
 
 

２０１１年度（後期）岳文ＯＢ会 行事計画 

時期 実施日 行事内容 コース概要 担当者 

8 月 
8/27・28 

（土・日） 
現役夏合宿 上高地小梨平各自集中参加  

9 月 
9/25 

（日） 

文学散歩 

三鷹界隈 

三鷹駅北口～国木田独歩詩碑～三鷹駅跨線橋～禅林寺～太宰

治入水地～太宰治旧居跡～山本有三記念館～井の頭自然文化

園（北村西望彫刻館）～吉祥寺駅 

轡田 

（12 期） 

10 月 
10/22 

(土) 

文学散歩 

千葉市川界隈 

市川駅～手児奈霊堂～弘法寺～郭末若旧宅～露伴終焉地～荷

風旧居～中山法華経寺～東山魁夷記念館～下総中山駅 
佐々木 

（14 期） 

11/13 

(日) 

ハイキング 

矢倉岳 

新松田駅＝矢倉沢～白山神社～矢倉岳～清水越～足柄万葉公

園～足柄の関跡～地蔵堂＝新松田駅  （行程 3 時間 30 分） 

日下 

(13 期) 
11 月 

11/19or26

（土） 
総会 詳細は、次回の広報に掲載  

12/4 

（日） 

ハイキング 

三浦アルプス 

ＪＲ田浦駅～田浦梅林展望台～乳頭山～観音塚～仙元山～葉

山教会～風見橋バス停＝ＪＲ逗子駅     （行程 4時間） 

堤 

(5 期) 
12 月 

12/上旬 就職懇談会 詳細は、次回の広報に掲載 
 

 

2 月 2/中旬 スノーシュ 
蓼科高原小田山荘 

詳細は、次回の広報に掲載 

小田 

(7 期) 

共通ルール 

 ①ハイキングは、昼食（お弁当）、行動食、装備など各自準備ください。 

 ②日程は、変更、中止があります。参加の場合は、事前に必ず連絡願います。 

 ③ご家族、友人、現役の方の参加も大歓迎です。 

    
    山行計画山行計画山行計画山行計画        
◇◇◇◇    矢倉岳矢倉岳矢倉岳矢倉岳    －富士山を間近に望むカヤトの山頂－－富士山を間近に望むカヤトの山頂－－富士山を間近に望むカヤトの山頂－－富士山を間近に望むカヤトの山頂－    
 矢倉岳（870m）は、箱根火山群の北に少し離れてドーム型

の特徴ある山容を見せる。山頂からの展望は素晴らしく、金

時山をはじめ、箱根の山々はもちろん、足柄平野や曽我丘陵

が見渡せる。なかでも間近に迫る富士山は見ごたえ十分で、

秋晴れの日には特に見事である。 
 
1. 開催日 11 月 13 日（日） 日帰り 

2. 集合場所 小田急 新松田駅 改札口 午前 8 時 30 分  
3. コース  新松田駅（バス）矢倉沢（0:25）白山神社（1:15）

 矢倉岳（0:15）清水越（0:40）足柄万葉公園 
 （0:10）足柄の関所（0:45）地蔵堂（バス）新

 松田駅 
 歩程 ３時間半 

4. 費用 交通費 2,650 円（新宿起点の運賃、バス代） 
5. 申込 11 月 9 日（水）までに、日下(ｸｻｶ・13 期)まで 

 ・メール：  
 ・携帯：                                       

 
◇◇◇◇    三浦アルプス三浦アルプス三浦アルプス三浦アルプス    －－－－JRJRJRJR 田浦駅から葉山へ－田浦駅から葉山へ－田浦駅から葉山へ－田浦駅から葉山へ－    
 通称「三浦アルプス」と呼ばれる、最高点でも標高２００M

の典型的低山ハイクです。  

 横須賀市、逗子市、葉山町に跨る５００万坪に及ぶ広大な

自然の中を東京湾から相模湾まで三浦半島を横断する形で９

KM を歩いてみたいと思います。 

 全てはお天気次第ですが、恵まれればコース入口にあたる

田浦梅林展望台付近から東京湾沿岸を一望し、右手の横須賀

港に停泊する軍艦を見下ろしながらの気持ちよい出発となり

ます。ゴール近くの仙元山からの相模湾に浮かぶ江ノ島、さ

らに遠く伊豆箱根・富士山を配する景色は一見の価値があり

ます。特に日没近くなれば最高でしょう。 

 途中の道は細い尾根状の登り下りの連続であり、傾斜も結

構きついため足元には注意を要します。単調な尾根歩きなが

ら、深い緑のため奥多摩でも歩いているような錯覚に陥りま

す。下山地点付近からバスで JR 逗子駅へ出て、解散前の一杯

は如何でしょうか。歩行時間は 4時間を見込んでいます。 

 

1. 開催日 12 月 4 日（日） 日帰り 

2. 集合場所 JR 横須賀線 田浦駅改札口 午前 10 時 

3. コース  JR 田浦駅→田浦梅林展望台→乳頭山→観音塚

  →仙元山→葉山教会→風見橋バス停（バス）JR

  逗子駅 

  歩程 ４時間 

4. 費用 交通費 2,300 円（東京起点の JR・バス代） 

5. 案内人 堤 勝彦（5期） 

6. 申込 11 月 30 日(水)までに、日下(ｸｻｶ・13 期)まで 
  ・メール： 
  ・携帯：                                      

 

    文学散歩文学散歩文学散歩文学散歩        
◇◇◇◇    三鷹・井の頭文学散歩三鷹・井の頭文学散歩三鷹・井の頭文学散歩三鷹・井の頭文学散歩    

        －－－－国木田独歩・太宰治・国木田独歩・太宰治・国木田独歩・太宰治・国木田独歩・太宰治・森鴎外・山本有三森鴎外・山本有三森鴎外・山本有三森鴎外・山本有三    

                                    野口雨情・北村西望を訪ねて野口雨情・北村西望を訪ねて野口雨情・北村西望を訪ねて野口雨情・北村西望を訪ねて－－－－    

早早早早 稲稲稲稲 田田田田        第四十九号第四十九号第四十九号第四十九号 

岳岳岳岳    文文文文    広広広広    報報報報 
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 三鷹駅北口に国木田独歩の詩碑がある。ここら辺は独歩の

「武蔵野」に登場する雑木林があった所。線路沿いに西に少

し行くと跨線橋がある。太宰の散歩コースのひとつである。

ここから、太宰と森鴎外の墓のある禅林寺に向かう。太宰は

森鴎外を慕って鴎外の墓の近くに自分の墓をと生前に決めて

いたという。ここにはこのほか鴎外の遺言の碑や、明暦の大

火の慰霊碑、三鷹事件の慰霊碑がある。ここから玉川上水に

戻る。上水のほとりにある太宰の文学碑を見てから入水した

場所に向かう。玉鹿石と書いてある何の変哲もない庭石みた

いな物が置いてあるところがその場所である。ここから上水

沿いに歩いて太宰旧居跡に向かう。太宰の庭に植えてあった

サルスベリの木が往時の面影を残している。ここから山本有

三記念館はすぐ近い。山本有三記念館はイギリス風ゴシック

様式の煉瓦造り洋館である。庭には「路傍の石」と刻まれた

大きな石がある。代表作「路傍の石」や「米百俵」はここで

書かれた。 
 最後に井の頭自然文化園に向かう。ここに野口雨情の書斎

「童心居」や北村西望彫刻園がある。西望が長崎平和記念像

を創ったアトリエを中心に、作品を展示した彫刻館や屋外展

示された作品群が立ち並ぶ。ここから吉祥寺駅のほうに向か

うが、途中で打ち上げをして終わりとする。打ち上げのみの

参加者も歓迎である。 
 
1. 開催日 9 月 25 日（日） 
2. 集合場所 三鷹駅改札（北口） 午後 1 時 
3. コース 三鷹駅北口→国木田独歩詩碑→三鷹駅跨線橋

 →禅林寺→玉川上水太宰治入水地点付近：太宰

 治旧居跡と旧居にあったサルスベリの木→山

 本有三記念館→井の頭自然文化園（野口雨情書

 斎「童心居」→北村西望彫 刻園）→吉祥寺駅 
4. 申込 9 月 20 日（火）までに、轡田まで 

 ・メール： 
  ・携帯： 
  ・自宅： 

 

