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活 動 報 告
就職懇談会
ＯＢ就職懇談会で就職力を磨こう！
22 期 上田 晶美
毎年恒例となりましたＯＢ懇談会に今年も参加させていた
だきました。現役の後輩のみんなと話ができるのはもちろん
のこと、様々な業種で活躍しておられるＯＢの皆さんの仕事
ぶりをお聴きするのを、毎年楽しみにしています。
他大学ではサークル活動が下火となっている昨今、こうし
てＯＢ組織がしっかりとしているというのは貴重な会であり、
後輩のみんなには就職力をつける得難い好機です。
特に「慶應義塾大学」と比べたとき、「慶應に勝つ！負け
ずとも劣らない」ための秘策があるとしたら、このＯＢ懇談
会以外にありません。私は慶應にも就職の講演に行きますが、
慶應の強さは「１．ＯＢとの緊密なネットワーク ２．敬語
とマナー」だと思っています。それは全大学の中で慶應が最
もサークルの加入率が高いことが一つの要因ではないかと分
析しています。サークルに加入することでＯＢとの絆が深ま
り、ＯＢとの交流の中で、敬語やマナーが培われていくと思
われます。
岳文の後輩のみんなはこのＯＢ懇談会で、ＯＢから就職に
関する情報並びに紹介（コネ）をもらい、ＯＢとの交流の中
で、敬語やマナーにも慣れて行ってほしいと思います。その
ためには、３年生だけでなく、低学年から参加してくれると
いいでしょう。運営についてもあまりＯＢは口出しせずに、
現役に動いてもらうことが、就職力を磨くと思います。
岳文の活動自体が就職活動の際に最も良いアピールになる
ことは言うまでもありません。決して就活のときには「アウ
トドアサークル」とは言わずに、ガッツリ山登りした経験を
話して、根性、忍耐力、チームワーク力を人事に伝えましょ
う。仕事する上での基本ですから。
また昨今は公務員希望の人も増えているようですが、筆記
試験だけでなく、最後は面接で決まるのですから、ＯＢ懇談
会は貴重な練習の機会です。
それなのに！今年は学生のみんなの参加率が低く、残念で
した。
岳文会は山登りのサークルであり、就職のために山に登っ
ているわけではない。けれども、せっかくのこの活動を、就
職のときアピールしない手はないでしょう。
現役のみんなへの説明方法を工夫し、来年はさらに参加率
の高いＯＢ就職懇談会としていきたいと思います。集まって
いただいたＯＢのみなさんに失礼のないように！
早稲田といえど、やり方を間違えると就職は厳しい時代で
す。昔から岳文は就職しない人もいたので、それもありです
か？いえいえ、少子化の今、大学生は国の宝です。就職して
早く社会の一員となり、下降線にある日本を支えてほしいと
思います。
参加者
ＯＢ １７名
現役 １１名

