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平成28年6月10日、九段のホテルグランドパレス　桂の間・
橘の間に於いて、千代田稲門会　第20回定期総会が開催された。
午後6時30分過ぎより、渡邉敦子幹事長の司会により開会、
五島一雄会長の挨拶に続き、五島会長が議長となり、議事審議に
入った。
平成27年度事業報告は小林勝義副会長、続いて27年度会計報
告を土肥恭一副会長、監査報告を笹間芳彦監査役が行い、満場一
致で承認可決された。
続いて、役員改選に移り、渡邉幹事長より、既に幹事会に於い
て承認されているが、との発言があり、五島一雄会長の再選、大
西貴弥新副会長兼会計、新幹事4名の紹介があり、承認された。
平成28年度活動計画案は渡辺嘉之副会長より、同予算案につ
いて大西貴弥会計より説明があり、承認され、総会は無事に終了
した。
総会終了後、山川裕美子幹事の司会で、記念講演会が行われ
た。
講師に、1982年早稲田大学政治経済学部卒で、読売新聞社主
任研究員・日本ラグビー協会初の女性理事の稲沢裕子氏を迎え、
日本ラグビー界・早稲田大学ラグビー部に関する講演がありまし
た。
講演は、【早稲田大学ラグビー部「荒ぶる」を歌う日まで、部員
の体力（体格）作りに取り組んでいる】【ラグビー人口（層）をピラ
ミッド型にしたい】という内容でした。

講演会終了後、記念撮影。その後、鈴木隆幸幹事の司会によ
り、懇親会が開催された。
五島会長の挨拶、柴田健治早稲田大学地域担当副部長、林滄智

早稲田大学台湾校友会会長の挨拶、近隣稲門会の紹介後、青柳乾
太郎相談役が乾杯の音頭をとり、懇親会に入った。
名刺交換したり、談笑したりと、和気あいあいとした雰囲気の

中、親交を深めた。
午後9時頃、恒例の「千代田稲門会の歌」「早稲田大学校歌」斉

唱で盛り上がり、閉会の挨拶は、保志場宏相談役が木遣り、神田
一本締めの後、楽しい会も閉会となった。

（参加者は、以下の50名。）
青柳乾太郎、荒久美子、石井精二郎、石川範行、石塚順子、井

戸川等、井上雅弘、今井孝治、大久保泰人、大園道夫、大西貴
弥、緒方由美子、金子剛長、金田　薫、五島一雄、小林勝義、小
林　源、小林壮貴、小柳悌吉、笹間芳彦、新藤雅章、杉本隆雄、
鈴木隆幸、武田淳史、田中　清、土田達男、手塚善雄、寺内清
高、土肥恭一、永塚弘毅、中塚奈央、中村哲三、南雲靖夫、野中
幹也、原田照三、風神玄妙、藤倉忠夫、二見大志、舟生侑未、保
志場宏、増田勝仁、三堀　清、山川裕美子、山野千鶴子、山本倫
代、遊佐謙太郎、吉田誠男、林　錦雀、渡邉敦子、渡辺嘉之

