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新会長あいさつ  日野稲門会会長 京極英二（昭４６・政経）   

この度日野稲門会会長に就任しました京極です。よろしくお願いいたします。 

小笠原前会長は卓越したリーダーシップと行動力で当会を飛躍的に発展させた功労 

者であります。これまでの功績に感謝し御礼申し上げます。小笠原会長の後任を任 

された私としては、身に余る光栄の一方、責任の重大さを感じる次第です。 

 日野稲門会の設立目的は「会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与し、併せて 

日野市の地域社会に寄与する」ことであります。ここで改めて初心に戻り、①最近の会員減少傾向に

歯止め、②若手・女性会員の増強、③現会員の各種イベント・同好会活動に参加拡大、④地域社会へ

の貢献に取り組んでいきたいと思います。しかし現在はコロナ禍の状況にあり、活動にも制約があり

ます。当面は小笠原前会長の路線を継承し会の結束を固めていきたいと考えております。 

今年度は４月に多摩川浅川クリーン作戦、１０月には八王子・日野主幹で三多摩支部大会・日野稲門

会総会、同じく１０月恒例の収穫祭、１０月２７日～３０日には２年振りに美術作品展等予定されて

います。 まだまだコロナ収束の気配はありませんが、「かわら版」で会員相互のコミュニケーショ

ンの拡充、種々工夫して各同好会の段階的再開を目指したく、会員の皆様、役員の皆様のご支援とご

協力をお願い申し上げます。 

 

  

 
「稲門祭」は、ホームカミングデーと同

日に行われる校友が母校で楽しむこと

ができる祭典です。 

昨年はコロナ禍で中止になりました

が、今年は感染防止対策を徹底して（飲

食模擬店を中止し近隣飲食店に協力依

頼、一部リモート、ホームカミングデー

の分散開催等）開催の方向で準備中で

す。 

（と き）10 月 24 日（日）10時～ 

（ところ）早大早稲田キャンパス 

 日野稲門会では、今年も魅力あふれる

稲門祭記念品を事前販売しています。こ

の収益金の全額が、校友会奨学金になり

ます。皆様の温かいご支援をお願いいた

します。 

（問い合せ先）青木 ☎090-5794-0847 

☆第 41 回日野稲門会総会 
〈日時〉令和 3年 10 月 17 日(日)午前 11 時より 

〈会場〉未定（JR 豊田駅あるいは八王子駅周辺を予定） 

〈総会〉１．会長挨拶 

２．令和 2年度事業報告・会計報告 

３．令和 2年度会計監査報告  

４．令和 3年度事業計画・予算 

 総会終了後、引き続き「東京三多摩支部大会」が開催されます。

従って今回総会では、例年行っている講演、懇親会はありません。 

「東京三多摩支部大会」にも是非ご出席ください。 

☆令和 3年度東京三多摩支部大会 
 東京三多摩支部は、三多摩地区に所在する 26 稲門会による早稲

田大学校友会組織です。支部大会は、早稲田大学総長から大学の近

況や事業の説明を受けた後、近隣稲門会の校友と交流の輪を広げて

いただくための場として設定されています。 

 今年度は、当会と八王子早稲田会が主幹幹事となって大会を開催

いたしますので、皆様の奮っての参加をお待ちしております。 

〈日時〉令和 3年度 10 月 17 日(日)午後 2 時より 

〈会場〉京王プラザホテル八王子  

  詳細は、別途ご案内いたします。 

・副会長（４名）のプロフィール ······· 3 

・会員から ··························· 5 

 

・今年度の行事の案内 ················· 2 

・同好会だより ······················· 4 

 

日野稲門会事務局 

日野本町 5-13-2 

宮本方☎042-585-5737 

編集責任者 五十嵐耕一 

http://www.hinotomonkai.org
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昨年の収穫祭の様子（2020年 10月 24日） 

 

  濃厚接触しないよう区画を空けての農耕作業 

 

 