◇◇◇◇    千葉市川界隈千葉市川界隈千葉市川界隈千葉市川界隈    文学散歩文学散歩文学散歩文学散歩    
 千葉市川は、戦国時代里見・北条が争った国府台や日蓮上

人の旧跡等多くの歴史的遺跡を残す。また自然に恵まれた閑

静な街並を愛した文人芸術家も多い。今回は万葉集に嘔われ

た真間の手児奈を祀る手児奈霊堂から、八犬伝由来の伏姫桜

を残す弘法寺、郭末若旧宅、幸田露伴終焉地、永井荷風旧居

を巡り、日蓮が宗派を確立した聖地中山法華経寺、東山魁夷

館を巡りたい。東京の散歩と違いやや趣に欠けるが、地元と

云うこともあり、文学散歩の要件である〆の飲み会だけは期

待を裏切らないようにしたいと思う。 
 
1. 開催日 10 月 22 日（土） 
2. 集合場所 JR 市川駅改札口 午前 11 時 30 分 
3. コース 市川駅→手児奈霊堂→弘法寺→郭末若旧宅→

 露伴終焉地→荷風旧居→中山法華経寺→東山

 魁夷記念館→下総中山駅 
4. 案内人 佐々木敦則（14 期） 
5. 申込 10 月 12 日(水)までに、日下(ｸｻｶ・13 期)まで 

 ・メール：  
 ・携帯： 

 

現役の夏合宿が 8 月 19 日から 8 月 28 日の間、北アルプス

で行われます。集中式は 8 月 27 日（土）午後 3 時から上高

地の小梨平で行います。 

 Ｏ・Ｂ会としては、これに合わせて参加したいと思います。

27 日の夜に宿泊できる場所として、借り上げテントとロッジ

の借り上げ（一部Ｏ・Ｂ会より補助）を予定しています。当

日の夕食は現役とともに頂きますが、翌 28 日（日）の朝食は

各自ご用意願います。（キャンプ場内に食事を取れるところが

あります。） 
 梓川のせせらぎの音を聞きながら満天の星を眺めるという

別天地のようなひと時を共に過ごしてはみませんか。 
 
1. 日時 平成 23 年 8月 27 日（土）PM3：00 集中 

2. 場所 上高地 小梨平キャンプ場 

3. 交通 各人にて手配してください。 

 マイカーの場合も沢渡駐車場よりバスまたはタク

 シー利用になります。 

4. 予定 現役と共にキャンプファイヤーをします。 

 夕食は現役が作ってくれます。食器類を持参して

 ください。 

5. 宿泊 ＯＢ会でテントを借ります。 

 費用負担はありません。寝袋等は各人で用意して

 ください。ロッジもあります。 

6. 連絡 事前にご連絡頂ければありがたいですが、当日参

 加も大歓迎です。 

 轡田 (ｸﾂﾜﾀﾞ)（12 期） 

 ・メール：  
 ・携帯：  
 ・自宅：  

 もしくは高橋(ﾀｶﾊｼ)（44 期）まで 

   ・メール：  
 ・携帯： 

 
※※※※    2008200820082008 年、小梨平キャンプ場に熊が出没し、集中日に使用年、小梨平キャンプ場に熊が出没し、集中日に使用年、小梨平キャンプ場に熊が出没し、集中日に使用年、小梨平キャンプ場に熊が出没し、集中日に使用

が禁止され、急遽徳澤園にて集中式を実施しまが禁止され、急遽徳澤園にて集中式を実施しまが禁止され、急遽徳澤園にて集中式を実施しまが禁止され、急遽徳澤園にて集中式を実施しました。昨年はした。昨年はした。昨年はした。昨年は

熊出没の情報はありませんでしたが、今年も警戒を要します。熊出没の情報はありませんでしたが、今年も警戒を要します。熊出没の情報はありませんでしたが、今年も警戒を要します。熊出没の情報はありませんでしたが、今年も警戒を要します。

万一集中式の場所を変更する際は、変更先の伝言をお願いし万一集中式の場所を変更する際は、変更先の伝言をお願いし万一集中式の場所を変更する際は、変更先の伝言をお願いし万一集中式の場所を変更する際は、変更先の伝言をお願いし

ておきますので、当日参加される方は、事前に小梨平キャンておきますので、当日参加される方は、事前に小梨平キャンておきますので、当日参加される方は、事前に小梨平キャンておきますので、当日参加される方は、事前に小梨平キャン

プ場の管理事務所（プ場の管理事務所（プ場の管理事務所（プ場の管理事務所（0263026302630263－－－－95959595－－－－2321232123212321）まで確認をしていただ）まで確認をしていただ）まで確認をしていただ）まで確認をしていただ

きますようお願いいたします。きますようお願いいたします。きますようお願いいたします。きますようお願いいたします。    

    