（記：小林勝義）

2016年 
6月10日
（金）

於：�九段・ホテルグランドパレス

早稲田大学校友会　千代田稲門会	

　　平成28年度（第20回）定時総会開催 稲沢裕子�講師



土肥会計事務所
 税理士

 土 肥 恭 一 

 （昭37商卒）

住所　〒101-0051
　　　千代田区神田神保町3─6─4─904
電話　03-3239-0613

 銅・アルミ・ステンレス
 株式会社 ホシバ
 会長

 保 志 場　宏
 （昭36商卒）

 住所 〒101-0044 千代田区鍛冶町2─1─3
 電話 03-3256-3531

 「ボニージャックス大全集」が
 ユーキャンから出ました
 ボニージャックス
 西 脇 久 夫
  （昭33商卒）

住所　〒102-0083
　　　千代田区麹町2─3 麹町ガーデンビル八-D
電話　03-3239-0309
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平成28年度、千代田稲門会新年会は、2月5日（金）午後6時
半から、アルカディア市ヶ谷において、開催されました。
開会に先立ち全員で記念撮影が行われたあと、司会の鈴木隆幸
幹事が開催を告げました。
五島一雄会長の開会の挨拶に続いて、前会長の青柳乾太郎相談
役の音頭により、まずは晴れやかに新年を祝って乾杯が交わされ
ました。
続いて、会場の灯りがやや薄暗くライトダウンされ、正面に
スポットライトが灯ると、エキゾチックな音楽が会場に響き、
まさにアラビアンナイトの物語に出てくるような艶やかな衣裳
をまとった若き美女6人が代わる代わる登場し、約30分間にわ
たってベリーダンスが披露されました。このメンバーは早稲田大
学ベリーダンスサークル「サラベリー」（会員40名）に所属する
6名の学生です。3年ほど前に創立された若いサークルとのこと
でしたが、まだ全国の大学にも4ヶ所しか存在しないベリーダン
スサークルの嚆矢とは思えない、プロを招聘して習っているとい
う華麗で見事なダンスパフォーマンスに、千代田稲門会の会員一
同、しばしうっとりと見とれて、時が過ぎるのも忘れるほどでし
た。

ベリーダンスのアトラクションの後は、会員は7つの丸テーブ
ルに分かれて着座し、それぞれにサラベリーの学生も加わり、楽
しい会話と美味しいディナーに舌鼓を打ちました。
賑やかな懇談の合間には、グルメ部会、ウォーキング・写真部

会、ゴルフ部会、テニス部会、スポーツ観戦部会などの各部会の
活動報告も行われました。
やがて後半のハイライトである千代田稲門会名物「福引き大

会」が、中塚奈央幹事と山川裕美子幹事のMCによって開始さ
れ、参加者全員が空クジなしの賞品を手にして、新年会の雰囲気
は最高潮に達しました。
たのしい時間というものは、あっという間に過ぎてしまうもの

です。エンディングは、恒例にしたがい、五島会長の先導で『千
代田稲門会の歌』が歌われ、引き続き、『早稲田大学校歌』を円陣
を組んで高らかに斉唱しました。最後の中締めは、保志場宏相
談役による、見事な「木遣り」と閉会の言葉に続く三本の手締め
で、平成28年度の新年会は目出度くお開きとなりました。

（参加者は以下の45名、敬称略）
青柳乾太郎、天野　仁、荒久美子、石井精二郎、石川晴彦、井

戸川等、井上雅弘、大西貴弥、緒方由美子、金井義家、黒米智
子、古賀修平、五島一雄、小林勝義、小林　源、笹間芳彦、新藤
昭夫、新藤雅章、鈴木隆幸、武田淳史、田中　清、棚町秀人、土
田達男、土肥恭一、手塚善雄、中塚奈央、永塚弘毅、中村哲三、
南雲靖夫、野中幹也、原田照三、藤倉忠夫、二見大志、保志場
宏、増田勝仁、三堀　清、村上公一、茂澤　杲、安井義彰、矢部
真名、山川裕美子、遊佐謙太郎、励　小弋、渡邉敦子、渡辺嘉之

（記：渡辺嘉之）

2016年 
2月5日
（金）

千代田稲門会		平成28年度新年会開催	
　　　─アトラクションは、華麗なベリーダンス！─

於：�九段・ホテルグランドパレス
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 お茶の水五島ビル
 株式会社 五島工房
 代表取締役

 五 島 一 雄
  （昭43理卒）

住所 〒101-0021 千代田区外神田2─19─12
 電話 03-3251-1551
 FAX 03-3251-1509

株式会社 丸和商店

 会長

 青 柳 乾 太 郎
 （昭40商卒）

会社　〒143-0001 大田区東海3─2─6
  電話　03-5492-5921
  FAX　03-5492-5925

平和管理 株式会社

 代表取締役

 玉 井  大八郎
 （昭39理工卒）　　　

会社　〒101-0051 千代田区神田神保町1─28
電話　03-3291-0111

	

千代田稲門会サロンのオープンは、18年前の1998年11月に
遡ります。慶応大学三田会が帝国ホテル内に持つサロンを参考に
して、手塚名誉会長らが中心となってスタートさせました。その
後、各地の稲門会に同様のサロンが続々と設置されるようになり
ましたが、その嚆矢が千代田稲門会のサロンなのです。当時は、
第1月曜に竹橋・日本教育会館の「喜山」リンケージ・サロン、第
3月曜にホテルグランドパレス1階の“ロイヤル・バー”と月2回
開催していました。翌1999年11月には、「喜山」から、赤坂プ
リンスホテル旧館の“バー・ナポレオン”へ変更となり、赤坂プリ

とグランドパレスという2つのホテルを使いこなす、何とも贅沢
なサロンとなりました。2000年には「集まり」のシンボルとして
「千代田稲門会」と墨書した看板が作られ、現在も大事に使われ
ています。その後、サロンの開催は月1回となりましたが、場所
はホテルグランドパレス23階の“クラウンラウンジ”へ変更とな
り、今日に至ります。
1人3千円飲み放題（軽食付き）は、開始当時から変わっていま