文学散歩
10 月文学散歩「市川界隈」
14 期 田村 辰夫
参加者

瀬川（8 期）細山（11 期）轡田、奥村（12 期）
日下（13 期）佐々木、田村（14 期）

10 月 22 日（土）
、JR 市川駅改札口集合で今回の文学散歩が
始まる。11 時半の集合時間を待たず、11 時 25 分には参加者
全員が集合し 5 分早い出発となる。
今回の案内役は地元に住む 14 期佐々木敦則氏であるが、今
までの例にもれず歩き始めてまもなく雨が降り始める。やは
り雨男である。みんな一斉に傘をさし、国道 14 号から弘法寺
参道の「大門通り」に入る。狭い通りではあるが、静かたた
ずまいが心地よく感じられる。幸い雨は間もなくあがる。途
中の肉屋でコロッケ、ハムカツ、メンチカツなどそれぞれ好
きなものを買い、食べながら歩いて行く。これも文学散歩の
楽しみのひとつである。参道の両側、一定の間隔で万葉集の
歌が掲示されている。歌を辿りながら万葉の人々を思う。
やがて京成本線の踏切を越え、真間川をわたる。しばらく
歩いて行くと、正面に弘法寺の石段が見えてくる。その手前
に万葉集にも歌われている朱塗りの「真間の継橋」が忽然と
出現する。案内板の説明を読んで「真間の継橋」の由来を知
る。弘法寺に向かう前に石段の手前を右に折れると、手児奈
霊神堂がある。地元の古い伝説として有名な「真間の手児奈」
にちなむ御堂である。万葉集で山部赤人が「われもみつ ひ
とにもつげむ かつしかの ままのてごなが おくつきどこ
ろ」と歌った手児奈を偲びつつ境内を歩く。
そこから元の参道に戻り、石段を登ると弘法寺の境内が広
がる。山門の脇には、小林一茶の句碑がひっそりと建ってい
る。句碑には「真間寺で斯う捨ひしよ散紅葉」と刻まれてい
る。丘陵の高台にあるこの寺は、天平９年（737 年）に行基
が手児奈を哀れに思い「求法寺」として建てたことに始まる。
その後、弘法大師が境内を整備したことにより弘仁 13 年（822
年）に「弘法寺」と改称される。その後鎌倉時代に法華経の
道場となり日蓮宗の寺として現在に至っている。大きな木々
と近代的な堂塔を見ながら広い境内をしばし散策する。土曜

の午後、静かな境内を歩きながら、鎌倉武士に厚く信仰され
た当時に思いをはせる。
弘法寺の裏手、隣接する千葉商科大学との間の小道をゆく
と高台のつきあたりとなり、眼下に町並みが広がっているの
が見える。そこからゆるく坂道をくだり住宅街の中を行くと、
市川市が管理する「芳澤ガーデンギャラリー」の美しい庭園
が現われる。庭園を見学したあと建物のなかに入り、漆レリ
ーフ作家佐々木信也氏の重厚な木漆展の作品を見学する。し
ばし木彫りの芸術世界にひたる。
そこからしばらく歩いて行くと「郭沫若記念館」が見えて
くる。郭沫若が日本人の妻や子供たちと共に日本に亡命した
昭和 3 年から 10 年余りをすごした家である。記念館の建物は
昭和 5 年から須和田で家族とともに暮らした旧宅を、平成 16
年に移築復元したものである。毛沢東、周恩来から届いた手
紙（レプリカ）や郭沫若ゆかりの衣装や道具、写真等が展示
されている。ボランティアの男性が詳しく説明してくれ、日
中の歴史に大きく関わった生涯をしばしたどることができた。
郭沫若は、現在の中国では文学者として教えられており、日
本に来ている中国人留学生の多くがこの記念館を訪れている
とのことである。
郭沫若記念館で 40 分余りをすごした後、真間小学校から真
間川沿いにしばらく行くと文学の散歩道に至る。ここから国
府台女子学院までの道沿いに等間隔に市川ゆかりの文学者の
案内板が掲示されている。中野孝次、井上ひさし、水木洋子、
永井荷風、幸田露伴、幸田文、水原秋櫻子、北原白秋など 20
名近くの作家、脚本家、俳人、詩人たちである。これによっ
て市川と文学との深い関わりを知ることができる。そこから
さらに住宅街を歩いてゆくと、菅野２丁目にある小磯歯科医
院前に至る。この医院脇を入った所に幸田露伴の旧宅があっ
たとのことであるが、現在はその当時を偲ぶものは何も残っ
ていない。幸田文の「父—その死—」の中で、菅野に移ってか
ら露伴が亡くなるまでの生活を知ることができるのみである。
市川ではいたるところに立派な枝をのばしたクロマツの
木々を見ることができる。昔にはもっとたくさんの松林をそ
こかしこに見ることが出来たのではないだろうか。なんとな
く江戸の風情が感じられる風景である。そこから白幡天神社
の静かな境内を通りぬけ明治 6 年創立の市川市立八幡小学校
沿いに京成八幡駅へと向かう。八幡 3 丁目の路地を入ると荷
風旧居跡がある。さらに京成本線を左に折れると荷風ゆかり
の「大黒家」がある。荷風がかよった当時の建物はビルに建
て替えられているが、荷風が好んで食べたというかつ丼とお
酒のお銚子が店頭のガラスケースの中からなにか語りかけて
くるようである。今回は店の中には入らずに、京成本線沿い
にさらに歩いて行く。
しばらく行くと左手に葛飾八幡宮のりっぱな社が見えてく
る。八幡宮に参拝したあとは、ひたすら京成本線沿いの道を
歩く。総武本線の下総中山の駅前に到着したのが午後 3 時 40
分。あと中山法華経寺と東山魁夷記念館を残しているが、駅
前の酒屋で大量の酒を買い込む。今回は中山法華経寺の裏手
にある佐々木邸にて打上げをやることになっており、料理は
奥様が準備されているとのこと。前例のない文学散歩の買い
出しとなったものである。
駅前からまっすぐにのびる参道を五分ほど歩いて行くと中
山法華経寺である。日蓮宗大本山の寺院で、鎌倉時代の文応
元年（1260 年）の創立である。広大な境内の中に、歴史を感
じさせるたくさんの堂塔が点在しており、祖師堂、法華堂、
四足門、そして五重塔などが国の重要文化財となっている。
さらに石造りの聖教殿の中には、国宝の「立正安国論」が保
管されている。うっそうと繁る大木に囲まれて別世界の中に
いる様である。
ここで轡田さんと合流し、佐々木邸に向かう。最後に奥村
さんも合流し、おいしい料理の数々と酒を楽しみながら、今
回の文学散歩も大いに盛上がって終えることが出来た。

