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活性化キャンペーン、ただいま進行中！
都下26市の中で八王子に続いて創設された伝統ある、
わが小金井稲門会。
しかし、近年は会員の高齢化
などによって会員数は
「自然減」
の傾向にあった。
これではいかん！
危機感を強めた亘理鐡哉会長は、
昨年の「女子会」創設に続き、果断
に動いた。
永井庸夫副会長を会員拡大担当
に指名。
２月の新春交流会の後には
「活性化推進チーム」
を立ち上げる
ための会合がもたれた。
「会員拡大は結果であって、
まずは
会の活性化が先にあるべきだ」
この考えに立って、活性化推進チ
ームは動き出した。
マーケティング理論を駆使した
アンケートの実施、気楽に楽しめる
ワインの会の発足、家族ぐるみで参
加できるバーベキュー大会などなど。
そして、半年におよぶ取り組みの
結果は――。

じぇ、
じぇ、
じぇ！

（注：ＮＨＫの朝の連続ドラマです）
そんな、
あまちゃんの驚く声が聞こえるよう。

22人。それも年齢層も幅広く、多彩な方々が新たに加わった。

なんと今年の新入会員はすでに

そこで今回の特集は
「ドキュメント 活性化推進チームが動いた」。
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＊22人のご紹介は最終ページに

冒頭に
﹁活性化のための施策﹂と
あり︑
こう続く︒
﹁活性化は会の永遠のテーマであり︑
良いと思われることは気楽にトラ
イしていくのが良いのでは﹂

長い議 論を経て︑１ ６ ０ ０ 人へ

準備し︑
市内を走り回り︑
実現させ

できたのは︑
メンバーのみなさんが

それなりの成果をあげることが

大きな成果があったと思い

りましたね︒

アンケートは予想外の反響があ

きかった︒

同じ思いで協力してくれたのが大

た︒
半年で
﹁新会員 人﹂
という驚異
それは︑
ワセダを愛し︑労苦を惜

の実績︒

のポス ティング 大 作 戦 の詳 細 が
固まった︒
永井はグラスの冷たい水を口に

しまない会員らがそれぞれの持ち

■

し︑安堵の笑みを浮かべた︒

■

味を発揮して成し遂げたものだっ
た︒
■

■
ムだけでなく︑
これまで宅 配 便を

ポスティングは活性化推進チー

誰にも異存はなかった︒
届けてきた会員らが中心となって

では﹂
問 題は︑小 金 井 稲 門 会に入って

６月 日の活性化推進チームの
会議後︑永井︑
西村両副会長にこの

おらず︑
市内に在住しているとみら
れる１６００人の卒業生へのアプロ

半年の取り組みを振り返って頂い

西村

ます︒

ありがたかった︒永 井さんという

永井 ﹃ ザ 紺 碧 ﹄がカラー 化 され︑

世代に会に参加してもらうために︑ 楽しくやれました︒

やる気のある人が集まったのが

ここまでを振り返り︑
どのよう
――
な感想を？

良いリー ダーがいたので︑とても

た︒

ーチだった︒
なぜ入会しないのか︑
あるいはで
きないのか︒
何があれば入会したい
︒
気持ちへ転じるのか ――
調査なくして︑対策なし︒

今回の取り組みは︑色んな

バーたちにとってそのことは身にし

もう一度︑小金井稲門会のあり方

永井

みてわかっていた︒

一つのきっかけになりましたね︒
それから家族参加型のイベントと

ないように︑ずっと継続していける

︵文・写真＝佐藤和雄︶

かどうかでしょう︒
ったですね︒

楽に参加できるワインの会も良か

してバーベキューをやったこと︑気

一番 大きかったのがアンケート︒ 西村 あとはこの流れを断ち切ら

した︒

新しい感覚で始まったというのも︑

長年︑
企業などで働いてきたメン

西村副会長

22

を考えてみようというのが狙いで

可能な限り︑丁寧なアンケート
調査をやろう︒そう決まった︒
だが︑
そのための費用は抑えなけ
ればならない︒
福岡が﹁着払いの返信はがき﹂と
いう手法がある︑
と提案した︒
よし︑それでいこう︒

