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◆　期日　2022 年 11 月 12 日（土）
◆　会場　武蔵府中商工会議所　3階大ホール
◆　総会内容
　受付� 午後1時30分
　総会　　事業報告、決算報告� 午後2時　　
　講演会� 午後2時50分
　　テーマ　　第２の医学　未病医学とは？
　　　　　　　　～近未来に期待する～
　　講師　　未病総合治療院　小野寺敏院長
　　ケーナ演奏　小野寺　敏　　　　　　　　　
　新会員紹介、同好会紹介� 午後3時40分
　校歌斉唱� 午後3時50分
　閉会� 午後4時　　

　新型コロナ感染拡大が始まっ
て早 3年になろうとしておりま
すが、なかなか収まる気配を見
せてくれません。会員の皆様い
かがお過ごしでしょうか。
　第 7波のピークを過ぎたとは
いえ、まだ全国で 1日 3万人も
の新規感染者が発生しておりま
す。しかし、今の変異ウイルスは感染力が非常に強い
ものの、発症しても比較的軽症ですんでいる例が多い
ようです。ワクチンのお蔭かもしれません。
　この間、校友会活動も大きく制約を受けました。7
月に府中市美術館で多数の参加を得て行った「美術鑑
賞会」で府中校友会の会員でもある藪野館長から直接
説明を受けましたが、これ以外の対面での行事はすべ
て中止としました。毎月 1回開催する幹事会は会議ア
プリを使ってのオンライン会議として実施してきまし
た。この成功を見て、春の「花見の会」を 2年続けて、
また、「音楽愛好会」も回を重ねるごとに工夫を凝ら
し 3回の活動を、それぞれオンラインで楽しみました。
　秋の「総会」については令和 3年・4年とも書面開
催としましたが、今年の総会は出来れば対面で実施し
たいと思い種々検討を重ねてまいりました。結論から
申し上げますと、懇親会は実施しないが、総会・講演
会は感染防止策を取った上で対面にて実施することと
致しました。対面での総会は 3年ぶりとなります。講
演は私の友人でもある未病総合病院院長の小野寺敏氏
に「未病について」と題してお話し頂く事になりまし
た。皆様の日頃の暮らしに役立つお話がいただけると
思いますので、是非お参加下さい。会員の皆様のお元
気なお姿を拝見できますよう、是非多数の皆様のご参
加を心よりお待ち申し上げております。
　オミクロン株対応のワクチン接種も始まります。皆
様も是非接種して元気に過ごしましょう。段々とコロ
ナ禍も収束し皆様に色々なイベントでお会いできる日
が一日でも早く来ることを心より望みます。

会長　大野　正道（昭40・理工）

会　長　挨　拶 早稲田大学府中校友会総会
（第 46回）

未病総合治療院長
医学博士　小野寺　　敏

【経歴】

昭和 29 年生まれ、岩手県一関市出
身。静岡県立静岡薬科大学大学院薬
学研究科修士課程修了（現静岡県立
大学薬学部）。国立東京医科歯科大
学医学部大学院医学研究科博士課程修了（医学博士）。日
本医学柔整鍼灸専門学校鍼灸科夜間部卒業。中国遼寧省中
医薬大学客員教授。中国吉林省中医薬大学付属病院客員教
授を経て、現在、横浜市立大学医学部看護学科非常勤講師、
麻布獣医学園非常勤講師、早稲田大学推薦校友、早稲田大
学春秋会会員、町田稲門会会員、武蔵野稲門会会員、早稲
田大学稲門医師会会員、永楽倶楽部健康研究会会長。

【学会等】

日本マイナスイオン応用学会副会長、日本未来医学財団理
事、日本健康増進学術機構理事、日本精神対話学会会員、
日本中医薬学会理事、現代医療鍼灸臨床研究会会員、日本
癌学会会員、日本薬学会会員