山行報告
13 期 日下 正紀
11 月：矢倉岳
11 月 13 日（日）天気快晴、新松田駅近辺から雪のかぶっ
た富士山がきれいに見えた。今回の山行は、矢倉岳山頂で富
士山を眺めるのが目的である。さてどうなることやら。
参加者は、細山(11 期)、轡田、福盛(12 期)、宮島、日下(13
期)、田村(14 期)の 6 名になる。天気が良いせいか、集合場
所の新松田駅は、登山者が多い。地蔵堂に行くバスは満員、
乗り切れない人も出る。途中、矢倉沢で下車する。終点の地
蔵堂から、金時山に登る人が大半かと思ったが、矢倉岳を目
指す人も多かった。
11 月半ばなのに、昨日同様気温 20°C 位と暑さを感じる。
矢倉岳の最初の登りは急登である。ジグザグ道で直登より歩
きやすいが、山頂近くまで樹林帯の中、展望も風もなく汗だ
くになる。樹林の中で 2 回ほど小休止して、1 時間強歩いて
ぱっと開けたカヤトの山頂に着く。山頂は広く、展望も素晴
らしい。富士山は雲の上に頭を出していたし、金時山、明神
岳、大涌谷など箱根の山々や愛鷹山も良く見えた。今回の山
行の目的は達成。山頂はすでに多くの登山者が思い思いの場
所で昼食を取っていた。私たちも好展望を見ながら、お昼に
する。人が多いと広い山頂も狭く感じる。
山頂から、足柄峠に下る。山頂からの下りは、急である。
北側の斜面でぬかるんでいた。矢倉沢からの登りも急であっ
たが、こちらは乾いていたので対照的である。15 分ほど下る
と広場のような山伏平に出る。ここからは、尾根の巻道で上
り下りが緩やかで、歩きやすくなる。万葉公園や足柄峠は、
車でも入れるので、登山目的でない人も多くなる。公園には、
足柄山や樹木に関する歌の碑が点在している。少し荒れてい
る感じで、もっと管理したほうが良い印象を受けた。万葉公
園から路線バスが 4 月～11 月まで臨時営業していた。バスの
待ち時間が長いのと地蔵峠までの運行とわかり、当初の計画
通りに地蔵峠まで歩く。
地蔵峠では、新松田駅行きのバスを待つ間にバス停近くに
ある名物の万葉うどんを食す。腰が強く歯ごたえのある食べ
応えのあるうどんであった。
いつもは、温泉で汗を流して帰るのだが、近くの温泉(途中
下車の必要があるが)おんりー湯の入湯料 1800 円が高すぎる
ということになり、新松田で打上をする。新松田駅も早い時
間で適当な場所がなく、焼肉屋になる。毎回、山行の帰りの
打ち上げ費が嵩む。