せん。毎月第1月曜には眺めの良いラウンジに30名を超える人
が集まります。最近は2次会の餃子屋さんも人気です。“FACE	
TO	FACE”で先輩と後輩がお酒を飲みながら楽しいひとときを
過ごす「サロン」は、千代田稲門会の「名物」であり「宝物」です。

（記：鈴木隆幸）

【サロンの日程】（ホームページにも掲載します）
場所：ホテルグランドパレス23階（クラウンラウンジ）
日時：毎月（原則的に）第一月曜日（18:30〜20:30）
日程：	平成28年8月1日、9月5日、10月3日、11月7日、12月5日

平成29年1月16日、2月6日、3月6日、4月3日、5月8日、	
6月5日

　

2015年11月21日（土）早朝7時20分に羽田空港に集合して出
発。台北松山空港に到着すると、暖かで湿潤な気候に出迎えられま
した。気温は27度程度で半袖シャツが相応しい環境。いつもの国
賓ホテルにチェックインのあと、地下鉄で龍山寺へ向かいました。
龍山寺は、1738年に建立された台北市最古の寺院。祈りを捧げる
人々も多く、台北の人々に深く愛されている場所であることがわ
かりました。
午後6時からは、宿泊先である国賓ホテルで行われた「日本早稲
田大学台湾校友会総会」へ全員で参加。台湾の陳会長、鎌田総長の
ご挨拶のあとに当稲門会の五島会長からのご挨拶が続きました。

翌22（日）は、陽の日差しが強い中、故宮博物館を訪問しました。
海外から訪れる人々も多い中、中国古代の芸術作品の数々を堪能
させて頂きました。
その後は自由行動時間。午後７時からは、前回も訪れた台湾大学

校友会館２階にある「蘇杭餐廳」で晩御飯。
23日（月）は、出発の日。ホテルで朝御飯のビュフェを頂いたに

もかかわらず、松山空港でタイ風のラーメンなどを頂き食いしん
坊にはどこまでもおいしい台北を堪能したツアーとなりました。
参加者：	手塚善雄、青柳乾太郎、五島一雄、緒方由美子、遊佐謙太郎、

田中　清、中塚奈央	 （記：遊佐謙太郎）

今月も「第一月曜」の夜は、グランドパレスに直行だ！	
　　　─千代田稲門会の名物「サロン」へのお誘い─

台湾校友会総会への参加報告	
　　　─姉妹提携稲門会の「千代田」と「台湾」は、毎年交互に総会に参加！─



小代法律事務所
 弁護士

 小 代 順 治 

 （昭49法卒）

住所　〒102-0093 千代田区平河町1─8─2
　　　山京半蔵門パレス401号
電話　03-3288-8960

 御菓子処
 ささま

 笹 間 芳 彦 

 （昭43商卒）

住所　〒101-0051 千代田区神田神保町1─23
 電話　03-3294-0978

株式会社 ニュー秋葉原センター
株式会社 ローヤルハイツ
株式会社 ワールドアプライアンス
 代表取締役

 小 林 勝 義
  （昭43商卒）

住所　〒102-0021 千代田区外神田5─1─3
電話　03-3834-1171
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グルメ部会
千代田稲門会のグルメ会は年2回、春と秋に開催されます。そ
のうち1回は中央稲門会との共催です。昨年春は北京ダックで
有名な中華・銀座「全聚徳」、秋にはフレンチの名店「シェトモ銀
座」でした。いずれのお店も料理とお酒、そしてサービスが素晴
らしいお店です。稲門会メンバーがオーナーの老舗店で開くこと
も多く、日本橋室町にある“蕎麦”の「室町砂場」や神田須田町に
ある“鳥すきやき”の「ぼたん」で開催の際には、オーナーよりお
店の歴史や料理の紹介を受けながら絶品料理を堪能しました。ま
さにプライスレスでレアな体験となりました。お店は稲門会メン
バーの紹介になりますので、最上級の飲食サービスをリーズナブ
ルな値段で楽しめることは大きな魅力です。グルメ会には毎回大
勢の老若男女が集まり、美味しい料理にお酒と楽しく弾む会話で
幸せなひとときを過ごしているのです。