【趣味】

お酒大好き、南米民族音楽ケーナ演奏、水泳

講師プロフィール
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②府中 TM歩こう会
　年 3、4回開催。秋の山梨県勝沼市ワイナリーでのBBQ
パーティー、年末の高尾山登山が定例ですが、春から夏に
かけて神奈川県小田原市、埼玉県川越市、葛飾区柴又、神
田川クルーズなども楽しんできました。これまで何と 105
回開催という老舗同好会です。新型コロナ蔓延後は活動を
控えておりましたが、年内には再開予定です。多摩霊園か
ら浅間山公園を巡るコースを予定しており、ウオーキング
終了後は府中市内で忘年会を兼ねての打ち上げを行う予定
です。当会のことを「歩こう会」ならぬ「アルコール会」
と揶揄する向きが多いのが悩みの種です（苦笑）。健康志
向の方大歓迎です。

③音楽愛好会
　2018年 3月に発足したばかりのルーキー同好会。春、夏、
年末と年 3回開催が目途。発足当初は府中駅前のスナック
に集まり、グラス片手に叙情歌、フオーク、ポピュラーソ
ング、Xmas ソングなどを「三密」で楽しんでいました。
コロナ禍にあって、一時休止しましたが、拱手傍観するだ
けではWASEDAスピリッツに悖るということからリモー
ト方式で再開。その後は年 3回ペースでスケジュールど
おり実施し、今年 7月には節目となる第 10 回開催に至っ
ています。今後ですが、次回は 12/3（土）、次々回は明年
4/16（土）という予定です。音楽の持つ素晴らしい魅力を
楽しみたい方大歓迎です。

�

※�上記活動状況につきましては当会HP（「早稲田大学府
中校友会」で検索）のうち「同好会活動」サイトで詳し
く紹介しています。ご関心ある方は是非ご覧下さい。

※問い合わせ先　wfkoffice@wasedafuchu.tokyo

　令和元年の 11 月の総会後のコロナ蔓延で、令和 2年・
3年とも集合しての総会は開催できず、2年続けて書面総
会になりました。毎年 1月の新年会から始まり、4月の花
見の宴、6月の競馬観戦会、8月の暑気払いの宴、秋の美
術鑑賞会、11 月には総会を開催して参りましたが、この 2
年間一切集合してのイベントが出来ませんでした。止む無
く事業報告、決算報告などの内容を書面総会と云う形でお
諮りして総会開催と致しました。
　全世界でコロナが蔓延する中で仕事の形態や学校の授業
にも変化があり、オンラインと云う方法で人と顔を合わせ
る技術が確立されてきました。当会もこのオンラインで幹
事会を毎月 1回開催するように努め、会の運営を相談して
参りました。1月の新年会、4月の花見の宴はオンライン
で開催いたしました。音楽同好会は数回オンラインで開催
され、皆で歌って楽しい時を過ごしています。唯一集合し
ての開催になりました美術鑑賞会を、2022年 7月 10日（日）
に開催できたのは久しぶりに喜ばしい事でした。
　会員の方にメールでのご連絡を心がけておりますが、イ
ンターネット環境に無い会員へのご連絡が不行き届きに
なっている事を誠に申し訳なく思っております。早く皆様
とお会いできる環境になる事を心より願っています。

令和 3 年度 ( 第 45 回 )
書面総会報告

2019 年武蔵野ゴルフクラブにて

2019 年多摩の酒蔵と温泉探訪2019 年勝沼ブドウ狩り

　府中校友会には幾つかの同好会がありますが、その中か
らゴルフをプレーしよう会、府中TM歩こう会及び音楽
愛好会の最近の活動状況を紹介します。

〔昭47・法　古曳　享司〕
①ゴルフをプレーしよう会
　例年春、秋の年 2回コンペを開催。会場について以前は
都外名門コースにも遠征していたようですが、近場が良い
という理由で最近は専ら武蔵野ゴルフクラブ（東京都八
王子市）が中心です。3,4 組といったところ。シングル級
の凄腕も在籍していますが、スコアより親睦が優先。奥
様、お嬢様同伴の方もいらっしゃるなど和気あいあい楽し
んでいます。今秋は 10 月 14 日（金）に武蔵野ゴルフクラ
ブで第 55 回コンペを開催します。同クラブには立川駅発
着のクラブバスがありアルコール同伴プレーも楽しめます
（笑）。ゴルフ好きの方ならビギナーの方でも大歓迎です。