12 月：三浦アルプス
12 月 4 日（日）前日までの風雨も治まり、真冬の気温から
一転、陽光は暖かく、朝から絶好のハイキング日和となる。
三浦アルプスは、あまり知られていないため、訪れる人も
少ないようだが、地元の人や京浜急行が紹介して、歩くコー
スは整備されている。しかしながら、まだ案内板までの整備
は、十分ではない。何度か歩かれている堤さんのご案内で、
道に迷うこともなく予定通りに歩くことができた。
「先達はあ
らまほしきもの」とは良く言ったものである。参加者は、堤
(5 期)、細山(11 期)、轡田、福盛、片山(12 期)、日下(13 期)、
田村(14 期)の 7 名である。
三浦アルプスの登山口は、幾つかあるようだが、今回は JR
の田浦駅より田浦梅林を抜けて乳頭山へ登るコースをとる。
乳頭山からは尾根道も狭く、アップダウンの多い南尾根をた
どり、ハイライトである仙元山へ行き、葉山方面へと下山す
る。東京湾から相模湾へと三浦半島を横断する。
冬のような澄んだ天気で、田浦梅林の展望台からは、長浦
港や横須賀港を間近に見て、遠くは東京湾のアクアライン、
東京スカイツリーから筑波山まで望むことができた（スカイ
ツリーは案内板には出ていない）
。乳頭山への登りは、かなり
の急登。山頂直下は、ロープが張られている。乳頭山は巻道

を使って、田浦駅から 1 時間ほど歩いて、南尾根に入る。南
尾根は、竹藪と全体的には常緑樹が多く、展望がなかった。
木々の間から時々富士山や南斜面からは大楠山方面が見えた。
小ピークが多く、途中 159m、189m のピークで休憩をとり、1
時間半ほどで観音様の石像がある観音塚に到着する。ずいぶ
ん長く歩いた感じがした。ここからは、地元の人も多く歩い
ているのか、道も良くなり、階段の上り下りとなる。40 分ほ
どで本コースの最大の見どころの仙元山へ着く。相模湾、江
ノ島、雪のかぶった富士山と展望が開け、素晴らしい景色で、
歩いてきた疲れを吹き飛ばしてくれた。家族連れや数人の人
に会う。この山だけ登りに来ている人も多いようである。
風早バス停には、15 時半に到着する。今回は下山後に温泉
がないので、時間がある。時間調整に交通量の多いバス道を
逗子まで歩く。逗子でも時間が早いと打上のお店を探すのに
一苦労する。下山後のおいしいビールの一口がないと締まら
ないのが、会の山行である。

スノーシュー

からの眺めはすばらしい。ことのほか、富士見高原を挟んで
の八ヶ岳連峰は美しい。風を避けて斜面の窪地で、お湯を沸
かし、スープを入れ、夕べ作ったサンドイッチを頬張る。暖
かいスープは美味しい。真正面に富士山がある。帰りは首切
り地蔵への道を選び、途中で車道に出て、入笠湿原へ戻って
来た。結果的にスノーシューは使わずじまいに終わった。帰
りのロープウェイがトラブルで運行不能となり、ゲレンデを
下りる羽目になった。パノラマスキー場は人工雪で硬く、急
斜面が続くことで有名。ここを歩いて下るのはしんどそう。
リフトの係員に聞くと、２時間か２時間半などと言う。
「エラ
いことになったぞ」と思ったが、歩く他ない。急な斜面はカ
カトから下りる。後半になって転んだ。そのとき、立ち上が
るより、そのまま尻セードで滑った方が楽ではないかと思っ
た。これは大正解で、右足のカカトでスピードをコントロー
ルしながら、下まで滑り下りた。背中に雪もそんなに入らな
かった。これなら最初からやっておけば良かったと思ったほ
ど。ゲレンデ歩きは、上から下まで１時間強だった。約５キ
ロのダウンヒルの歩きが追加されたので、ぐったりと疲れた。
今宵の酒はうまいぞ！！