現役活動報告現役活動報告現役活動報告現役活動報告    

52525252 期期期期    藤田道太郎藤田道太郎藤田道太郎藤田道太郎    
 暑さもいよいよ厳しさを増し、現役岳文会も夏山のシーズ

ンをむかえました。春には東日本大震災やそれに伴う大学の

日程変更等、様々な混乱がありましたが、現役岳文会は今年

も例年通りに夏合宿・集中式を執り行うことを決定いたしま

した。その上で、平成 23 年度春季よりの活動と、夏合宿まで

の主な予定を報告させていただきます。 
 東日本大震災の影響が考慮され、早稲田大学では卒業式・

入学式が中止となり、GW 明けの 5 月 6 日より授業開始とな

りました。それに伴い新歓活動期間にも制限が加えられまし

たが、苦しい状況の中、24 名もの新入生(第 54 期生)が入会を

果たしました。具体的な活動としては、例年通り BBQ（高麗

川）、キャンプ（氷川キャンプ場）、ハイキング（鎌倉、陣馬

山、扇山）が行われました。新歓活動は 6 月頭まで続きまし

たが、6 月 4,5 日の新歓ハイキングを以て一区切りとし、新

入生にとって初めての本格的な山行として大菩薩嶺(6 月

18,19 日)、日光白根山（7 月 2,3 日）へ向かいました。 
 今後は、第一目標である夏合宿に向け八ヶ岳、谷川岳等へ

の山行を企画しております。また、年３回の読図・医療講習

会等、技術面でもサークル員の技術の向上を目指しておりま

す。今年も例年通り北アルプス上高地での集中を目標とし、

早い班は 8 月 19 日に東京を発ちます。 

こうして現役岳文会が様々な活動を執り行うことができる

のも、日頃 OB 会の先輩方に多大な御助力を頂いているから

に他なりません。集中式は 27 日（土）に行う予定ですので、

夏夏夏夏    合合合合    宿宿宿宿    

現役岳文会より現役岳文会より現役岳文会より現役岳文会より    



OB 会の先輩方も、よろしければ参加頂ければ幸いです。 
 

文学委員会活動について文学委員会活動について文学委員会活動について文学委員会活動について    

52525252 期期期期    瀬川瀬川瀬川瀬川    岳岳岳岳    
 今年度、現役岳文会 52 期文学委員長に就任いたしました、

瀬川岳と申します。 
昨年は、記念すべき 50 周年を迎え現役・OB の皆様を交え

記念式典が執り行われる等、岳文会も節目の年を迎えました。

式典後のパーティー会場にて、私も多くの OB の先輩方と関

わる機会を得、大変貴重な体験をさせていただきましたが、

そこで、OB の先輩方が行っていらっしゃった岳文会におけ

る「文学委員会の活動」を拝聴いたしました。 
現役生による活動の再開も、おもしろいものであろうし、

53 期たちの中からも活動を行いたいとの声が多かったこと

もあり、先輩方から教わった「迷ったら GO!」の精神で、自

分が音頭係となり現役においてささやかながら活動が再開さ

れました。 
 まずその活動の第一段階として、先日、現役岳文会会員有

志からの原稿を集め、現行の機関紙「そらもとべるはず」と

は一線を画す、文学のみに焦点を絞った新たな機関紙「岳郎」

の第一号を発行いたしました。 
 近年、“若者の活字離れ”が各メディアにて頻繁に訴えられ

ております。しかし、早稲田大学生、とりわけ岳文会員は、

他の学生らに比して今もなお文学に興味を抱き続けているの

では、一度は弱まってしまった岳文会の“文”の活動ですが、

現役サークル員にとっても確実にニーズが存在するであろう

との思いに至り、今年度、文学委員会の復活を企画いたしま

した。今はまだ試作段階であり手探りの状況が続きますが、

岳文会 50 年の歴史を胸に奮闘してまいりたいと思います。 

    

活活活活    動動動動    報報報報    告告告告    
    

ハイキングハイキングハイキングハイキング    
5555月：ハイキング月：ハイキング月：ハイキング月：ハイキング「扇山紀行「扇山紀行「扇山紀行「扇山紀行」」」」    