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

同好会活動だより
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美術鑑賞会「ただいまやさしき明治」
� 2022 年 7 月 10 日（日）��於　府中市美術館
� 〔昭56・政経　西村弘美〕
　猛暑の日曜日、府中市美術館において美術鑑賞会が行わ
れました。コロナの影響により今年度唯一の対面集合の校
友会行事でうれしさもひとしおです。懐かしさの中で３０
名の校友が静謐かつ豊穣な「絵の中の旅」を楽しみました。
　府中市美術館の館長は府中市在住
の校友、早稲田大学栄誉フェローの
藪野健名誉教授です。藪野館長のお
力添えにより「孤高の高野光正コレ
クションが語る　ただいまやさしき
明治」展の作品解説を別室で聴講し
てからの絵画鑑賞会。まさに府中校
友会ならではのスペシャルイベント
でした。
　「明治の絵・・ちょっと地味で難
しそう・・」初めはそんな風に思っ

です。今年は幸か不幸かオンライン花見なので、雨を気に
する事もなく雨天決行いたしました。一週間ほど前から皆
様から桜の奇麗
な写真をお送り
いただいて、パ
ソコンの画面で
はありますが、
正に満開の桜を
見ながらのお花
見が出来ました。
　大國魂神社の
しだれ桜、味の
素スタジアム周辺の桜、野川の
桜、車返の桜、稲城三沢川の桜、
町田の桜、新井薬師の桜や新宿
御苑の桜まで居ながらにして鑑
賞できました。皆様、満開の写
真ありがとうございました。
　参加者の近況をお聞きしなが
らあっと云う間に 2時間が過ぎ
ました。来年は必ず皆で集まってのお花見を是非開催いた
したく、切に願う次第です。

■参加者　　大野正道（S40 理工）、本田勝（S40 理工）、
大野真美（S42 文）、中澤俊文（S43 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）、鈴木正明（S54 理工）、塙宏美（S54 文）、日比野
悦久（S54 理工）、増本寛（S56 理工）、筒井昌（S57 政経）、
石川正二（S58 理工）、平野知（S58 政経）、橋本美紀（S62
文）　計 16 名

2022 年花見の宴　2022 年 4月 3日　13:00 ～
　コロナ禍も 3 年目に入りました。第 6 波が未だ収束し
ない中、4月 3 日の日曜日 13 時からお花見を致しました。
昨年に引き続きオンライン花見でした。2021 年 4 月のオ
ンライン花見は晴天でしてが、今年 2022 年の 4 月は雨で
した。府中市の桜まつりも 4月 2日と 3日に開催されまし
たが、昨日 4月 2日の土曜日は晴天のお花見日和で今日は
一転雨になってしまいました。
　例年 4月の最初の土曜日にお花見を開催していますが、
この時期は雨と晴が半々の時期で毎年天気が気になる季節

大國魂神社の枝垂桜 味の素スタジアム周辺の桜

新宿御苑の桜

藪野健館長

2022 年新年会　2022年1月23日　15:00～17:00
　初めてオンラインの新年会を開催しました。コロナ禍で
メールをお持ちの方には大学の近況や府中校友会の活動を
曲がりなりにもお伝えしておりますが、残念ながらメール
アドレスの無い方にはどうしても情報が行き届かない事を
反省しておりました。
　事務局サイドでメールアドレスの把握が出来ていないだ
けで、メールアドレスをお持ちの方もいらっしゃるのでは
無いかと判断して、オンライン新年会を開催する事を葉書
でもご案内し致しました。
　今回は、昭和 40 年卒の本田先輩がその葉書をご覧いた
だいてオンライン新年会にご参加下さいました。また今ま
でメールでのご連絡で中々お会いする事が叶わなかった昭
和 58 年卒の石川正二さんもご参加下さいました。
　自己紹介を兼ねてお一人ずつ近況報告いただいてあっと
言う間に 2時間が過ぎました。今年の 11 月の総会は変異
ウィルスも全て退治されて、集合しての総会が出来る事を
願うばかりです。最後に校歌を歌って散会しました。

■出席者　　大野正道（S40 理工）、本田勝（S40 理工）、
大野真美（S42 文）、角家哲雄（S46 法）、村崎啓二（S47 法）、
古曵享司（S47 法）、塙敏比古（S52 政経）、日比野悦久（S54
理工）、塙宏美（S54 文）、鈴木正明（S54 理工）、西村弘美（S56
政経）、増本寛（S56 理工、）筒井昌（S57 政経）、石川正二（S58
理工）、松井正博（S60 理工）