2

27

﹁家族も参加する雰囲気が良いの
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ドキュメント

活性化推進チーム
が動いた
＊敬称略︒︵ ︶
の中は卒業年
︵基本
的に昭和︶
です︒年齢ではありませ
■

んのでくれぐれもご注意を︒
■

多くの議題があったが︑
その中で
も特に参加者の関心を引くテーマ
があった︒

会員拡大問題を担当する副会長・
永井庸夫︵ ︶
のいつもながらの穏
やかな声が響いた︒

︵この調子で書いていくと︑
本１

冊分の分量が必要となるので途中

を大幅に割愛︶

ムのメンバー３人に向けられている︒

﹁ジョナサン﹂
は場所がらか︑
夜は家

前原坂上のファミリーレストラン

■

︒
会員をどう拡大するのか ――
小金井稲門会の会員はじりじり

﹁本日のメンバーで最新の入会者

永井の視線は︑﹃ザ紺碧﹄
編集チー

と減りつつあった︒超高齢化の波は︑

族客よりも打ち合わせをする大人

３月６日の夜︑ 人のグループ客

のグループ客が目につく︒
編集委員の中では最も年長の金

が１人３７０円のドリンクバーを

注文した︒

子正和
︵ ︶
が最初に口を開いた︒

とね﹂

として︑
入会の動機をお話しします

校友会組織にも及んでくる︒
体が動かないことなどを理由に
挙げる退会者がこのところ目立って
いた︒

﹁定年を機に入会しようと思ってい

■

この夜の
﹁四役会﹂は少し顔ぶれ

永井は他のメンバーがドリンク

２０１３年１月７日︑
月曜日︒

バーから戻ると︑１枚のレジュメを

たんですが︑そんな時に勧誘文が
ポスティングされたんです︒それに

それぞれに手渡した︒

が変わっていた︒
校友会誌
﹃ザ紺碧﹄

には最高気温は８度９分となった︒ をつくる編集委員３人が招かれて

麻雀やカラオケなど興味をひく同

東京地方は朝から晴れ︑昼過ぎ

出席していたのである︵編集長・佐藤

風はさほど冷たくない︒

のような機会をつくってはどうです

それが表題だった︒

︶︑事務局長の石井

集まったのは永井のほか︑
相談役
﹁会員拡大には︑会の活動を活性

を出した︒

嗣剛︵ ︶
︑事務局次長の皆川保則

の関口弘治︵

か︒
例えば早稲田サロンのお試しチ

合わせ﹂

﹁活性化推進チーム︑第一回打ち

好会があったので入会したわけなの

武 蔵 小 金 井 駅 から 小 金 井 街 道
を南へ行くと﹁前原坂上﹂交差点が
あり︑そこからすこし下ったところ
に 小 さ な 喫 茶 店 が ある ︒名 前 は

ですが︑
入会するまえに出会いの場

和雄は所用のため欠席︶
︒

10

35

︵ ︶
︑
副会長の西村正臣
︵ ︶
︑
同じ

く副会長の國分ひろみ
︵ ︶
︑
そして

37

した考えが記されていた︒

打ち合わせなどで議論して︑整理

レジュメにはそれまで永井が下

﹃ザ紺碧﹄
編集チームの４人︒

44

ケットを配ってみるとか﹂

夜７時前︑
コートにマフラー姿の

化する必要があり︑
中でも若い人や

編集委員の福岡貴子︵ ︶
︑遠藤

42

ペリーヌ︒
初 老の男 た ちが 次 々に喫 茶 店の

女性が参加し︑
にぎやかな会にする

︒
した ――

■

57

金子はほかにもさまざまな提案

ドアを開けて︑
一番大きなテーブル

うにすれば若手や女性が入会する

圭司︵平 ︶
も続いてアイデアを出

小金井稲門会の正副会長︑事務

か︑
忌憚のないご意見をおうかがい

ことが重要と考えています︒
どのよ

局長らが定期的に会の運営を話し

したい﹂

についた︒

合う会議だ︒通称﹁四役会﹂︒

14

48

永井副会長

3
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女子会

新しい書表現を求めて
國分ひろみ

（1969年 第一文学部卒）

早大を卒業して45年、
いろ
いろ逡巡しましたが、つまる
ところ、
「書」が自分の課題と
なりました。

「常に新鮮であること」−−。
これは碧の詩・書の
作品を貫いている精神です。
日本全国、世界各地
を歩いた碧の行動力と、停滞することなく変遷を
続けた芸術表現を理解する人は、今は僅かでしょ
う。私はその詩論が特に、日本語と日本短詩の未
来に重大な示唆をもつものと感じています。実に
碧なくして山頭火も放哉も出てこなかったのです。