思わぬ歩きがあったスノーハイキング・入笠山
思わぬ歩きがあったスノーハイキング・入笠山
7 期 小田 毘古
2 月 11 日。この冬も恒例・岳文 OB スノーシュートレッキ
ングを実施。富士見パノラマスキー場から入笠山へ歩くこと
にした。参加者は志知さん(6 期)、工藤(釜原)さん(６期)、
山内さん(12 期)と奥さんの常連に加えて、島崎(上谷)さん(7
期)が初めての参加、そして私の６名。
連休のパノラマスキー場は大変な人出。駐車場も下の方、
そこからシャトルバスで上がり、ロープウェイに乗った。下
り場から入笠湿原に向かった。このところ降雪もなく雪は締
り、スノーシューを履く必要はなさそう。湿原への下りはカ
リカリに凍っていて滑りやすい。スノーシューよりアイゼン
があったら楽だったろうに。マナスル山荘から頂上への道に
入った。この辺で、夏来たときのコースを思い出した。あの
ときはここまで車で上がってきた。今日はよく晴れていて、
冬とは言えど、頂上へ向かう道は登山者でいっぱいだ。頂上

平成 23 年度定期総会報告
平成 23 年 11 月 26 日 於:早稲田大学大隈会館
１．平成 23 年度活動報告
（１）役員会
10 回開催
（8，12 月を除く毎月第 2 水曜日、19：00～ 於：高田
馬場ルノアール）
（２）就職懇談会 平成 22 年 12 月 4 日（土）
参加者 OB＝31 名 現役＝13 名
（３）広報発行
４回発行
① 1 月 「岳文広報第 47 号」
（50 周年記念式典報告、
山行・文学散歩報告他）
② 4 月 「岳文広報第 48 号」
（行事計画前期、文書総会
報告、スノーシュー報告、東日本大震災情報他）
③ 7 月 「岳文広報第 49 号」
（行事計画後期、山行・文
学散歩報告、夏合宿案内、就懇報告、OB･OG 便り他）

④11 月 「岳文広報第 50 号」
（夏合宿報告、文学散歩・
キャンプ報告、50 周年記念式典報告、総会案内他）
（４）山行関係等
① 2 月 11～13 日 スノーハイキング（北八ヶ岳）
参加者 6 名
② 5 月 15 日
扇山
参加者 4 名
③ 7 月 23～24 日 九十九里浜
参加者 7 名
④ 8 月 27,28 日 現役夏合宿に参加（上高地）
参加者 33 名（OB、OG の人数）
⑤ 11 月 13 日
矢倉岳
参加者 6 名
（５）文学散歩
① 6 月 11 日(土) 第 14 回 湯島界隈
参加者 11 名
② 9 月 25 日(日) 第 15 回 三鷹～吉祥寺界隈
参加者 7 名
③10 月 22 日(土) 第 16 回 市川界隈
参加者 7 名
（６）総会、 ＯＢ・現役懇親会 11 月 26 日（土)

２．平成 23 年度会計報告（平成
22 年 12 月 1 日～平成 23 年 11 月 25 日）
年度会計報告
（１）年度会計報告
収入の部
費
目
年会費（振込・211 名 ※除振込料、印字料）
岳文基金（50 周年記念）

金額（円）
713,220
100,000

支出の部
費
目
会合費（役員会）
広報作成（印刷・編集・発送費）

金額（円）
78,161
464,413

利息
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収入計
前年度繰越金
合
計
上位のとおり相違ありません。
平成 23 年 11 月 9 日
（2）-①山小屋基金残高報告
今年度増加額（46 円）
上位のとおり相違ありません。
平成 23 年 11 月 9 日
（2）‐②岳文基金残高報告
50 周年記念式典会計残高より繰入