親睦会開催報告
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状の所に神社がまつられている。
　浅間山は大手デベロッパーによってマンション化されそ
うになったが、市民が請願して都立公園として整備され昭
和 45 年に開園した。ここにしかないと言われるムサシノ
キスゲ（日光キスゲの変種）をはじめとして、金襴、銀欄、
ヒトリシズカ、山百合などの花が 5月ころたくさん咲き、
松やコナラ、クヌギ、イヌシデの木などと自然が豊かであ
る。
　富士を望みながら左手（東南）に進むと花崗岩の台座に
黒い墓が一基建っている。墓碑銘は人見四郎（光行）とある。
深谷出身の鎌倉方の武士で、鎌倉時代の最終、1333 年に

村崎　啓二（S47 法）、市川　千秋（S48 商）、塙　敏比古（S52
政経）、内藤　健吉（S53 商）、内藤　祐子、鈴木　正明（S54
理工）、日比野　悦久（S54 理工）、増本　寛（S56 理工）、
西村　弘美（S56 政経）、小村　裕（S58 政経）、小村　真理、
橋本　美紀（S62 文）、山上　修史（H20 商）Special�
thanks:�藪野　健（S44 文研）

■出席者（敬称略）　30 名
金子　隆久（S33 商）、大洞　武美（S35 理工）、森島　清（S36
政経）、権平　和照（S38 法）、権平　照子、水澤　忠弘（S38
理工）、寺崎　弘（S40 法）、宮下　秀久（S40 教育）、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）、山内　宗次（S45 商）、山
内　鈴子、尾花　敏雄（S47 政経）、古曵　享司（S47 法）、

　百年前の日本の何気ない日常を描いた絵画はなんて優し
く誇り高いのでしょうか。市井の人々の貧しい生活の中の
底抜けの明るさはどこからくるものなのでしょうか。豊か
さと利便性の代わりに現代が失ってしまったものがそこに
広がっている気がしました。ドラえもんのどこでもドアを
開けるように、絵の前で自由にドアを開けて明治の縁側や
水辺を楽しんで欲しいという志賀学芸員の温かいお言葉に
アートを身近に感じ、また現在も精力的に創作活動を続け
ていらっしゃる藪野館長のお姿に多いに励まされました。

藪野館長からはぜひ
次もやりましょう！
とお言葉をいただい
ております。館長
おっしゃるところの
「絵の中の旅」また
ぜひ皆さんとご一緒
したいと願っており
ます。

「私の散歩道」
� 〔昭42・法　平井　文人〕

　家から 700 メートルの所に浅間山
（せんげんやま）がある。海抜 80 メー
トルと、軽井沢方面のあさま山よりか
なり低いけれど、周りに何もないから
富士山が望めて、百景にもちゃんと
入っている。西側から入ってだらだら
と頂上まで行くか、南側の急な石段を

登っていくかだが、上まで休み休み行くと小さな円形古墳

会　員　投　稿

ていた私ですが、意外や時間が足り
ないくらいワクワク面白い発見が
あり、解散後も残って会場を何周も
してしまいました。
　これも藪野館長と担当学芸員の
志賀秀孝氏のわかりやすく目から
ウロコの解説のおかげです。
　鎖国の江戸時代から近代化へ向
かった明治時代。本展は開国後訪れ
た来日外国人画家が描く日本の景
色と、外国人旅行者のお土産として

描かれた無名の日本人画家の描く日本の景色との二つの柱
で構成されていました。
　海外に散逸してしまったそれら両方の知られざる作品を
長い年月をかけて蒐集してきた実業家の高野光正氏の情熱
とロマンの源を目の当たりにし、またこの企画展の開催に
尽力された志賀氏の熱い思いもうかがって、時空を超えた
旅にともに参加したような気分になってしまったのです。