11111111 期期期期    細山細山細山細山    和男和男和男和男 
 はじめに今般の震災の犠牲者に哀悼の祈りを捧げ、被災さ

れた皆様に心よりのお見舞いを申し上げます。 
県立神戸高校を母校に持つ私は、阪神淡路の震災で小学校の

級友と往時の母の主治医を亡くしています。それは、私たち

の（少なくとも私の）処世観や気持ちの有り様を大きく変え

る出来事でした。 
先年、還暦を前に他界された私たちのひとつ上の山岳委員

長・大下好美氏は宮古で漁具販売の家業を継いでおられまし

た！！！ 
いろいろのことがあって、３月１１日の受難は「吾ガ事」な

のです。だからして、誰よりも強く哀悼の祈りを捧げる義務

を、私は負っているのだ、そう思っています。黙祷。 
○ 

５月１５日。快晴。 
 広葉樹林のさみどりの中を１時間半ひたすら高度を稼ぐ。

登山道は刈払いが為されよく整備されている。このところ大

概の山で見かける「熊出没注意」の看板がこの山にも設置さ

れていた。 
 「山ノ神」の祠の下の最後の水場で一服。「ものの芽の湧き

立つ」音が聞こえるようだ。１０時４５分、扇山頂上に到着。

そこは富士の絶好の展望台。快晴微風のもと、一級の山岳風

景に見入る。純粋な陽光を浴び樹々の呼吸を感じる、こうい

う山頂のひとときが生涯に幾たびあるだろう－－－と思う。 

 轡田さん（１２期）田村さん（１４期）合作のコーヒーを、

佐藤誠記さん（１４期）と私（１１期）が有り難く戴こうと

すると、あろうことか紙コップから漏れてしまっているでは

ないか－－－話は遠いむかし天幕のなかでの「カレーライス

ひっくり返し事件」や「灯油入り豚汁事件」に及ぶこととな

った。 
 「扇山頂上」の標識囲んで登頂の証拠を写真に収め、下り

にかかる。 

 やたらと「君恋温泉」への案内板が出てくる。その道標に

導かれ、花々の送迎を受けながら軽快に下山。木の花はヤマ

ツツジ（山つつじ）、草の花はナルコユリ（鳴子百合）やイカ

リソウ（碇草）など。 

 １２時４０分、その「君恋温泉」に降り立つ。その名の連

想と案内板の充実からさぞや華美な温泉かと想像していたら、

慎ましやかな民家の一軒宿。 

 先客は誰もいない。しばらく待たされ、案内された女湯に

浸る。信玄の隠し湯と聞き、何やら効能がありそうな気にな

ってくる。 
 広間の一角を借りて四人で祝杯。 

 轡田会長・田村副会長から、誰はどうしたと語られる名前

を懐かしく聞く。 
 私は昨秋、栗駒山に登りに行った。その際せっかくだから

と思い立って大船渡まで足を伸ばし、終着駅・盛駅を起点に

北上山地の野生の山・五葉山の頂上に立った。勿論、単独行

だ。その話をする。その日、大船渡には客船「飛鳥Ⅱ」が停

泊し港は華やいでいたものだ。そこから長い時間をかけ、獣

の臭いを感じながら五葉山のピークを踏んだのだった。 

 震災後、テレビの映像で大船渡の惨状が映し出されるにつ

け暗澹たる思いに駆られる。 
 私の五葉山山行はいったい何だったのだろうか、まだ気持

ちの整理はついていない。 

 最近、いろいろなメディアが恰も念仏を唱える如くに「絆・

きづな・キヅナ」と繰り返している。私はそのことに相当の

違和感を感じている。「絆」は当然に共同態規制の側面を持っ

ているのだ、－－－。 
 ビールの勢いも手伝って、四人で思うことを論じ合った。

穏当で無いことは差し控えるが、自立し、自律する私たちの

ＯＢ会を、私は頼もしく思った。 
 
 末筆ながら、この山行を企画してくださった日下さんに御

礼申し上げます。ありがとうございました。 
 

文学散歩文学散歩文学散歩文学散歩    
6666月：文学月：文学月：文学月：文学散歩「湯島界隈散歩「湯島界隈散歩「湯島界隈散歩「湯島界隈」」」」    

11118888 期期期期    寺田寺田寺田寺田    耕晴耕晴耕晴耕晴 
１３期の日下先輩から文学散歩のお誘いをいただき、「６月

１１日はテニスの予定があるけれど、雨なら参加しましょう」

と、あまり気乗りしない返事をしたものの、当日朝は見事に

本降りの雨。 
 
 テニス用からウォーキング用の運動靴に履き替えて、やや

重たい足取りで湯島の駅に向かった。文学散歩初参加となっ

たが、参加者の顔ぶれは１期の瀧森さんを始め大先輩ばかり、

総勢１０名。 
５０才代半ばの筆者が最年少と、やや恐れていた年齢構成

の散歩メンバーとなったが、先輩諸氏の元気さ、知識の豊富

さ、健脚・健啖ぶりに、ただただ圧倒される一日となった。 
 
起点は湯島天神。丁度お昼どきということもあり、全員が

天神前の親子丼の老舗『鳥つね』で腹ごしらえ。１９１２年

（大正元年）創業の由緒正しき味に舌鼓を打った。 
 
昼食後、改めて湯島天神に戻り、腹ごなしに境内地をぶら

ぶら散策。 
街中ながら境内は意外と広く石碑が多い。『婦系図』を書

いた泉鏡花のために里見惇らが建立した『筆塚』、川口松太

郎揮毫の『新派の碑』、『講談高座発祥の地の碑』、王貞治の

『努力の碑』等々。 



中で面白かったのは『奇縁氷人石』で、石柱の右側に「た

つぬるかた」、左側には「をしふるかた」と書かれ、迷子を捜

すとき名前を書いた紙を右側に貼り、見つけた者はその子の

特徴を書いた紙を左側に貼って知らせたという。 

江戸時代はさぞや繁華な場所であったろうと思いを馳せた

が、この日は結婚式が行われ、晴れ着を雨に濡らしながら歩

く新郎新婦の姿に、湯島天満宮（正式名称）のご利益が学業

成就だけでないことを知る。 
 
湯島天神を下り切通坂へ。 
明治４０年代、本郷喜之床２階に住んでいた石川啄木が、

勤務先である朝日新聞社からの深夜の帰り道、「二晩おきに、

夜の一時頃に切通の坂を上りしも～勤めなればかな」（悲しき

玩具）と詠み、その歌碑が立てられている。 
狭い歩道を占拠して大勢で碑を眺めていたが、借金踏み倒

しの常連とか、今なら社会的に許されないとか、個人的には

啄木についての負のイメージが次第に膨らんでしまう。 
 
切通坂は春日通として本郷方面に上っているが、途中すき

焼の名店『江知勝』があったりして、湯島界隈が殷賑を極め

た頃の名残を感じる。因みに明治４年創業というから、今年

１４０年の老舗である。 
 
 春日通を上りきった右側、少し奥まったところに江戸幕府

三代将軍・徳川家光の乳母である春日局の菩提寺『麟祥院』

がある。 
 春日局の権勢は大変なものだったと言われ、今も春日通の

名前の由来となっている。能力本位で彼女を採用した家康の

慧眼に、今更ながら脱帽。 
勤務先にもお局はいるが、まさにそのルーツとなるのが春

日局だとか。 

 春日通の喧騒が嘘のように消え、樹木が茂る閑寂な墓地の

奥に春日局の墓がある。巨大な墓石には四方から穴が穿たれ、

石を貫通している。黄泉からも天下のご政道を見守るためと

聞いて、思わず墓前で合掌。 

 なお、『麟祥院』は東洋大学の前身である哲学館の創立の場

所であるとともに、１期の瀧森さんが勤務された相模女子大

学発祥の地でもあるとのこと。 
 
 『麟祥院』門前で瀧森さんとお別れし、『無縁坂』へ。 
 森鴎外の『雁』の主人公である岡田青年が歩いた道筋とし

て知られているが、さだまさし（グレープ）の曲のタイトル

としても有名。 

東大本郷キャンパスの裏手から不忍池方向に緩やかに下っ

て行く。沿道の講安寺がかつて無縁寺と呼ばれていたことが、

坂の名前の由来と言われている。 
 
 坂を下りきり右に折れて旧岩崎庭園に至る。三菱財閥三代

目代表の岩崎久弥が明治２９年に建てた邸宅と庭が震災や戦

災から免れ、今は一般公開されている。 
 お雇い外国人のジョサイア・コンドル（英）が設計した洋

館と離れの撞球室などが国の重要文化財に指定されている。 
 いつの間にか雨は止んでいたが、梅雨特有の湿り気の中を

歩き、少し汗ばんできただけに、全員ゆっくりと館内を巡り

ながら、ひと息つくことができた。 

緑豊かな広い庭はまさに都会のオアシス。観光で訪れる人

も多く、一見に値する場所であることは間違いない。 
 
文学散歩転じて文化財見学となったが、次は日本画の世界

へ。 
旧岩崎庭園から池之端を北に行くと、横山大観が亡くなる

まで暮らし、数多くの作品を制作した住居が今も『横山大観

記念館』として残されている。 

靴を脱いで畳の上を素足で歩きながら大観直筆の日本画や

スケッチを間近にできるとは予想外の贅沢さ。疲れた足だけ

でなく心を癒すことにもなった。 
日本画には詳しくないが、細部にまで拘った和室や庭園の

美しさに見とれ、数々の名作を生んだ大観の世界に浸ってい

ると、文学散歩の途中であることを忘れそうになってしまう。 
 
文学、歴史、建築、美術と、思いがけず多岐にわたる分野

の愉しみを味わう散歩となったが、最後はやはり文学に戻る。 
不忍池を上野公園側に渡ったところに、森鴎外が新婚時代

に住んでいた建物が現存している。今は水月ホテルが所有し、

中庭に保存され『鴎外荘』という。 
名作『舞姫』を執筆した日本間は『舞姫の間』と名付けら

れ、今も宴会等で使用できる。午後３時半頃、散歩メンバー

が到着したときは何と着物姿の女性たちの宴会が。聞けば芸

妓衆の総会。 
庭からの眺めではあるが、『舞姫の間』を埋めた芸妓衆たち

の宴会に遭遇できるとは、何と幸運な巡り合わせか。ただし、

平均年齢は若干高そうだったが。 
 
水月ホテルには天然温泉があり、入浴も今回の文学散歩の

目玉。残念ながら時間の都合により３０分程度しか入浴でき

ないことになり、結局、１２期の轡田、１３期の日下の２先

輩と筆者の３人だけが『カラスの行水』。 
 珈琲色に薄く濁った重曹泉で、ぬめり感があって肌に優し

そうな温泉だ。短時間ながら、半日歩いてかいた汗を洗い流

してリフレッシュするには十分で、また上野に来たときは再

度利用したい。入浴料は千円。 
 
轡田先輩が湯上りに缶ビールで喉を潤しておられたが、そ

ろそろ夕刻。 
打ち上げのため午後５時から湯島の老舗居酒屋『シンスケ』

を予約してあると聞き、もうひと歩き。 

不忍池の東岸から創業２６０年を誇る鰻割烹『伊豆栄』の

前を通って湯島に戻る。５時にはまだ余裕があることから、

全員で湯島天神裏の男坂と女坂を上下して、ようやく『シン

スケ』の２階席に落ち着いた。 
 
外がまだ明るい中、冷えたビールで乾杯。文学にとどまら

ず、幅広い切り口の散歩となり、ほどよい疲労感と充実感が

心地よい酔いを誘ってくれる。 

日が暮れようとする頃、１２期の奥村先輩が合流。散歩メ

ンバーの愉快な宴会はさらに盛り上がった。やっぱり締めく

くりは酒。山歩きと同じである。 
 
【文学散歩参加者】 

瀧森英夫（１期）    宮島茂樹（１３期）＝案内人 
堤勝彦（５期）ご夫妻  日下正紀（１３期） 
細山和男（１１期）   佐々木敦則（１４期） 

轡田英夫（１２期）   田村辰夫（１４期） 
奥村営三郎（１２期）  寺田耕晴（１８期） 

 