（担当幹事：鈴木隆幸）

ゴルフ部会
当ゴルフ部会は1997年の本会創設以来最古の同好会の一つ
で、近年は春・秋で2回/年のペースで開催しています。季節に
応じた好天のもと、広々とした緑豊かなフィールドで白球を追う
楽しみは、自然を楽しめる他に代えがたいスポーツであり、また
同伴の先輩・後輩との気の利いたお話など広く人生を楽しめる時
間をもてる部会でもあります。
最近のゴルフ会場としては都心からアクセスの良い、茨城ゴル
フ倶楽部と若洲ゴルフリンクスを主な会場としています。また、
参加資格は特にもうけてはございませんので、ゴルフを楽しまれ
る方のご参加を広くお願い申し上げます。尚、部会開催にあたり
ましては、事前にサロン会、事務局からのご案内メールなどでお
知らせいたします。
担当幹事は、遊佐（携帯:090-2432-4763）ですので、ご連絡

よろしくお願い申し上げます（個別にゴルフレッスン会なども適
宜開催しています）。ちなみに最近の優勝者は第22回（2015年
春）が新佐古さん、第23回（2015年秋）が遊佐、第24回（2016
年春）が五島さんです。

第24回ゴルフ会（2016年5月18日　茨城ゴルフ倶楽部）

テニス部会
土肥恭一副会長と渡辺嘉之副会長を中心として、千代田稲門会

テニス部会が発足し、平成27年3月20日に、神宮テニスクラブ
の室内コートにて、第1回目の練習＆試合が約2時間行われ、その
後、場所を近くの居酒屋に移し、和気藹々と反省会が催されまし
た。
それ以降、毎月ほぼ1回、神宮テニスコートで開催されていま

す。
新入会員を募集しておりますので、ご希望の方は、渡辺嘉之副

会長か、山川裕美子幹事までご連絡ください（テニスの腕前は、不
問です）。

部会だより部会だより部会だより



 原久洋服店

 竹 之 内  純 一
  （昭51法卒）

 住所　〒101-0052
 　　　千代田区神田小川町2─4
 電話　03-3291-2900

  ご会合
 ご婚礼に
 お問合せ先
 TEL　03-3264-1111
 金 田　 薫
 　　　 （昭49商卒）

 医学書／看護書出版

　　　　代表取締役

　　  渡 辺　嘉 之
　　　　　 （昭53教育卒）
　　　　　　　〒101-0061
 東京都千代田区三崎町1─1─４
 電話　03-3219-2920
 FAX　03-3219-0410
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写真・ウォーキング部会
写真・ウォーキング部会では、千代田区と近郊において散策
イベントを開催しています。
緑や花の彩る季節に、文化歴史を感じる街並みを参加者の皆
さんでゆっくりと歩きながら、お気に入りのスポットでは思い
思いにカメラを構えます。2時間程度散策した後は、美味しい
食事とビール、お酒などを楽しみます。最近の活動として、蓮
の季節に不忍池と鰻の会、紅葉の季節に皇居丸の内界隈とお蕎
麦の会、初夏に浅草隅田川下町と焼肉の会などを開催していま
す。前回の浅草下町の会ではご家族連れもあり、16名の参加
がありました。開催は不定期ですが、先輩方と若手、ご家族の
皆さんが、世代を越えて歩調を合わせながら楽しめるイベント
にしていければと思います。また、おすすめの散策スポットや
時期などがありましたら是非お知らせください。

（担当幹事：二見大志）

スポーツ観戦部会
千代田稲門会スポーツ観戦部会は2013年に発足し、同年
12月に行われた国立競技場最後のラグビー早明戦の観戦応援
会が記念すべき第一回目の企画となりました。以来、毎年4月
に隅田川で開催される早慶レガッタ、春と秋の神宮球場での野
球早慶戦、そして12月のラグビー早明戦の観戦応援会を行っ
ております。
毎回多くの参加者があり、母校の勝利を信じて熱い応援を繰
り広げております。
そして観戦後は、勝っても負けても懇親会で美味しい料理と
料理を堪能。勝てば勝利の美酒、負ければ○○酒？　そして参
加者同士、本当に楽しい時間を共有しております。
現在早稲田スポーツは全般的に低調ですが、千代田稲門会ス

ポーツ観戦部会は、引き続き早稲田の勝利を信じて熱い応援を
送ってまいります。皆様のご参加をお待ちしております。

（担当幹事：南雲晴夫）

若手交流部会
2015年12月2日(水)グランドパレスクラウンラウンジに

て、千代田稲門会と大隈塾稲門会共催で、若手校友・現役学生
向け交流イベント【「夕活」と「稲門会」について語ろう】を開催
しました。
千代田区在住の校友と学生にダイレクトメールを送付し、