37年前、川崎市溝の口の静雅書道会で岡本
雅堂先生に書を習い、その会の機関誌『書像』の
編集を５年していました。岡本先生は在野で書の
芸術的表現を求め、
実に多様な高雅雄勁の作品を
残しておられます。
その影響で書に志すことを期し
たのですが、不覚にも来空（夫）
と知り合い、結婚
出産育児仕事等で忙殺。子どもが成人したのを機
に会社
（明治安田生命）
を辞め、
６年前に書の稽古
を再開しました。

最近、
自作の短詩を甲骨文字で表記し書く作業
を始めました。３年前には、人偏、魚偏、虫偏など
の漢字ばかりを集めて書象を造りました。必ずし
も言葉の意味・文学性にこだわりません。
書の美とは何か、
というのは難しい問題ですし、
人の感覚もさまざまです。
自分としては、毀誉褒貶
に慄かず、技術を高め、先人のやっていないことを
模索、常にフレッシュであり続けることをモットー
にして、
と考えます。

張大順氏に会い、
甲骨文を知り、
その自由な表現
に触発され、現代に在る自分の表現を求めて試行
しています。

この、
人のやらないことを求めるところに、
ワセダ
精神の血脈を感じるこのごろです。

書の雑誌を編集していた頃は、いろいろな書蹟

最後に、碧のルビ俳詩から夏らしい、一首。

を渉猟しました。その中で最も刺激を受けたのが

「簗落の奥降らバ鮎はこの尾鰭る」

河東碧梧桐
（明治6年〜昭和12年）
です。
子規門で

（オチのおくふらバコはこのおオドる）

明治大正昭和に活躍した俳人ですが、正当な評価
が成されていないのが残念です。多芸で、能・山岳
にも長け、書は中村不折との研究会（龍眠会）で、
実に面白いことをやっています。
漢魏六朝碑の法帖から文字の生気を呼び起こし、
躍動感溢れる破格の表現を創出。
私が碧書を初めて目にしたのは『太陽（俳句）』
の目次にあった数センチの短冊でした。見た瞬間、
並々ならぬものを感じ、それから碧書の取材に走
り、碧師の最期をみとった水木伸一画伯をはじめ、
数々の縁の方を訪ね真蹟を見せていただきました。
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うちの部会はここが魅力です
ワインを楽しむ会

〜日曜午後は典雅に（？）ワインを〜
杯を重ねるうちに、参加者から質問が飛び出し、

今年３月に発足した
「ワインを楽しむ会」
（仮称）。

即席ワイン教室が始まった。

名称はいまだ定まっていないが、
毎回十数名が集
うホットな会である。
稲門会会員だけでなくご伴侶

丸山さんによる赤ワイン4本の紹介のころには、

やご友人も多く参加され、
車座になってワイン片手

すでに予定終了時刻を過ぎていたが、
メートルの

に歓談し、
ワインと交流を同時に楽しめることが会

上昇と比例して参加者のボルテージは上がるば

の魅力の一つだろう。

かり。最後はおなじみの校歌斉唱でお開きになり、

さて、
その第４回目が６月16日に行われた。

会場に残ったのは、
饗宴後の静寂と16本の空ビン

20代から70代までの男女23名が参加し、
用意

だった。

されたワインは16本。
どちらもこれまでの最高数
で、
会場である関口さんのペントハウスのゆったり
した空間は、満杯のバール
（イタリアやスペインの
軽食居酒屋喫茶店：生活に必需の場）
と化した。
参加多数の理由は、
なんといってもスペシャル
ゲストの丸山釉佳（まるやま・ゆうか）さん＝写真＝
のお力によるもの。
丸山さんはエノテカ
（ワイン専門
店。世界各国のワイナリーと直接取引をする老舗）

このワインを楽しむ会は、毎月第３日曜日の15

六本木店にお勤めのワインのプロで、
さらにバレ

時から、
武蔵小金井駅南口徒歩２分の関口さんの

リーナでもある魅力あふれる女性だ。

事務所にて、
会費1,000円
（もしくは同じ値段ぐら

ちなみに、國分ひろみ副会長の姪御さんである。

いのワイン1本を持参）で行っています。詳細は、
小金井稲門会のホームページをごらんください。
（文・福岡貴子

写真・佐藤和雄）

丸山さんが６月のワインの会で選んだワイン
（どれも2,000円以下のもので、エノテカで購入可能です）

白ワイン（今回の白は「シャブリ」でまとめたそうです）
☆プティ・シャブリ
（フランス）
☆アヴァント・シャルドネ（アメリカ）
☆セラー・セクション・シャルドネ（ニュージーランド）