さつま芋の大きさ比べ表彰式：優勝 1690g（午前部） 

第２３回 秋の収穫祭（芋掘り） 

日野稲門会唯一家族ぐるみのイベントとして開催

します。 

一日だけ日常を変えて、気分転換してみませんか。

美味しいサトイモ、甘い紅春香のサツマイモ、目

いっぱい掘ったり、抜いたりして遊びませんか。 

大人も、子供たちも、汗まみれ、泥まみれで大笑

いしましょう。 初参加の会員には粗品を進呈しま

す。皆さまのご参加お待ちしています。    

＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 

日 時  10 月９日（土）  

場 所  実践女子短大グランド横の農地 

（ファミリーマート近く）  

参加費  ３００円（1家庭） 

問い合わせ先 杉本 武彦   583－6101   

  詳細は、あらためてご案内いたします。 

4 月 25 日(日)  多摩川･浅川クリーン作戦 

5 月 7日(金)   ゴルフ同好会  

5 月 13 日(木)  男の料理同好会  

5 月 24 日(月)  健康麻雀同好会  

5 月 22 日(土)  ハイキング同好会  

5 月 29 日(土)  早慶戦を応援する会  

7 月 26 日(月)  健康麻雀同好会  

8 月 21 日(土)  東京三多摩支部会長会(総会) 

9 月 9日(木)   男の料理同好会  

9 月 11 日(土) ハイキング同好会  

9 月 27 日(月) 健康麻雀同好会  

10 月 1 日(金) ゴルフ同好会  

10 月 9 日(土) 秋の収穫祭 

(予備日 10月 10 日) 

10 月 17 日(日) 日野稲門会総会  

10 月 17 日(日) 東京三多摩支部大会  

10 月 24 日(日) 稲門祭／ホームカミングデー 

10 月 27 日(水) 美術作品展 (～30 日(土)) 

11 月 6 日(土) 早慶戦を応援する会 

11 月 11 日(木) 男の料理同好会 

11 月 12 日(金) ハイキング同好会 

11 月中旬     バードウオッチング会 

11 月 22 日(月) 健康麻雀同好会  

11 月 23 日(火) 日野荒ぶる会(早慶戦) 

12 月 5 日(日 ) 日野荒ぶる会(早明戦) 

1 月 13 日(木) 男の料理同好会 

1 月 24 日(月) 健康麻雀同好会  

1 月 30 日(日) スキー同好会(～2月 1日(火)) 

2 月 13 日(日) 新春懇談会 ･上映会 

3 月 10 日(木) 男の料理同好会 

3 月中旬    バードウオッチング会 

3 月 19 日(土) ハイキング同好会 

3 月 28 日(月) 健康麻雀同好会  

-------  

★日野稲石会：毎月第 3土曜日、 

第 2･4 土曜日(国立) 

★テニス同好会：毎週火曜日・木曜日 

★歌う会   ：毎月第 1水曜日 

(1 月･5 月第 2水曜日) 

★源氏物語を読む会：毎月最終木曜日 

★史跡めぐりの会  ：検討中 

※行事は、中止または日程を変更する場合がありま
すので、ご注意ください。 
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杉本 武彦（昭 43・理工・応化） 

＜日野稲門会担当＞ 

副会長、会計監査、交流部会、 

同好部会、交流部会 

秋の収穫祭、新春懇談会を担当 

＜所属同好会＞ 

荒ぶる会、バードウオッチング会 

男の料理、 （荒ぶる会では会長してます） 

＜モットー＞ 

常に楽しく！ 

皆さん、早稲田学報（R3.01.28 発行）付録の「西

北の風」の裏表紙をご覧になりましたか? 

大隈公の言葉に我が意を得たりの思いです。 

是非お読み下さい。 

 

宮本 誠二（昭 48・ 政経・経済) 

＜日野稲門会担当＞ 

副会長兼事務局長、 

美術作品展統括責任者 

＜所属同好会＞ 

テニス、男の料理、史跡めぐり、健康麻雀 

＜趣味＞ 

テニス、ゴルフ、フルート演奏、水彩画 

＜モットー＞ 

「誠実と感謝」の心で、会員の皆様に充実した

豊かな時間を提供する稲門会とすべく、いろい

ろなことにチャレンジしていきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

上田 實（昭 47・理工・機械） 

＜日野稲門会担当＞ 

副会長、会計、副事務局長 

＜所属同好会＞ 

テニス、男の料理、健康麻雀、 

史跡巡りの会 

＜コメント＞ 

稲門会入会 5 年目。今年から稲門会事務局の

メンバーとなり、会員の皆様には色々とやり取

りが出て来るのでよろしくお願いします。 

稲門会の効用はなんといっても同好会活動。

退職後の有り余る時間を楽しく過ごすことが出

来、今まで大半が会社活動の私の生活の大きな

柱です。現在 4 同好会に所属。皆様も是非同好

会に参加ください。ご希望同好会がない場合は

新同好会を立上げ出来ます。役員が立上げをサ

ポートしますので気軽に相談ください。 

 