現役学生15名、20代校友10名、30代校友8名、40代校友4
名、合計	37名が参加しました。様々な業界で活躍している校
友と学生が、仕事やプライベートの過ごし方について価値観を
共有するセッションを行い交流を深めました。懇親会も盛り上
がり、新入会員4名が入会されました。
本年も同時期の開催を予定しております。

（担当幹事：山川裕美子）

─ 千 代 田 稲 門 会 の 精 神 ─
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千代田稲門会　平成28年度新役員

千代田稲門会　入会者・退会者一覧	
（平成27年4月1日〜平成28年6月10日現在、会員数156名）	

役職 氏名 年度／学部
名誉会長 重任 手塚　善雄 S33／商
会　長 重任 五島　一雄 S43／理工

副会長

重任 小林　勝義 S43／商
重任 渡辺　嘉之 S53／教
重任 渡邉　敦子 S62／法
新任 大西　貴弥 H13／商

幹事長 重任 渡邉　敦子 S62／法
会　計 重任 大西　貴弥 H13／商
監　事

(会計監査)
重任 石川　晴彦 S41／経済
重任 笹間　芳彦 S43／商

幹　事

重任 中村　哲三 S41／法
重任 小代　順治 S49／法
重任 新藤　雅章 S49／法
新任 田中　清 S53／商
重任 遊佐謙太郎 S54／理
新任 三堀　清 S56／法
重任 鈴木　隆幸 H1／商
重任 南雲　靖夫 H2／社学
重任 大園　道夫 H3／法
重任 原田　照三 H5／法
重任 二見　大志 H5／法
重任 山川裕美子 H5／教
重任 中塚　奈央 H13／社学
新任 荒　久美子 H16／教

役職 氏名 年度／学部

顧　問
重任 木村　茂 S25　政治
重任 海部　俊樹 S29／法

参　与
重任 中島　昌信 S26／建築
重任 小池　唯夫 S31／政治

相談役

重任 増田　進 S26／理工
重任 福井　忠雄 S29／経済
重任 安藤　一夫 S30／商研
重任 本多当一郎 S31／教
重任 西脇　久夫 S33／商
重任 藍　進明 S34／商研
重任 保志場　宏 S36／商
新任 土肥　恭一 S37／商
重任 小柳　悌吉 S37／政経
重任 玉井大八郎 S39／理工
重任 青柳乾太郎 S40／商

訃報　お悔み申し上げます
白銀　和夫様（S40年法）　
	 平成27年4月ご逝去
大曽根　茂様（S29年法）　
	 平成27年10月8日ご逝去
茂澤　杲様（S29年商研）　
	 平成28年1月25日ご逝去

【入会者】
村上公一（S43　理工）
鴛海量良（S37　第一政経）
井上雅弘（H15　法）
井戸川等（H1　理工）
富永和也（S50　商）
荒久美子（H16　教）
天春太何男（H2　商）
由良精造（S36　第一政経）
天野　仁（H2　法）
矢部真名（H2　商）
古賀修平（H23　商）

風神玄妙（H　社学）
大久保泰人（H1　政経）
新佐古剛人（H22　教）
石塚順子（S60　政経）
田上顕子（H22　教）
深作智行（H2　政経）
十三和子（S47　第一文）
長谷阪拓哉（H23　商）
永田　賢（H25　政経）
神谷俊宏（H16　政経）
寺内清高（H18　人間）

【退会者】
井元清士（S42　政治）
長谷川泰（S19　専商）
中山博弥（S48　理）
河合悦子（S32　文）
大曽根茂（S29　法）
茂澤　杲（S29　商研）
古川令朗（S30　法）
白銀和夫（S40　法）

（6）

今 後 の 主 な

活 動 予 定

平成28年10月23日（日）
稲門祭（校友会大会）への
参加

12月頃開催予定
若手交流会

平成29年2月11日（土）
千代田稲門会新年会	兼		
設立20周年記念会
（ホテルグランドパレス）

3月5日（日）
東京都23区支部大会

6月9日（金）
千代田稲門会総会
（ホテルグランドパレス）

編集後記

32号をお届けします。
ちょうど6月10日に平成
28年度の本会の総会が開
かれ、新執行部が発足し
ましたので、最新情報を
掲載することができまし
た。また、今回は、各部
会の紹介を世話人の方々
からご寄稿頂き、さらに
台湾校友会総会への参加
報告も寄稿して頂きまし
た。（わ）

─ 千代田稲門会の精神 ─

先輩は後輩を慈しみ
後輩は先輩を敬う

いつく

うやま