 



就職懇談会就職懇談会就職懇談会就職懇談会    
6666 月：月：月：月：就職懇談会と昨今の学生に感じること就職懇談会と昨今の学生に感じること就職懇談会と昨今の学生に感じること就職懇談会と昨今の学生に感じること 

24242424 期期期期    菊池菊池菊池菊池    俊行俊行俊行俊行    
 昨年１２月４日、恒例の就職懇談会が早稲田奉仕園で行わ

れました。参加者は、現役４年生１名、３年生１２名、ＯＢ・

ＯＧ３１名。就職コンサルタントとして活躍されているＯ

Ｇ・上田晶美さん（２２期）による、きわめて実戦的なアド

バイスをはじめ、現役学生にとっては、有意義な会になった

のではないかと思います。上田さんに教わった、口唇の両端

を（違和感のない程度に）上げる「笑顔の作り方」を帰りの

電車で試して、周りから怪訝な目で見られました。これは女

子学生向けとのことなので、オヤジは人前で実践しないほう

がよさそうです。 

 私自身は、出版社の人事部に勤務していますので、就職活

動中の学生や内定者、新入社員などと接しながら、感じてい

ることを話しました。その内容を少しばかり記します。 

 

①親が納得しないと就職できないの！？ 

 他社と内定が重なったのに、なかなか結論を出さないので、

理由を聞くと、「親をまだ説得できていない」「親が迷ってい

る」という学生がいました。就職を決めるのは自分だろう、

親は関係ないだろう、そりゃどこに就職するか伝えたほうが

いいのは間違いないけれど、それは、あくまでも「報告」で

しかないだろう、というのが私の感想です。 

 あんまりグズグズしているようだと、口には出しませんが、

「そんな主体性のないヤツは来なくていいよ」と思ってしま

います。 

 

②ヨコは対応できても、タテは苦手。 

 同期の連中とは積極的に付き合っていて、いわゆるコミュ

ニケーション能力に問題があると思っていなかった新入社員

なのに、いざ現場に配属してみると、先輩や上司、取引先の

目上の人との距離感をつかめなくて、うまくいかないケース

があります。敬語のひとつも話せなかったりして、「なんだ、

アイツ」という目で見られてしまう。 

 学生のときの人間関係が、ヨコの付き合いや、付き合いや

すい人間とだけ付き合うところでとどまっていると、こうな

りがちなのでしょうか。アルバイト先で年上の人と接点があ

っても、「タメ口ですんでいた」ということもあるので、なか

なか判断しにくいのが実際のところです。 

 ただし、岳文会の学生に関しては、この点は心配していま

せん。 

 

③叱られ下手 

「新入社員は叱られるもんだ」とくどいほど言っています。

叱られ慣れていない学生が多いからです。叱られても反応ら

しい反応がなくて、怒りを買うタイプ。もう一つは、真っ正

面から受け止めすぎて、すっかりメゲてしまうタイプ。前者

は教えるほうがやる気をなくすので、本人が伸び悩むことに

なります。後者は、ひどくなるとメンタルで不調に陥ります。 

 

 私の会社は例年１０数名の採用なので、あまりにもサンプ

ルが少なすぎます。しかし、ここで挙げたいくつかのことは、

同業他業含め他社の人事部からも聞きますので、私の会社固

有のことではないんでしょう。 

 大仰な言い方になりますが、採用や研修といった企業だけ

の問題ではなく、学生生活のあり方や、家庭での教育まで含

めた問題ではないかと考えています。 

 わが家の愚息のことを思えば、まったく自信はないのです

が。 

 

 

「「「「元気だよ！」宮城、福島・・・元気だよ！」宮城、福島・・・元気だよ！」宮城、福島・・・元気だよ！」宮城、福島・・・    

OBOBOBOB・・・・OGOGOGOG から嬉しい便り続々！から嬉しい便り続々！から嬉しい便り続々！から嬉しい便り続々！ 

    
    

「昔日を憶いだし、感激」「昔日を憶いだし、感激」「昔日を憶いだし、感激」「昔日を憶いだし、感激」    
毛利正養さん（５期）福島市 

 拝復、薫風の節、皆様には御健勝のことと存じあげます。

先頃は御丁重な震災御見舞を頂戴し、まことにありがとうご

ざいました。私は、震災以降、福島を離れており、品々を頂

戴いたしましたことは、隣人からの知らせにより承知してお

りましたが、御礼も申し上げずにおりましたことを、深くお

詫び申しあげます。帰福後、改めて御品を拝見いたしました

が、御心遣いの品々に、昔日を憶い出し感激いたしました。

重ねて御礼申しあげます。岳文会を離れましてからは、日々

の仕事にあけくれて、登山に親しむことも無くなり、また、

退職後はただ無聊の日々をすごしている今日です。息災に暮

らしてはおりますが、年相応に草臥れて来てもおります。昨

今の原発事故の影響を多大に受けている福島市ですが、やは

り故郷でありますので、この地に住まう心算でいます。被災

地には友人知人も多くいて、訃報もありまた離郷の知らせも

あり、心痛む日々です。皆様には。時節柄御自愛を専一にな

されることを祈念いたしまして、乱筆乱文を謝し先ずは貴酬

まで。敬具 

    

「被災した人を暖く迎い入れたい」「被災した人を暖く迎い入れたい」「被災した人を暖く迎い入れたい」「被災した人を暖く迎い入れたい」    
吉田雄彦さん（５期）貴久江さん（５期・旧姓/山本） 