813,363
1,082,686
1,896,049

89,131
100,000
110,000
41,770
100,000
2,730
986,205
909,844
1,896,049
会計担当

期末残高

小西 麻子

272,510
山小屋基金担当

2,536,985

収入計

イベント費（就職懇談会）
イベント費（夏合宿）
現役補助（装備代等）
震災復興支援費
震災寄付
各種手数料（振込等）
支出計
次年度繰越金
合
計

田村 辰夫

現役補助
手数料等

2,536,985

403,233
420
403,653
2,133,332
2,536,985

支出計
次年度繰越金

合計
上位のとおり相違ありません。
平成 23 年 11 月 9 日

2,536,985

合計
岳文基金担当

設楽 万理

なお、平成 24 年度より、山小屋基金と岳文基金については統合し、一体的に管理・運用をしていくこととする。
３．平成 23 年度会計監査報告
４．役員紹介
役職

氏名

期

役職

氏名

期

会長

轡田 英夫

12 期

幹事

白石 和正

43 期

副会長

田村 辰夫

14 期

幹事

高橋 力也

44 期

副会長

寺田 耕晴

18 期

幹事

小西 麻子

45 期

幹事

小田 毘古

7期

幹事

設楽 万里

48 期

幹事

日下 正紀

13 期

幹事

小田 健介

49 期

幹事

宮島 青史

22 期

幹事

大島 崇明

49 期

幹事

菊池 俊行

24 期

幹事

古田 望

49 期

幹事

木島 恭輔

39 期

会計監査

佐々木 敦則

14 期

幹事

田淵 孝光

40 期

会計監査

加藤 隆哉

26 期

幹事

赤井 陽介

42 期

顧問

石塚 道久

3期
以上（敬称略）

５．平成 24 年度活動方針
（1）OB 交流の振興
①山行、文学散歩、岳文オープンなどの継続実施
②広報での案内や報告の掲載による個人（またはグルー
プ）山行の支援
③岳文広報による、積極的な広報活動の推進（OB 情報の
発信）

(2) 現役への活動支援
①就職懇談会
12 月 17 日（土）
②行事活動の支援
(3) ホームページの立ち上げ
・OB 会のホームページを立ち上げて、会員が常に新しい
情報を入手できるようにする
・現役のホームページにリンクし現役の活動状況が分か
るようにする

６．平成 24 年度予算
収入の部
費目
年会費（260 名）

収入計
前年度繰越金
合計

金額（円）
780,000

780,000
909,844
1,689,844

支出の部
費目
会合費（定例、総会等）
広報作成（印刷・編集費・発送費）
イベント費（就職懇談会、夏合宿）
現役補助
ホームページ作成費
各種手数料（振込等）
その他、予備費
支出計
次年度繰越金
合計

金額（円）
100,000
400,000
120,000
130,000
10,000
10,000
10,000
780,000
909,844
1,689,844

２０１２年度 岳文ＯＢ会 行事計画
時期

実施日

行事内容

５月

5/27
(日)

文学散歩
小田原

６月

6/16
（土）

ハイキング
晃石山～太平山

７月

7/1
（日）

文学散歩
目白～中井

８月

8 月末
（土・日）

現役夏合宿

コース概要
JR 小田原駅西口～高長寺～牧野信一文学碑～井上康文詩碑～
伝肇寺～三好達治旧居址～小田原文学館～川崎長太郎小屋跡
碑～北村透谷生誕地碑～小田原城～小田原駅東口
新大平下～大中寺～清水寺～晃石山～太平山～大平山神社～
謙信平～客人神社～新大平下
（行程 4 時間 10 分）
近衛文麿邸跡～船橋聖一・中村彜・安井曾太郎終焉の地～薬
王院～野鳥の森公園～九条武子終焉の地～下落合公園～丹羽
文雄邸跡～佐伯公園～会津八一邸跡～安倍能成・石橋湛山・
船山馨終焉の地～林芙美子記念館～萬昌院功運寺～中井駅

担当者
田村
(14 期)
轡田
(12 期)
轡田
(12 期)

上高地小梨平各自集中参加

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。

ハイキング
◇ 晃石山～太平山～謙信平～栃木
1. 日時
2. 集合場所
3. 集合時間
4. 申込締切
5. 申込先

6. 持物
7. 費用
8. 雨天
9. コース

６月１６日（土）
東武日光線新大平下改札口（浅草からが便利）
１０時３０分
６月１２日（火）
１２期 轡田まで
・携帯
・メール
雨具 昼食 水筒 タオル
その他必要と思われるもの
交通費 浅草から片道９８０円
現地の降水確率で 50％を超えたときは中止と
する
新大平下→大中寺→清水寺→晃石山→太平山
0：40 0：40
0：55 0：50
→大平山神社→謙信平→客人神社→新大平下
0：10
0：10
0：25
0：20
（場合によっては栃木による）
４時間１０分