志賀秀孝学芸員

E-mai l  :  szk@suzukisetubi .com

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）
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亡くなったらしい。この年代はイチミサンザン北条氏、と
中学の時覚えた。かなりの有名人らしく、深谷市などいく
つかの墓があるようで、源義経や紫式部みたいにいろいろ
伝説が多いようである。
　浅間山の地つづきの東隣が多磨霊園。1キロ四方の墓苑
内には、江戸川乱歩、与謝野晶子、田山花袋、北原白秋、
岸田劉生、東郷平八郎。山本五十六、斎藤実、根津嘉一郎、
美濃部達吉、徳田球一、巌谷小波、小山内薫、高橋是清、
宇垣一生、三島由紀夫などなどなどの墓がある。しだれ桜
が見事で、野鳥観察会も開催される。
　私は府中市に住んで 63 年になるが、（生まれは盛岡市、
以下紫波町、松戸市から府中へ）散歩道とは少し離れるが、
府中市に転居してびっくりしたのは駅の多いことである。
今は、
　京王線：�武蔵野台、多磨霊園、東府中、府中、競馬場正

門、分倍河原、中河原
　西武線：多摩、白糸台、競艇場、是政
　武蔵野線：府中本町、北府中
　南武線：府中本町、分倍河原、西府
　駅の一つもない市や町がある中で、１６も駅があるのは
珍しいのではないか。一度も乗り降りしたことがない駅は
競馬場正門駅ただ一つである。もっとも、競馬場の場外馬
券売り場には何度か足を運んだことがある。会社の上司た
ちに馬券を買ってくるよう頼まれたからだ。飲んでもいい
よ、なんて言われたけど、冗談じゃない、当たったら大変
だから、ちゃんと購入。ノミ行為で思い出すのは、部下が、
今度女房と飲み屋を始めました、というので、そのうち御
馳走になりに行くかなと思っていたら、会社から呼び出さ
れて、君は部下のノミ行為を知っていてそのままにしてい
たのかと、詰問された。ヤクザが会社にねじ込んで来たの
だそうだ。私は酒とつまみの飲み屋だと思ったのだが、な
んと、奥さんの電話番で馬券売りのノミ行為を始めたとい
うことらしかった。散歩では事故や道に迷わないように気
を付けなくてはいけない。色々おかしな人がいるから

「私の好きな散歩道」
� 〔昭47・法　古曵　享司〕

　新型コロナ感染拡大により、外出機
会はめっきり減りました。ただそれだ
けでは運動不足になるので、ででき
る限り散歩することとしています。散
歩の良いところは特に特殊な道具不要
で、「何時でも」「どこでも」「誰でも」
できること。といっても同じコースば

かりでは飽きてしまいます。友人等に教えてもらうなり、
ネット、雑誌等を通じて新たなコースを発見するのも良い
のではないでしょうか。取り分け自宅近辺で。
　私のお勧めは二つ。一つは「鎮守の森とかぜのみち」。
京王線・武蔵野台駅南口を出発し、いききの道に入り、本
願寺→諏訪神社→大型ゴルフ練習場横→押立神社→押立文
化センター→龍光寺→多摩川親水公園→小柳公園→押立公
園→京王線・武蔵野台駅と巡るコースです。いききの道の
途中にある本願寺には門前に石碑があり、車返という地名
の由来を知ることができます。龍光寺には名主として新田
開発や多摩川の治水に取り組んだ川崎平右衛門のお墓があ
ります。多摩川親水公園には常久渡しの由来碑が設置され
ています。
　二つ目は「浅間山と芸術の森を巡る道」。西武多摩川線・
多摩駅を出発し、以下多摩霊園→浅間山公園→生涯学習セ
ンター→府中市美術館→府中の森公園→京王線・東府中駅
と巡るコース。浅間山は、大昔に多摩川が削り残した台地
の名残りといわれる標高約 80 ｍの三つの丘からなってお

　府中市二つ目のパワースポット
〔昭42・文　大野　真美〕

　昨年の府中校友会の広報誌“いな
ほ”で、府中のパワースポットとして
散歩に絶好の競馬場通りを紹介したけ
れど、今年、更に散歩やピクニックに
好適の場所を見つけたので、お話しし
ます。
　府中は平らな町であるが、若松町の

街中に標高 80 ｍの小高い丘浅間山公園がある。世界でこ
こだけに自生するムサシノキスゲというユリ科の植物があ
り、幼児の手のひら位の大きさの色鮮やかな黄色い花が咲
き、5月中旬に見ごろを迎える。この季節になると、青葉
の木々のあいだを抜けて五月の風が吹き、緑があふれてい