五十嵐 耕一（昭 51・ 政経・政治) 

＜日野稲門会担当＞ 

副会長、広報担当（会報及び 

かわら版の編集責任者） 

＜所属同好会＞ 

テニス、男の料理、健康麻雀 

＜趣味＞ 

テニス、スポーツジム通い、落語 

＜コメント＞ 

高校・大学と落語研究会で過ごしたので、落語

に登場する楽しい人達を見倣い何ごともマイペ

ースでやってきました。“絶対”とか“100 点満

点”とかにこだわらず、“いい塩梅（いい加減）”

ならば、ストレスフリーで長生きできると。 

そんな私が昨年度から広報担当として「かわ

ら版」創刊、会報リニュアルに携わることにな

り、パソコン使っての紙面編集作業は脳トレ、ボ

ケ防止の効果があるぞと自らを鼓舞しています。 

第 2 回美術作品展の開催時期が決定！ 

出展者大募集！ 
会員とその配偶者を出展対象者として、今回から

作品部門に工芸関係も加え、数多くの作品の出展を

お待ちしています。現在の出展者は、会員８名、配偶

者３名の１１名です。是非、奮ってご応募ください。 

１．開催時期 令和 3年 10 月 27 日(水)～30 日(土) 

２．開催場所 ひの煉瓦ホール（日野市民会館） 

展示室 

３．応募資格 当会会員及びその配偶者 

４．出品料  1 人 2,000 円 

５．作品部門 絵画、書道、陶芸、彫刻、写真、工芸

（金工、染織、皮革、漆、人形、布、ガラス、紙、 

木材等）を 1人 5 点まで 

６．応募締切 令和 3年 6月末日 

７．申込・問合せ先 宮本誠二 

（美術作品展統括責任者） 

E メール：seiji-74.511@ivory.plala.or.jp   

携帯：080-3205-0583 

副会長（４名）のプロフィール 
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テニス同好会 顧問 小笠原 豊（昭 40政経） 

テニス同好会が発足して１３年になる。スター

ト時は６名であったが現在は総勢１６名になっ

た。毎週火曜、木曜日の朝２時間が多摩平コート

での練習日で常時１２・３名の参加を得ている。 

この間、熱量と技量を備えてきた。ダブルスの試

合が始まるとゲームの主導権を握るため、強烈

なサーブや横回転スライス等を披露しながらコ

ートを飛び回る。時には珍プレーが出ると大き

な笑いの渦が響き渡り、まさに心身ともにリフ

レッシュ出来、全員生きる喜びを満喫し、コロナ

禍での閉塞感はみじんも感じられない。 

さて、現在１３の同好会がある中、唯一活動し

ているのがテニス同好会だけである。他の同好

会幹事の皆さんはイライラ悶々としているに違

いない。 

しかし、様々な制約のある中、オープンスペー

スである戸外同好会だけは、今までと違う活動

形式でスタートを切ったらどうでしょう。同好

会の連帯感が失われないよう、奮起して勇気を

もって共に頑張ろうではありませんか。 

 

多摩平テニスコートにて 

 

 

 

 

 

 

幹事：南　正隆 090ｰ8109-3871

ハイキング同好会

  minami.masataka@akane.waseda.jp  

ハイキングを通して自然に親しみ、景色を楽しみ、
会員相互の親睦を深める会です。年4回の例会の
コースは低山や里山が中心ですので初心者や高齢者
でも気軽に参加できます。巣ごもりでなまった体を
ほぐすためにも、皆さん一緒に山歩きしませんか。

幹事：吉川　正行 090-2303-4528

ゴルフ同好会

  m515355y@gmail.com  　

ゴルフ同好会入ってみませんか!!　老若男女、多士
済々の方々とのプレーを楽しんでいます。私の場合
は「してしまうヘッドアップを意識しつつ！しない
といけない練習を積み重ね⁈、パーを少しでも多く
取れる??こと」を願いつつ5月、10月の定期コンペ
に臨んでいます。ご入会をお待ちしております。

幹事：杉本　武彦 042-583-6101

荒ぶる会（ラグビー）

  sugimototandc@mist.ocn.ne.jp  
昨年は優勝、今年は残念ながら準優勝に終わりまし
たが最近の早稲田は一時期の低迷期を脱し常勝軍団
へ復活の兆しが見え始めてきました。当会では早
帝、早慶、早明の三戦応援と早明戦後の祝勝会、ま
た元全日本の早大ＯＢを囲んでの会食、懇談を中心
に活動しています。皆様の御参加をお待ちしてま
す。