会はまず初参加の方の自己紹介に始まり、追っ

☆モンテス・アルファ・シャルドネ（チリ）

て、丸山さんご選択の白ワイン４本の案内へ。

■赤ワイン

「このアヴァント・シャルドネはオバマ大統領のお
気に入りです」
「ニュージーランドでは、ほとんど

★コルテ・ジャッラ・メルロ・コルヴィーナ（イタリア）

コルクを使わず、
スクリューキャップ。
なぜかという

★セラー・セクション・ピノ・ノワール（ニュージーランド）

と……」
など、軽妙で興味深いお話に参加者一同、

★サンタ・クリスティーナ・ロッソ（イタリア）

神妙な面持ちで拝聴。
この案内のおかげでワイン

★モンテス・アルファ・カベルネソーヴィニヨン（チリ）

のおいしさがさらに増したことは間違いない。
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うちの部会はここが魅力です
〜麻雀部会〜 人生にも似たゲーム

だからベテラン勢は意気軒昂
卓の調整の難しさ
部長は今年度から小島敏男さん（昭和３５年、
教育卒）。
一番頭が痛いのが人数調整だ。なにせ４人で
１卓という人数に関してはなかなか融通の効か
ないゲームだけに難しい。
１ヶ月前に皆さんの出欠を取っているが、大
体１０人程度が多いという。それを８人の２卓
か１２人の３卓に調整する。都合がいい時は誰

「ふふふ、今日はオレが」と思っている猛者たちの不敵の笑み

しもやりたいもので調整は口で言うほど簡単な

第２、第４日曜日が麻雀デー

ものでない。

麻 雀 部 会 は 現 在 、 会 員 １ ８ 名 。 毎 月 第 ２、
第４日曜日に麻雀会を開催している。集まると

ベテランが大変元気な麻雀部会と記したが、

まず対戦相手を決めるクジをして開始。いつも

団塊の世代やさらにその下の若手も徐々にでは

午後５時頃に終えることとなる。

あるが力をつけつつある。
「麻雀は学生時代にしたが、その後はご無沙

約４時間のゲームだが、皆さん、家の中では

汰」という皆さんもどうですか。

こんな真剣な顔つきにはならないだろうという
集中度で熱心に取り組んでいる。

ポンだ！リーチだ！ロンだ！という熱中時間
を持つのも頭と心の活性化にいいと思う。何時

この部会の特徴といえばベテラン、年長の皆

でも参加OKです。

さんが大変元気な事だろう。

ただ人数調整がありますので必ず部長の小島

麻雀というゲームは腕４の運６とか、「やっ

さんまでTELを！

ぱり腕だよ。腕８の運２だね。」などと人それ

（文・写真＝金子正和）

（＊写真のキャプションは編集長が勝手につけました。すみません！）

ぞれに勝手な事を言っている。
囲碁などと違い、短期の勝負では勝敗に運が
左右することは間違いない。ただ長い目で見る
としたたかな計算力やあきらめない勝負強さ、
相手の捨て牌は当然のこと顔色までも見る観察
力など様々なものが勝敗を分けていく。
そんな人生にも似たゲームを本当に長い間、
意気軒昂に戦ってきたベテラン諸氏だからこそ、
気力、体力、ともに元気なわけだ。

「いや、弱ったね。どれを切るかな」という感じ

一時言われていた「麻雀はボケ防止に有効な

〜小島敏男さんの連絡先は〜 ０４２-３８３-３０２２

ゲーム」という説はまさに正論だと思う。

6
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あの政権交代は日本に何をもたらしたのか
〜2013年度「市民公開講座」報告記〜
恒例の市民公開講座が６月22日、稲門会会員を含む多くの市民の参加を得て開催されました。講師は、
元毎日新聞政治部記者にして現役の政治ジャーナリスト・仮野忠男氏。小金井市政では、情報公開・個人
情報保護審議会の副会長であり、情報公開条例の制定にも深く関わられ、浅からぬ縁があります。