るうえに、ムサシノキスゲのおかげで、公園がなお一層華
やいで見える。胸いっぱい深呼吸すれば、明日への凝縮し
た力がもらえること間違いなし。
　府中市が誇りとするこの絶滅危惧種のムサシノキスゲを
抱える貴重な浅間山を守るための活動が毎年行われてい
る。早稲田大学府中校友会は会の目的である会員相互の交
流と親睦を図るために、様々なイベントや同好会活動が盛
んで良くなされているが、更に地域社会に貢献するという
動きも話し合われている。その一つに浅間山の自然保護に
協力しようというのがあり、大賛成である。
　私自身、自分の楽しみだけを追い求めて日々過ごしてい
るけれど、社会の役に立ちたいという思いがあり、是非浅
間山を守る活動に参加したいと考えている。市民の憩いの
場である浅間山公園が、ムサシノキスゲとともに末永く保
たれていくよう心より願っている。

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
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り、上からの眺めは実に素晴らしいものがあります。晴れ
た日には富士山を望むことができるので、この浅間山は関
東富士見百景の一つに選定されているとのことです。多摩
霊園の方角から登られるのであれば、推理作家・江戸川乱
歩（早稲田OB）のお墓横からのアプローチがお勧めです。
　ところで、私は「鎮守の森とかぜのみち」とか、「浅間
山と芸術の森を巡る道」とかと随分洒落た名前で紹介しま
した。これは実は府中市環境政策課から発行されている「府
中市・ウオーキングマップ」（令和 4年 4月発行、第 6版）
に紹介してある 10 コースのうちの 2コースから名前をお
借りしたというのが理由です。因みにこのマップは府中校
友会会員の方から紹介して頂いたもの。10 コースそれぞ
れ府中市内に残る田畑、湧き水、名木といった自然や史跡
などを緑道、遊歩道などで繋いであります。私自身歩き慣
れたコースであっても初めて知る来歴などが幅広く紹介し
てあり、とても興味深いものでした。このマップ自体は頒
布価格￥100 ですが、府中市ホームページからは幾つかの
ウオーキングコースがダウンロードできるようになってい
ます。
　ご承知のように府中校友会には、
現在幾つかの同好会があります。私
はその中の「府中 TM歩こう会」
の会員です。この会では before コ
ロナの時期は、春から夏にかけて神
奈川県小田原市、埼玉県川越市、葛
飾区柴又、神田川クルーズなどを行
い、秋には山梨県勝沼市ワイナリー
での BBQパーティー、12 月には高
尾山登山などなど年 3,4 回開催して
きました。コロナ禍の渦中にあって
現在は活動自粛中ですが、after コ
ロナにあっては、上記マップを活用したコース選定をし、
地元府中市の魅力発見に大いに役立てたいと考えておりま
す。

　彼は『はい、勝ちました』
『プレースキックは決まりました？』
『はい、何とか決めました』……
初対面の私に彼は折り目正しくいろ
いろと応えてくれました。
　五郎丸君と初めて会話した貴重な
時間でした。
　その年、大学ラグビーの対抗戦、

早稲田と筑波の試合は仙台で開かれたのです。

三光運送株式会社

仙台での出会い
� 〔昭48・商　市川　千秋〕

　いまから 17，8 年前の
こと。勤務先の白鴎大学
で陸上部の部長をしてい
た私。仙台で陸上の大会
があったその帰り夕方６
時頃、仙台駅の新幹線改

札口に向かうエスカレーター。私の前を中年のがたいのい
い男性が数人、赤い顔できこしめした様子。手には牛タン
屋のお土産袋。改札入口付近には彼らを待っていたらし
い、同様にがたいのいい若者が 20 数人良く見るとテレビ
で知った顔が何名も！そのうちの 1人が偶然に私の側に。
私は思わず『今日の試合はどうでした？』

「私の好きな散歩道」
� 〔昭53・商　内藤　健吉〕

　コロナ元年にリタイアし生活の大半
が“不要不急”となったため、家から
1時間程度のエリアを歩き回る 2年間
となりました。ポジティブに考えれば
府中在住 30 年弱にしてはじめて知っ
たスポットや歴史など、これも悪くな
かったなと思っています。

