた制御不能な世界を体感し「火」を恐れ「火」
に感謝し「火」を敬っている。「火」を使う花火を見る時、
人は無意識にこうした感情を思い起こしているのかも知れ
ない。
　花火は、戦争・疫病・経済恐慌・強権的統治権力・・様々
な要因により中止・中断はあったが、花火を見たいと願う
人々の声に応え復活し更に進化を続けている。江戸中期か
ら庶民の文化としても人々に受け入れられてきた花火は、
主催者・花火業者のものではありません。一家団欒家族で・
友人と一緒に・同僚や仲間とともに・あるいは一人静かに
思い出に耽り・・・
　来年の夏は難しいことを忘れ、酒でも飲みながら花火を
楽しんでください。

三光運送株式会社

各種印刷・名入ノベルティグッズ

［ホームページ管理人・大島正敬、昭55理工研］

　今回の「いなほ」は会員の皆様に少しでも府中校友
会との繋がりを感じていただくために、会員の声をお
届けするべく原稿を募りました。コロナ禍でも前向き
に過ごされている諸先輩、そして会員の皆様に直接お
会いできる日が待ち遠しいです。来年度の懇親会や同
好会活動、心の準備はできています。次回の「いなほ」
で活動報告ができることを願っております。
� 〔昭.62文　橋本美紀〕

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。

http://wasedafuchu.tokyo/

を掲げて 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）（昭和38年法卒 : 小島輝也）

編 集 後 記

すぎて社内で異端視されるほどだ。音楽やラジオをかけな
がらの仕事もでき、働く環境も良い意味で変わった。とこ
ろでいまは引退したが、茶道を 19 年間習った経験からは、
伝統と革新の交わる先に新しい時代やスタイルができてい
く。自分や府中、はたまた早稲田にとってどういう時代に
なるか、不安よりも期待を多く抱いている。