講演は、早稲田との縁、記者への志を立てた学生時代、総理番記者時代に暴漢を退治した武勇伝など、
生い立ちや来歴から始まりました。
二大政党制で政権交代が盛んな英米の政治史を顧みながら、日本との比較へ。
「政権交代ほどいい政治改革のツールはない」「長期政権が続くと主権者たる国民が損をする」－－。
政権交代は、政策中心の政治が実現し、政党に緊張感をもたらし、政治改革に効果的なツールであると、
日本の主権者の選択として政権交代の意義を説かれていた点は大変印象的でした。
選挙制度改革が進んだ昭和から平成の時代の変わり目を振り返りながら、久々の学生気分を味わった
ひと時。また、先行きの見えない混沌とした時代、めまぐるしく変転する政治状況の中で、私たちがどう
生きるべきか、改めて考えさせられる時間となりました。

（文・上の写真＝遠藤圭司）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

市民公開講座とは――

文教部会長

藤森勝年

小金井稲門会は、2009年から参加費無料で市民に開かれた「公開講座」を行っており、
今回は第６回目になります（2009年は２回実施）。
今回の講座では、毎日新聞の政治記者として活躍されていた時代の体験を基にしたお話
が感動的でした。特に、自民党全盛時代は「疑似政権交代」（自民党内での総理の交代
にすぎなかった）であり、2009年民主党への本格的政権交代に国民はチャレンジしたが、大失敗に終わ
った。しかし、自民党がこれにより生まれ変わったはずだというお話は前向きの姿勢として歓迎すべきだ
と感じました。公開講座は年一度・６月ころ開催予定です。
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〜新入会員22人のみなさん

多様な世代

多彩な顔ぶれ〜

（敬称略・順不同 ◆は卒業年代 ＊は実家住所）

◆ １９５０年代
横田満男 （55年・法
前原町３丁目）
◆ １９６０年代
田口信子 （68年・教育 桜町１丁目）
井上晴雄 （66年・政経 中町３丁目）
稲垣宏
（60年・商
前原町４丁目）
瀬川敬一 （69年・理工 中町３丁目）
依田康徳 （68年・理工 貫井南町１丁目）
◆ １９７０年代
菊池洌
（71年・政経 梶野町４丁目）
今中京平 （70年・政経 前原町３丁目）
今中律子 （74年・文
前原町３丁目）
井上俊之 （70年・理工 中町４丁目）
田家伊都子（79年・政経 前原町１丁目）
◆ １９８０年代
都築潔
（80年・法
梶野町４丁目）
坂本光正 （81年・法
前原町４丁目）
荒牧功
（80年・法
梶野町４丁目）
宮浦孝明 （84年・文
緑町５丁目）
長田良夫 （84年・政経 貫井南町１丁目）
◆ １９９０年代
戸田智彦 （94年・法
東町３丁目＊）
斎藤育雄 （92年・文
東町４丁目＊）
◆ ２０１０年代
スピアーズ・スコット（２０１０年度博士学位＝文学 中町１丁目）
今泉あずさ（２０１１年・教育 本町２丁目）
◇元教員
毛里興三郎（貫井北町５丁目）
毛里和子 （貫井北町５丁目）

これからの予定
◆ゴルフ部会

９月25日（水）相武ＣＣで

◆美術作品展 ９月27日（金）〜10月２日（水）
小金井市民交流センター地下１階ギャラリーで絵画（油絵・水彩など）、写真、陶芸、書、
ネオンアート。
◆秋のバーベキュー大会

10月５日（土）

◇稲門祭・ホームカミングデー

10月20日（日）

◆ツアー・グルメ 11月２日（土）予定
◆定期総会・講演会など 11月16日（土）商工会館で

編集部から
紙面刷新第３弾となる今号はいかがだったでしょうか。活性化推進チームの取り組みは今年いっぱい続
きます。会員みなさまのご参加があっての活性化。
ぜひ、交流と
「楽しさ」
の機会を見つけてください。
なお、
ザ紺碧の題字は、國分ひろみ副会長の作品です。今号のエッセイ
（４ページ）
を読んで、
このすばらしい題字
が生みだされた理由が分かりました。
（佐）
＊デザイン・編集協力＝サーズデイデザイン
（小金井市本町6-9-41-202 電話042-301-4555)
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