　お気に入りのコースは色々ありますが、品川街道から多
磨駅に至る散歩道をご紹介します。
　東府中駅からスタートしますが、品川街道は交通量が少
なく歩道が整備されて歩きやすいのが魅力です。歩き始め
てしばらくすると常久一里塚跡（写真）。江戸時代初期、
品川街道が甲州街道の一部であったことの痕跡ですが、時
代とともに幹線は移動すること、でも道路はしっかり残る
ということがわかります。
　多磨霊園駅の先で東郷寺通りとクロスし、更に進むと、
でかでかと「創立１５０周年」の表示がある四小が現れま
す。調べると二小・三小よりも古い！昭和 29 年に府中町、
西府村と合併した多磨村の小学校が前身なのでナンバーと
校齢（⁉）が一致しない訳ですね。維新早々に公立学校を
作った先人の熱意に感心します。
　四小の先で品川街道は西武線で突如行き止まりますが、
大きく迂回して踏切があり、道は続きます。いつも、踏切
の設置を巡って揉めたに違いないと思いながら踏切を渡り
ます（笑）。少し歩くとスイスパンで評判の「モルゲンベ
カライ」がありますが、グルメ探訪ではありませんので、
更に歩を進め 1ブロック先「だんごの美好」の交差点を左
折、北上します。
　甲州街道（R20）をくぐり抜ける前に白糸台掩体壕に立
ち寄ります。都内では珍しい戦争遺跡ですが、分厚いコン
クリートを見ると戦争はカネのかかるものということを痛
感します。ここにある「あるき・み・マップ」という案内
板で、戦国武将の浅野長政が白糸台に隠棲していたことが
あるということを知りました。
甲州街道を抜け、住宅街の一本道を北上するとやがて多磨
駅に到着します。
　わが家は府中の森公園の近くなので、多磨霊園を通っ
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て帰るというのが通常パター
ンですが、多磨駅はバスも 3
系統発着しているので多磨駅
をゴールにしても良いでしょ
う。
　品川街道、今は普通の生活
道路ですが、府中御殿に行く
徳川家康も通ったかもしれ
ない、一里塚で休む旅人の姿
や小学校が開校した時の賑わ
い、踏切を巡ってのやり取り
等々想像しながら歩くと楽し
い散歩道です。

「私の好きな散歩道」
� 〔昭54・理工　田口　勉〕

―　下川原緑道
　廃線ファンである。かつてここに鉄
道が走っていた、その跡を巡る趣味
である。「それのどこが楽しいのか？」
の質問に答えるのは、時に難しい。府
中市内の廃線跡といえば、ここ。旧国
鉄下河原線の跡である。

　同線は、中央線の国分寺駅から旧東京競馬場前駅までの
旅客、及び、更に南の多摩川近くからの砂利運搬を担って
いたが、1976年に廃止された。
跡の大部分は緑道として整備
されている。沿線風景の激変
は言うまでもないが、緑道が
南武線を越える辺りから南を
望むと、緩やかな傾斜の下り
と、その遥か向こうの多摩丘
陵が、そこが鉄路であったこ
とを思い起こさないこともな
い。下河原緑道を散歩される
際は、一度、「電車に乗って
いる」想像、はいかがでしょ
うか。

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）

「私の好きな散歩道」
� 〔昭55・社学　千年原　聡〕

　私が大田区馬込から府中天神町に
引っ越ししてきて今年で５２年が過ぎ
ました。当時、農工大の乳牛牧舎裏の
広大な牧草地には、乳牛数頭が放し飼
いになっていて、遠くに富士山も展望
でき、都内ではまれな牧歌的な雰囲気
でした。この付近は、かつて「ヘビくぼ」