このコースは名所・旧跡・アジサイの花を訪ね
る見所の多いコースである。
新大平下の駅から両毛線をくぐり、大中寺にいたる。大中
寺は上田秋成の「雨月物語」に登場する七不思議の伝説が伝
えられる古刹である。ここから太平山までは、東山道・関東
ふれあいの道と整備された道を歩く。晃石山の周辺が多少滑
りやすいので気をつけて歩こう。太平山を少し下ると太平山
神社にいたる。老杉に囲まれた大平山神社は 827 年に創建さ
れたと伝えられた山岳宗教の霊場だ。ここからの降りでアジ
サイを見ながら歩こう。すぐに謙信平につく。謙信平は「陸
の松島」といわれる展望絶佳のところである。ここには栃木
出身の文学者山本有三の「路傍の石」の一節を刻んだ碑があ
る。ここからは新大平下へ戻ることになるが、途中で栃木に
よることも考えている。川面に蔵や黒塀が映る「関東の倉敷」
栃木を散策しよう。
「山本有三ふるさと記念館」もあるので時
間の許す限り散策したい。雨天の場合は太平山神社周辺のア
ジサイ観賞と栃木の散策に切り替える。

文学散歩
◇ 小田原文学散歩
1. 開催日
2. 集合場所
3. 集合時間

５月２７日（日）
JR 小田原駅改札口前
午前１１時３０分

4. 申込締切
5. 申込先

6. その他

7. コース

５月２０日（日）
１４期 田村まで
・携帯
・電話
・メール
当日の昼食は、各自用意したものか、改札を
出た所にあるお店で調達したお弁当を途中で
食べる予定です。
JR 小田原駅西口～北村透谷の墓（高長寺）～
牧野信一文学碑～井上康文詩碑～北原白秋旧
居址（伝肇寺）～三好達治旧居址～小田原文
学館～川崎長太郎小屋跡碑～北村透谷生誕地
碑～小田原城～小田原駅東口

かつての相模の国の西に位置する小田原は、城下町、宿場
町として栄えて来ました。富士、箱根、伊豆にも近く、自然
にも恵まれたこの風土から、多くの文学者を輩出し、またこ
の地に居住した著名な作家たちも数多くいます。
今回の文学散歩は、都心を離れて小田原にゆかりの文学者
の足跡を辿りながら併せて小田原の自然と歴史にもふれる旅
にしたいと思います。小田原駅の大きな小田原提灯に迎えら
れ、まずは西口の北條早雲公像前から出発します。北村透谷
の墓のある高長寺から、城山公園へと緩やかにのぼり牧野信
一文学碑、井上康文詩碑を経て北原白秋旧居址の伝肇寺へと
回ります。早川口で東海道線のガードをくぐり、三好達治旧
居址から西海子通りをゆくと小田原文学館が見えて来ます。
土佐出身の田中光顕の別邸だった建物です。敷地内には尾崎
一雄邸書斎と白秋童謡館、北村透谷碑や北条秀司碑もありま
す。そこから東海道に出てしばらく行くと、海岸近くに川崎
長太郎小屋跡碑があります。国際通りを経て東海道をすこし
東へ行くと、北村透谷生誕地碑がマンションの敷地の一角に
建てられています。ここから市内方向に戻り、時間があれば
小田原城内をゆっくりと散策したいと思います。最後の打上
げは、参加者の要望を聞きながら店を決めたいと思います。
いずれにしても、新鮮な海の幸を肴にして、おいしい酒で締
めくくりたいと思います。