盛岡市 
 拝啓皆さんにはお変わりなくお過ごしのこととお慶び申し

上げます。東日本大震災後慌しく過ごしておりますがいつの

間にか盛岡もさくらと梅が同時に咲き出す一番良い季節にな

りました。さて、このたびは震災のお見舞いをいただきまし

て有難うございました。小田さんには以前ご連絡いたしまし

たが私共の被害は本棚の本が崩れてきたこと一晩停電になっ

た程度でしたのでお見舞いをいただく資格は無いのではない

かと家内と恐縮しております。然しながら、皆さんが案じて

くれていることを知り、ありがたくまた大変心強く思い感謝

しております。またこの度の震災救援には日本全体に昨年の

タイガーマスク現象以来弱者をいたわり、思いやり、助け合

う流れが顕著にみられるようになり、脇目もせずに高度成長

期を駆け抜けてきた私共の年代にはホットした感があり、明

日に明るさが期待できます、とは言え、先日釜石、宮古等沿

岸の被災地を見てきましたが現状は悲惨で、海沿いの道路の

両脇の建物は跡形も無く倒壊し、壊れた車が山積みにされ、

船は陸地の奥に放置され被災者でしょうか瓦礫の中で何かを

捜し、たたずんでおりました。もともと高齢化の進んだ地域

でありますので、本当に復興できるのかという思いもありま

した。今私にできることは当院医に頼ってくる被災者を一人

でも多く心を込めて、暖かく向かい入れることだと肝に銘じ

ております。末筆ながら皆さんに宜しくお伝えください。ま

た皆さんにお会いできる日を楽しみにしております。敬具 
 

東日本震災の地域に 20 名以上の岳文会 OB・現役が住んで

います。その方々やご家族の安否を 50 周年の連絡委員な

どのネットワークを通じ確認しました。家などに被害はあ

るもの、皆さん無事でした。50 周年で強くなった岳文の絆

が早速、発揮されました。それ以上の被害に遭われた学生

を援助すべきと判断し、岳文会は早稲田大学被災学生募金

に 10 万円を寄付いたしました。また被災地の OB・OG に

は 50 周年で用意した 
T シャツ、マイボトル、CD など岳文グッズとワセダタオ

ルをセットにして、お見舞いとしてお送りしました。下記

はそれらの OB・OG からのお便りです 



「岳文会にいてよかった」「岳文会にいてよかった」「岳文会にいてよかった」「岳文会にいてよかった」    
渡邉美代子さん（５期・旧姓/鈴木）郡山市 

 40日以上もたったというのに原発は収まるどころか色々と

困ったことになっています。 

 我が家の近くの小学校はとうとう屋外活動が制限されてし

まいました。ここ郡山は原発より６０キロ弱にあります。震

災後すぐに大熊町や双葉町、富岡町の人々が郡山に避難しま

した。郡山では蔵やビル、お墓も倒壊し、被災のない家庭は

ありません。在来線、新幹線も通らず、放射能の舞う町はゴ

ースト化し、余震が続く中、福島県はこれからどうなるのか

不安です。気分も、体調もいまいちというところに、岳文会

からの、心こもったお見舞いと品々、思いもかけなかったも

のですから、深く心に染み入りました。今まで余り早稲田を

意識しなかったのですが、この時ばかり、早大生、岳文会で

よかったと思いました。少し元気が出てきました。会長さん

はじめ皆様にくれぐれもよろしくお伝えください。本当に有

難うございました。                                         

    
    

「落ち着いたら会津の山に」「落ち着いたら会津の山に」「落ち着いたら会津の山に」「落ち着いたら会津の山に」    
中島正春さん（７期）福島市 

 タオルなど届きました。ありがとうございました。部屋の

中は一応かたずきましたが、余震でもう一度ぐちゃぐちゃに

なりがっかりしました。今ではかたずけも終わり、生活はほ

ぼ日常に戻りました。でも福島市は放射線量がやや高く、放

射線量計をつけながら取材に動き回っています。山にも行き

たいのですが、近くて手頃な阿武隈の山がいずれも避難区域

内のため登ることができません。少し遠いですが会津に出か

けようと思っています。 

 早く原発が収まることを祈って生活しています。皆様によ

ろしく。   

 

 

「楽しい日々を前向きに」「楽しい日々を前向きに」「楽しい日々を前向きに」「楽しい日々を前向きに」    
五十嵐義雄さん(８期) 郡山市 

 ご無沙汰しております。この度はお見舞いお送りいただき

有難うございます。お陰様で私共家族は全員元気にしており

ます。福島は原発の問題もあり、当分おちつきそうもありま

せん。今、こちらは桜、満開です。余震は続いておりますが、

楽しい日々を前向きに。 
 
 

「岳文会の行動に感動」「岳文会の行動に感動」「岳文会の行動に感動」「岳文会の行動に感動」    
加藤雅実さん（13 期）郡山市 

 拝啓、東北の地は、桜満開の時期となりました。木々の若

芽も芽吹きだし、春のさわやかさが辺りをおおっています。

吾妻連峰の残雪も朝日に輝いておりますが、なぜか例年より

多く感じるのは震災の影響でしょうか。この度の震災に関し

ましては、いろいろとご心配を頂きまして本当にありがとう

ございました。また、岳文会 OB 会からは T シャツとタオル

をお送りいただき感謝感激であります。予想もしておりませ

んでしたので本当に驚き、また岳文会という組織の考え方に

感動しております。被災された学生への支援がまず第一であ

り、太平洋沿岸の津波に遭われた皆さんへの支援が大事です。

そういう意味で、募金を即なされたという考え方と行動は大

いに賛同するところです。こうした行動がなされるというこ

とは、岳文会の歴史の積み重ねと、先輩方の熱い思いが根底

にあるからではないかと考えているところです。同期の春日

氏からは、電話や手紙での安否確認をいただき本当に感謝し

ております。何十年ぶりかでの電話での話、本当に嬉しく話

をさせていただきました。3 月 11 日当日には、たまたま自宅

におり下から突き上げるような振動と激しい横揺れに、慌て

て背中と両手で書棚を押さえましたが部屋中に書類や書籍が

氾濫・・・庭には隣の家の瓦が散乱という具合でありました。

幸いにして我が家は食器棚と陶器が壊れた程度で済みました

が、外に出て驚きました。多くの家の瓦が落ち石塀が倒れ、

道路に亀裂があり・・・しかし、三陸〜茨城では、さらに津

波ですから、被災された方々は無念さ悔しさなど想像を絶す

る状況に遭遇されたものと思います。さらに残念ながら、福

島県はこの上に原発の被害にも遭遇しております。毎日放射

線量が１時間おきに〜マイクロシーベルトと報道されており

ます。原発の 20k 圏内は、いまだに瓦礫の処理もなされず、

避難された皆さんが TV で報道されていますように、全国に

散らばっているようです。風評被害もかなり多く発生してい

るようで、農家の皆さんは大変困っています。東京の皆さん

には、自粛などせずに福島県産の野菜を多く食していただき

たいと思っております（出荷されている野菜等はすべて基準

値以下の安全なモノですので〜笑）。しかし厳しいことばか

りではなく、皆さんからのお手紙にありましたように、「日

本人の優しさと行動力」が、とりわけ若い学生さん達のボラ

ンティア活動に現れ、またそれぞれの被災地の子供たちの表

情が明るく笑顔があることが、新たな日本を生み出していく

力になっていくのではと感じられます。若い力を信じ、私達

の年代では知恵をもって彼らの力を支援し、新たな日本が今

まで以上に豊かな日本に生まれ変われるよう、微々たる力し

かありませんが日々努力をしていきたいと考えています。遠

出しておりまして、お礼の手紙が遅れましたこと誠に申し訳

ございません。先輩方からのお手紙、本当に嬉しく拝読させ

ていただきました。心よりお礼申し上げます。諸先輩方のま

すますのご活躍、ならびに岳文会のますますの発展をお祈り

申し上げお礼の言葉と致します。本当にありがとうございま

した。敬具 平成 23 年 4 月 25 日 
 
 

「後始末を加速させたい」「後始末を加速させたい」「後始末を加速させたい」「後始末を加速させたい」    
久道藤隆さん（13 期）仙台市 

 前略、見舞いの品、ありがとうございました。震災から 50
日余り、中心部の街並の復旧はそれなりに進んでおりますが、

津波の被害を受けた海岸部はほとんど手つかず状態で、不自

由な生活を余儀なくされている方も多くいらっしゃいます。

小生は幸い、家も仕事場も内陸部で、被害も限定的でしたの

で、後始末を加速させつつ、とにかく前へと思い、日々すご

して居ります。皆様のますますのご活躍をお祈り申しあげま

す。とりいそぎ、御礼まで。草々 

    

    

「高速道路が堤防になり助かった」「高速道路が堤防になり助かった」「高速道路が堤防になり助かった」「高速道路が堤防になり助かった」    
濱田輝明さん（21期）範子さん(22期・旧姓/須藤) 