とも言われていたそうで、いまでも、ヘビ、たぬき、ハク
ビシン、アナグマなどが生息しており、時々、その姿を見
ることもあります。
　農工大周辺は、ながらく私にとって府中駅までの通学、
通勤路でしたが、最近は１匹のワンちゃんと妻と歩く私の
好きな散歩道となっております。銀杏通り側から農工大構
内に導かれる路（散歩道）には、いろいろな出会いと気づ
きがあります。犬好きな人は、多くのワンちゃんとその飼い
主さんに出会うことがでるコミュニケーションの路にもなっ
ているようです。また、花鳥風月好きな方には、ウグイス
やセミの鳴き声を聞けたり、巨木古木からの木漏れ日を浴
びて、四季折々の多種多様な動植物の営みや、広大な農場
風景に季節を感じることが出来る癒しの路でもあります。
　さらに、大学構内には馬場があり学生が仔馬と構内を散
歩している牧歌的な風景にここでも出会うこともありま
す。大通りから一歩中に入ったこの自然豊かな散歩道は、
町の喧騒から逃れて、当時も今も変わらぬ静かな時が流れ
ています。

府中の空が大きくなった
� 〔昭56・理工　増本　　寛〕

　私は緑町に住んでいる。ある朝の通
勤途中、交差点で信号待ちしている時
にふと「なんか景色が変わったな」と
感じた。直ぐには気が付かなかったが、
よくよく交差点内を見渡すと今まで
あった電線が無くなっていた。写真は
小さくて見えないかもしれないが、確

かに電線が無いと、空がなんと大きく見える事か。その翌
週には電柱も撤去されていた。
　調べてみると、国や自治体は電線地下化を進めているそ
うで、国道から始めているようだ。写真は国道 20 号甲州
街道の府中警察交差点から東と西を撮影したものだ。東京
電力所有の電柱は東電柱と云うが、それには電線が張って
ある。NTTはその電柱に間借りして電話線を這わせてい
る。中にはケーブルテレビ線の張ってあるものもあるので、
視界に何本ものケーブルが入ってくるのだ。それが撤去さ
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　コロナ蔓延状況により変更の可能性がありますが、2023
年の予定を記載いたします。

新年会　　　　1月下旬

花見の宴　　　3月下旬から 4月上旬

れると本当に空が大きく見える。
　改めてどこら辺まで、電線地下化が進んでいるのかと
思って街を見てみると、府中駅近辺もだいぶ電柱が無く
なっている。しかし甲州街道は電線が無くなっているのは
この写真の当たりだけで、都道や府中市道はまだまだ先に
なるから無電柱化の完成は 20 年程度かかるだろう。それ
でも府中の空がゆっくりでも大きくなるのは喜ばしい事
だ。
　小さいころ電柱の事を電信柱と言っていた。調べてみる
とこれは間違いではなく、NTTつまり昔の電電公社所有
の電柱は、今でも「電信柱」と呼ぶ。ほとんどは電話線の
みが張ってあるのが電信柱だが、気を付けて街をみると電
信柱に東京電力が間借りしているものもある。今はケーブ
ルテレビが東電柱や、電信柱に間借りして通信線を這わせ
ているから、無電化はまだまだ壁があるだろう。ゆっくり
でも進めてもらいたいと願っている。

　盆前この文章を書いたのだ
が、8/13 と 9/13 の日経新聞
に「電線愛好家」石山蓮華さ
んの記事が出ていた。電柱の
夜景が夜桜を見る様に奇麗
とお話しされている。これも
又楽しい意見である。世の中
様々で面白い。�

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］

　２０２０年の新年会開催以降、対面での行事を自粛
しておりましたが感染者が減少傾向にあった今年７月
に３年ぶりとなる美術鑑賞会が開催されました。
　また３年ぶりに総会も対面での開催となります。い
ずれも短時間ではありますが久しぶりにお会いできる
ことを大変うれしく思います。とはいえマスク生活は
続いており、遠出の機会は以前に比べて少なくなりま
した。この機会に今回投稿してくださった皆さんに
倣って私もお気に入りの散歩道を見つけてみようと思
います。� 〔昭.62文　橋本美紀〕

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/

編 集 後 記

日経 9/13 記事より

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

2023 年親睦会活動予定

2019 年お花見の始まり

貴賓室からの眺め

東府中のマロードインにて

2019 年府中の森公園

東京競馬場貴賓室にて

皆で歌も歌う

皆で校歌を歌う

競馬観戦会　　6月

暑気払いの宴　8月下旬

美術鑑賞会　　秋

皆さんの参加をお待ちしています。