幹事：高橋　敏夫 042-591-6811

スキー同好会

  ts-taka@jcom.zaq.ne.jp 　
毎年1月の最終週に、信州奥志賀高原で2泊3日のス
キー旅行を実施しています。いつも７～８名が参加
し楽しく滑ってます。昔、スキーを経験された方、
一緒に滑りませんか。泊まりのイベントですので夜
の2次会も大盛り上がりです。ご参加をお待ちして

     ます。　　　　　

幹事：玉木　雅治 090-4840-3261

バードウオッチング会

  tamaki423@gmail.com  　

日野は森あり、川あり。豊かな自然の中に、野鳥が
数多く飛び交っています。こんなに身近にいる鳥を
春と秋に案内するのがこの会。”宝石”と呼ばれる
カワセミは青い輝き、不意に現れるオオタカは鳥類
の頂点に立つ猛禽類。ご自分の目で、耳で、野鳥の

 すばらしさを体験してみませんか。

同好会だより
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日野稲門会には１３の同好会があります。幾つ

でもお気軽に幹事までお問合せください。 

私の恩師  後藤秀機（昭４１・理工） 

私は大学院時代、物理学者の

西脇安教授から指導を受けた。

彼は、１９５４年マグロ漁船の

第五福竜丸を調査し、ビキニの

水爆実験に被爆したことを明ら

かにしたことで既に有名だっ

た。この事実をイギリス議会で報告し、世界的な

反核実験の英雄にもなっていた。一方、我が国は

エネルギー資源に乏しく、原発は安全運転を前

提に大いに利用すべきであると考え、原発推進

派に変身している。 信念に従い、彼は日本初の

商業用原発である黒鉛原子炉を擁護した。しか

し、黒鉛は炭のようなもので、地震があると火災

を起こしやすい。それゆえ、湯川秀樹をはじめと

幹事：玉木　雅治 090-4840-3261

源氏物語を読む会

  tamaki423@gmail.com  　

古典文学の最高峰は源氏物語と言われます。多くの
方が読みたいと思いながら、なかなか踏み出せな
い。その高いハードルを一気に、軽々と超えて楽し
もう言うのがこの会の主旨です。
毎月1回午前10時30分～、多摩平交流センターで。
講師は人気の久保貴子さん。ぜひご参加ください

幹事：松島　正明 042-591-9747

男の料理同好会

    bdsff245@ybb.ne.jp 

当会はＨ26年度通常総会において、新しい同好会立
ち上げ要望に基づき設立しました。第1回の開催は
Ｈ２７年１月22日で9名の参加でした。その後毎年
約5回を積み重ね26回となり、会員も16名となりま
した。メニューは家庭料理（和、洋、中を問わず）
3品程度を作っています。今まで作ったレシピは日
野稲門会のホームページに掲載されていますので料
理に興味と関心のある方はご連絡下さい。

幹事：上田　實 080-9340-8388

  umjthey@jcom.zaq.ne.jp 

日野近郊の史跡を巡りながら、歴史と文化と散策を
楽しむ同好会。過去には「高幡不動尊」「新選組、
深読み」をご家族も含め30名程度参加で実施。主催
者側からのプレゼンと共に、テーマと関係深い参加
者からの貴重な情報提供もある。

史跡巡りの会

幹事：上田　實 080ｰ9340ｰ8388

健康麻雀同好会

  umjthey@jcom.zaq.ne.jp 

その名の通り、飲まない、賭けない、吸わない健康
麻雀を隔月1回開催。毎回8名程度でにぎやかに４半
荘実施。年間で優勝や役満賞など表彰式を実施して
います。昨年は活動休止したが有志でオンライン麻
雀も実施。新会員大歓迎募集中！

幹事：加藤　義人 090ｰ8038-6571

早慶戦（野球）

 katou.yoshihito@ebony.plala.or.jp  　
学生時代の共通体験と言えば、神宮球場での早慶戦
の応援でしょう。今も「ワセダ」の共通点を持っ
て、世代を超え、「紺碧の空」を歌い喜ぶことが出
来るのが、昔と変わらない早慶戦です。試合の観戦
後には毎度、祝勝会を開き勝利の美酒に酔いしれて
います。