 岩沼市 
 先日は、岳文会50周年のグッズをお送りいただきありがと

うございました。私の自宅は、海側を走る高速道路が堤防と

なり、津波の被害を免れることができ、家族も家も無事でし

た。今はライフラインも復旧し、元の生活に戻りつつありま

す。一方で、沿岸部の津波の被害を受けた地域では、いまだ

に津波に流された車や家が残されたままになっているところ

もあり、近くの体育館には多くの避難者が生活されています。

原発の問題や企業倒産の増加など先行き不透明ですが、復興

のためにやれることをやっていきたいと思います。 

 

 

「少しずつ前の生活に…」「少しずつ前の生活に…」「少しずつ前の生活に…」「少しずつ前の生活に…」        
川島佳子さん(23 期・旧姓/十津川）高萩市 

 東北・関東大震災におきまして、早々にお見舞いいただき

ありがとうございます。茨城県も、この度の震災により、多

くの被害を被り色々不自由な生活を送っておりますが、少し

ずつ以前の生活に戻りつつあります。岳文会 OB 会からの御



見舞に感謝いたしますと同時に皆様の御無事を心より嬉しく

思います。御見舞ありがとうございました。 
 
 

「海沿いの被災者に申し訳ない…」「海沿いの被災者に申し訳ない…」「海沿いの被災者に申し訳ない…」「海沿いの被災者に申し訳ない…」    
幕田慶子さん（23 期・旧姓/須藤）仙台市 

 岳文会 OB 会では、いつもお世話になっております。また、

このたびはたくさんの品々をお送りいただきまして、ありが

とうございました。私は、５０周年の記念式典に伺うことが

できなかったので、大変ありがたく感謝しております。幸い

わが家はライフラインの復旧により、普通の生活を送ること

ができ、海沿いの被災者の方に申し訳ない思いでおります。 

被災者とは言えないよう私ですが、お気遣いに感謝し、大事

に使わせていただきます。OB 会の皆様にくれぐれもよろしく

お伝えください。 

 

「山の道具が生活に役立った」「山の道具が生活に役立った」「山の道具が生活に役立った」「山の道具が生活に役立った」    
菊池栄喜さん（24 期）典子さん(24 期・旧姓/角川) 

 仙台市 
 お見舞いの岳文グッツをいただきましてありがとうござい

ました。3月 11 日の石巻市の事務所にいて、激しい揺れでぶ

ちまけられた事務所内の後片付けをしていたとき、何気なく

外をみると、往来の車が水しぶきを上げているのを見て、慌

てて車で山の方に逃げました。 

4 日後やっと水が引いて事務所入ることができ、幸い床下浸

水で済みました。仙台の自宅も食器類がやや多めに割れた程

度の被害でした。水、電気、ガスが止まりその当時は不便で

したが、ラジウス、EPI 一式、ランタン、ヘッドランプ等の

山の道具のおかげでそれなりの生活はできていました。急速

に普段の生活に戻る仙台での生活に較べて、会社事務所のあ

る石巻は被害が酷い地域が多く、いまだに戦後の混乱期（実

際には体験していませんが）のような状況です。我が家のよ

うに今となってみればそんなに大きな被害を受けなかった者

もいれば、いまだに避難所生活をしている方など、世間で言

われている被災地の中でも置かれている立場に大きな隔たり

があります。大きな余震の可能性や福島第一原発など不安な

毎日ですが、とにかく少しづつ皆が日常に戻れればと思って

います。 

 

「江連家登山元年にしたい」「江連家登山元年にしたい」「江連家登山元年にしたい」「江連家登山元年にしたい」    
江連宏人さん（44 期）綾子さん(42 期・旧姓/市川) 

 水戸市 

 
〜岳文〜岳文〜岳文〜岳文 TTTT シャツ着て家族と〜シャツ着て家族と〜シャツ着て家族と〜シャツ着て家族と〜    

 先の震災に際し、お手紙やお品物などお送り頂きありがと

うございました。OB 会にも、あまり顔を出していないにも

関わらずお心配り頂き、妻を含め驚きと感謝の念を抱いてお

ります。3 月 11 日の震災当日、私は自宅から約 100km 離れ

た水海道(茨城県南部の谷和原 IC 付近)から、事務所(水戸)へ
の帰る途中の車内におりました。私自身は、かなり揺れを感

じたものの、周囲での建物の倒壊や停電はなく、これほどの

被害が出ているとは思いませんでした。通常、１時間半ほど

で戻れる道を約 6 時間かけ帰宅すると、水戸は度重なる余震

に加え、断水・停電状態でした。家の中は家財道具などが倒

れ、入れる状況ではありません。既に家族は、近隣のアパー

トの方と共に、オーナーのご好意で開放されていた近所のス

ポーツジムへ避難しておりました。私も家で寝ることを諦め、

自転車のライトを片手に、土足で家に入り、最低限の着替え

やシュラフを持ち出しスポーツジムにて一夜を過しました。

翌日は、殆どの店が閉まっているため、食料が調達できませ

んでした。給水場へ並び水を入手し、アパートの住人で食材

を持ち寄って料理するなどして生活しました。翌 13 日に、家

族を妻の実家(千葉県)へ帰し、14 日以降は自宅に戻り生活し

ました。ライフラインについては、電気が 12 日昼頃、水道は

14 日に復旧という状況です。その後も、なかなか食品が購入

できない時期や、ガソリンの給油ができない時期がありまし

たが、現在は、家族も水戸へ戻り、仕事・家庭ともに通常の

生活に戻っておりますので、ご安心ください。 

 原発については、水戸は福島第一原発から約 120km 程度と

近いため、心配しています。これまでの事故事例が少ないた

めか、放射線の許容量など信頼できる情報なく、小さい子供

を抱える親としては、食品や水や空気など気がかりな事が絶

えません。当初は、ほとんど外出させず、マスクや帽子を被

らせるなどの対策をしていましたが、幼稚園が始まると、な

かなか徹底することもできず、水をミネラルウォーターすと

いうささやかな抵抗は試みているものの、それ以外は震災前

と同じ状況となってしまっています。また、私の実家は福島

県郡山市であり、原発から約 60km 程度です。こちらは現在

も放射線量が高いため、仕事や買い物などの外出はするもの

の、屋外で遊ぶ子供は少なく、屋外待避のような生活となっ

ていると聞いています。会社としても原発を扱っていること

から、これ以上の悪化がないことと、１秒でも早い事態の終

息を祈る日々です。暗い話ばかりとなってしまいましたが、

私の近況をご報告しますと、家族は、妻の他、長男の快晴(か
いせい･５歳･幼稚園年中組)と長女の花（はな･２歳）が生ま

れ、家族 4 人、騒がしい毎日を送っております。 

 
〜子供たちからも“ありがとう”〜〜子供たちからも“ありがとう”〜〜子供たちからも“ありがとう”〜〜子供たちからも“ありがとう”〜    

 子供も少し大きくなってきたため、今年を“江連家の登山

元年”とし、長男を中心に、徐々に鍛えていこうと画策する

毎日です。今年のスケジュールとしては、５〜６月に長男と

筑波山(標高 877m)登山、７〜８月に家族での平地キャンプを

実施したいと考えており、テントや登山靴を購入するなど、

着々と準備を進めています。子供たちが、いつまで親の相手

をしてくれるか分かりませんが、相手をしてもらえるうちは

楽しみたいと考えています。 

 水戸勤務ということもあり、なかなか OB 会に参加できて

おりませんが、会報などは楽しく読ませて頂いております。

また、50 周年の記念行事など、皆様の企画力、行動力や、年

中行事の継続力には、ただただ感服するばかりです。本来で

あれば、OB 会に馳せ参じ、御礼を申し上げるべきところで

はございますが、取り急ぎでの御礼をお許しください。最後

になりますが、この度の心配り、本当にありがとうございま

した。水戸より、岳文会のさらなる発展と、皆様のご多幸を

祈念しております。 
 



「早稲田のエンジに勇気づけられた」「早稲田のエンジに勇気づけられた」「早稲田のエンジに勇気づけられた」「早稲田のエンジに勇気づけられた」    
渡邉知世さん（48 期）仙台市 

 この度は岳文グッズとタオルをお送り頂き、本当にありが

とうございました。久々に見た早稲田のえんじ色に勇気づけ

られる思いが致しました。私の住んでいる地区は先日ガスが

復旧し不自由なく生活できておりますが、仕事で出向く沿岸

地区の被害は想像を絶するものであり、日々心を痛めており

ます。写真は岳文の皆が遊びに来た時は必ず案内していた蔵

王です。人々が笑顔で観光できるような東北となることを願

って止みません。本当にありがとうございました。 

 
 
 

ＯＢ会幹事会からの連絡ＯＢ会幹事会からの連絡ＯＢ会幹事会からの連絡ＯＢ会幹事会からの連絡    
岳文基金について岳文基金について岳文基金について岳文基金について    

                                7777 期期期期    小田小田小田小田    毘古毘古毘古毘古    
 創立 50 周年に際し、みなさんからのご寄付を元に創設した

岳文基金は 2,536,985 円でスタートいたしました。これは 50

周年関連行事に使われたあとの剰余金を基金に繰り入れまし

た。岳文基金プロジェクトチームで決定した基金の活用は①

岳文会の資産増強（山岳装備等）への補填 ②今後発生する

プロジェクトへの補助（例えば文学再興のために資金が必要

な場合など）③遭難積立です。この運用は OB 会幹事会でその

都度決定することにしました。既に現役から要望のあったテ

ント・ガスコンロ等装備強化に 403,233 円が基金から支出さ

れています。また今後の基金管理は設楽万里さん(48 期)が行

います。 

 

山小屋山小屋山小屋山小屋基金について基金について基金について基金について    

14141414 期期期期    田村田村田村田村    辰夫辰夫辰夫辰夫    
 岳文会は、平成 22 年 10 月 10 日に創立 50 周年を迎えまし

た。それを遡ること 10 年前の平成 12 年 11 月 25 日には、創

立 40 周年記念 OB 会総会および懇親会が開催されました。そ

の 40 周年記念準備委員会の中で「岳文小屋」建築の提案があ

り、活発な議論の末に、「50 周年」に向け『夢』を持とうと

いう主旨で「岳文会山小屋基金」が創設されました。その後、

『夢』を共有しようと言う会員の方々の寄付により、少しず

つ積み立てられて来ましたが、50 周年を迎えた平成 22 年度

会計報告時の積立残高は、272,464 円でした。このたび、50
周年記念行事の収支決算を受け、剰余金 250 万円余を「岳文

基金」として活用して行くこととし、岳文基金プロジェクト

チームで検討をすることになりました。これらの状況を踏ま

え、「50 周年」に向け設立され積立てられて来た「岳文会山

小屋基金」を「岳文基金」に繰入れて、一体的に運用及び活

用をすすめたらという提案もなされております。この機会に

「山小屋基金」について、会員の皆様からのご意見、ご要望

等を寄せていただき、それらを踏まえて検討を進めて行きた

いと考えております。よろしくお願い致します。 
                        

年会費及び住所変更について年会費及び住所変更について年会費及び住所変更について年会費及び住所変更について    

45454545 期期期期    小西麻子小西麻子小西麻子小西麻子    
 会費の納入につきまして、今年度もご協力賜りありがとう

ございます。前回会報を発送させていただきましたところ、

４月以降、転勤等で転居された方が多く、『宛て所に尋ね当た

らず』とのことで多数返送されてまいりました。現在会報は

郵便ではなく宅急便で発送をしているため、郵便の転送設定

をしていただいていても新住所に届かず返送されてしまうと

いうしくみです。随時郵便にて再発送をさせていただいてお

りますが、内容ご確認の上、事務局まで新住所のお届けをお

願い致します。 
 振込用紙の通信欄でお知らせいただいた方につきましては、

こちらで変更をさせていただいております。今後の変更方法

につきましては、引き続き振込用紙通信欄や事務局あてメー

ル、各期連絡委員でも受け付けております。郵便転送期間を

過ぎてしまい、ご連絡が取れなくなっているケースもござい

ます。ご存知の方がいらっしゃいましたら、お知らせいただ

ければと思います。以下は会費納入のご案内です。合わせて

よろしくお願い申し上げます。 
 
１）一会員につき年額 3000 円 
  （夫婦会員の場合には一世帯につき年額 3000 円） 

２）本年は 12 月 21 日を平成 23 年度開始日とする 
３）振込口座 
     〔当座〕 00230-8-30118 

  又は 〔普通〕〔普通〕〔普通〕〔普通〕    店番店番店番店番 008008008008    口座番号口座番号口座番号口座番号 6690731669073166907316690731        
    
 同封の赤い振込用紙で郵便窓口もしくはゆうちょ銀行ＡＴ

Ｍでお振込みいただくと手数料が無料です。ゆうちょ銀行備

え付けの青い振込用紙もしくは他行からのお振込は手数料が

かかりますのでご注意下さい。 

    

林さんレリーフ近況林さんレリーフ近況林さんレリーフ近況林さんレリーフ近況    
                                7777 期期期期    小田小田小田小田    毘古毘古毘古毘古    

    
 前穂高で遭難された林洋さん(５期)の慰霊レリーフが奥又

白への道の途中にあります。元々、許可なく設置したレリー

フなので人目を避けるように奥又白沢の対岸の森の中の岩に

ひっそりとはめ込まれています。 

 10 年前に訪れたときは探すのに苦労したほどの藪でした。

この６月に行ったらレリーフへまっすぐ、はっきりした踏み

跡ができているのです。途中の倒木にビニールテープが巻か

れ目印まであるのです。岳文関係者の訪問はそんなに多いは

ずはありません。「不思議だな？」と思いましたが、レリーフ

の岩の上部を見てわかりました。上の木にもテープが巻かれ

ています。営林署の“御料地見回り”のルートになっている

のでした。「沢の 5号堰堤を渡ったら、森の中にレリーフがあ

るから。テープを目印に行き、その横の斜面を登れ」などと

指示されているのでしょう。これで林さんのレリーフは公認

されたと思いました。前穂高は新緑の林の上に豊富な雪を残

しながら、梅雨晴れの空に輝いていました。 

 
 〜渡邉さんからの絵葉書“蔵王のお釜”〜〜渡邉さんからの絵葉書“蔵王のお釜”〜〜渡邉さんからの絵葉書“蔵王のお釜”〜〜渡邉さんからの絵葉書“蔵王のお釜”〜    