幹事：長谷川　洋文 042-584-9765

  hnhskw4308@gmail.com  　　　

稲石会は現在活動できる会員が２名で、しかもコロ
ナを防ぐ対策が見当たらない為当面活動を休止し、
コロナが完全に収まった時に再会を考えています。

稲石会（囲碁）

幹事：早川　圭典 042-593-4871

歌う会

<hnhskw4308@gmail.com>　　　

当会は、現在会員1１名（内多摩２名）で毎月第一
水曜日、１２時から４時迄百草のカラオケスナック
で行い、曲目は歌謡曲の他ジャズ、シャンソン、タ
ンゴ、ハワイアン等多く、レベルもかなり高い。
尚、カラオケはコロナ感染リスクが高いので、昨年

 同様本年の例会も取りやめる予定。

校友会費の納入のお願い  
校友会費は、大学事業への支援、奨学金など

学生への支援、稲門会活動の支援に充てられ

ています。日野稲門会も校友会から多額の補

助を受けております。 

校友会費のご納入にご理解をお願いします。 
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する物理の仲間全員から大反対された。確かに、

１９８６年同じ黒鉛型のチェルノブイリ原発が

全地球規模の汚染事故を起こしている。 

その後、彼は放射線影響の専門家として、ウィ

ーンの国際原子力機関に移り、世界中の原発の

安全運転に尽くした。その間、現在の水冷却型の

原発も擁護した。しかし、これも福島で大事故を

起こした。この時、彼は大阪で余生を過ごしてい

た。福島からのテレビニュースに釘付けになり、

やがて食事を絶った。そして、福島事故の１６日

後、９４年の人生を全力で走り切った。 

☆山本 明  （昭５３・理工） 

１２月に入会した山本と申します。日野自動

車を２０１８年に定年退職しましたが、その縁

で現在も理工学部で自動車工学の講義をさせて

いただいております。また、会社員時代は設計業

務に携わっておりましたが、今は塾の講師を行

っております。これから新学期も始まり、新年度

の授業計画がどうなるかは不明な部分がありま

すが、時間の許す限りイベントに参加させて頂

きたいと思いますので、今後ともどうぞ宜しく

お願いいたします。 

  

☆福光 洋子 （昭５８年・文学） 

学生時代は、合唱サークルに所属し、８号館近

辺でよく歌っていました。ここ数年は OB 合唱団

で稲門祭音楽会に参加しています。年に一度仲

間と母校に集まり、大隈講堂で校歌を歌うのは

楽しみです。が、昨年はコロナ禍で中止となり、

残念なことでした。スポーツ観戦(もっぱら TV

ですが)も大好きです。世の中が落ち着きました

ら、少しずつ皆様の活動に参加したいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

会員の動き 

         

今回31号でリニュアルした「日野稲門会報」

と昨年 9月創刊の「かわら版」。それぞれの

コンセプトは次の通りです。 

・会報：役員会から会員への情報提供がメイ

ン。長年続く形式を考慮したフォーマルな縦

方向。（年１回） 

・かわら版：執筆者（会員）が自然体で心を開

く。タイムリーな記事・情報、体験やエッセー

など会員の横方向のコミュニケーションツー

ル。（年２回） 

皆様の投稿を常時募集しています。気軽に投

稿お願いします。 

編集長：五十嵐 耕一（会報担当） 

編集委員：小笠原 豊、京極 英二、宮本 誠二 

★日野稲門会広報担当のメール 

hinotomonkai.kouhou@gmail.com 

新会員募集 
 
 皆さんのお知り合いの校友でまだ当会に入会
されていない方に参加を呼び掛けて、イベント
や同好会にお誘いください。入会希望の方には
事務局または各同好会の幹事までご連絡するよ
うお伝えください。  
【会費】3000 円 【入会金】無料

【新会員】  

重光秀俊 昭５３ 政経・経済  

浅見 茂 昭６１ 商学  

山本 明 昭５３ 工研修・機械  

福光洋子 昭５８ 文学・西洋史 

内山研一 昭５１ 理工・工経  

 

【退会会員】  

小林忠雄 竹内正幸 英 武  佐野輝男 

今川慶二 土肥宏一郎 土肥幸代  

石坂松男 堀内眞吾 根津利雄 石川岩男 

砂川直輝 葛籠永季 稲葉和實 永山 肇 

内山 隆 

年会費納入のお願い 
日野稲門会の年会費（3,000 円）の納入時期

となりました。本会が行う各事業（各種イベ

ントの開催、同好会への補助、校友会活動へ

の参画等）は、会員の皆様からの会費により

運営されていることをご理解いただき、会費

はお早目（7 月末まで）にお納めくださいま

す様、お願いいたします。  （事務局） 