◇ 目白文化村から中井へ
目白文化村から中井へ
1. 日時
2. 集合時間
3. 集合場所
4. 申込先

７月１日（日）
１２時３０分
山手線目白駅改札
１２期 轡田
・携帯
・メール

5. 雨天
6. コース

実施
近衛文麿邸跡→船橋聖一終焉の地→中村彜終焉
の地（家現存）→安井曾太郎終焉の地→薬王院
→野鳥の森公園→九条武子終焉の地→下落合公
園（本田宗一郎邸跡）→丹羽文雄邸跡→佐伯公
園（佐伯祐三邸跡・アトリエ現存）→会津八一
邸跡→安倍能成終焉の地→石橋湛山終焉の地
（家現存）→船山馨終焉の地→「林芙美子記念
館」
（家現存）→萬昌院功運寺（林芙美子・吉良
上野介の墓所）→中井駅

目白駅から山手線の外側に向かってしばらく歩くと近衛邸
跡に着く。ここら辺一帯が近衛邸跡である。その一角に船橋
聖一邸があった。ここから中村彜の家に向かう。家は現存し
ており重文「エルシェンコ氏の像」が描かれたアトリエが望
まれる。安井曾太郎邸跡、将軍家の御狩場であったおとめ山
公園、ぼたんで有名な薬王院、野鳥の森公園を経て歌人の九
条武子終焉の地に至る。
ここから、本田宗一郎邸の跡を公園にした下落合公園、丹
羽文雄邸跡を見て佐伯公園に着く。ここには佐伯祐三のアト
リエが現存している。母屋は残念ながら老朽化のため撤去さ
れた。ここから少し離れたところに会津八一の住居跡が３箇
所ほどあり、安倍能成の住居跡を経て石橋湛山終焉の地に至
る。湛山の住居は現存し、現在もご子孫の方が住んでいられ
る。和洋折衷の瀟洒な建物である。船山馨終焉の地を過ぎる
と、本日のハイライト「林芙美子記念館」がある。芙美子が
丹精を込めて作った家が現存している。館の人にここの説明
をしてもらうつもりである。最後に、芙美子の墓がある萬昌
院功運寺を訪ねてみよう。ここは吉良家の菩提寺でもあり吉
良上野介の墓もある。
帰りは中井駅に出て高田馬場で打ち上げをする。見所が多
くて時間はかかるが、歩く距離はそれほどではない。

現 役 か ら
53 期幹事長 佐藤 秀光
2011 年 11 月より、岳文会幹事長に就任いたしました、社
会科学部 3 年の 53 期・佐藤秀光と申します。どうか宜しくお
願い致します。
早稲田キャンパスの桜も徐々に咲き始め、現役岳文会は新
歓の時期を迎えようとしています。現役一同、まだ見ぬ 55 期
に期待に胸を膨らませる毎日です。11 月の就任以来の主な活
動としては、OB 総会にて新幹部のご挨拶の場を設けて頂きま
した。また就職懇談会を開催して頂き、各業界の先輩方から
貴重なお話を伺うことができました。12 月には斑尾高原スキ
ー場にて、2 月には尾瀬スノーパルオグナほたかスキー場に
て、スキー・スノーボード合宿の運営を行い、ウィンタース
ポーツや宿でのレクリエーションを通し、現役の親睦を深め
ました。3 月には、山中湖にて春合宿が行われ、卒業される
51 期の送別会、新歓決起集会などを行いました。
４月からは、8 月の夏合宿を見据え、新入生にアウトドア活
動に親しんでもらう予定です。そのため 4 月～5 月は、バー
ベキュー企画、鎌倉ハイキング、奥多摩にてキャンプ、高水
三山ハイキングなど簡単なアウトドア活動から始め、6 月よ
り次第に本格的な山行を行う予定です。
現在、岳文会は 50 年以上の歴史を持つ、100 人近く在籍す
る早稲田有数の公認アウトドアサークルです。その歴史の深
さや規模に、ただただ驚嘆するばかりです。日頃このように
様々な活動が行えるのは、ひとえに OB の皆様のご助力のおか
げで御座います。現役幹事長として、こうしてご挨拶させて
頂けていることへの喜びを噛み締めながら、一層サークル活
動に励んで参ります。

東北地方のＯＢから
東日本大震災被災報告
第５期 大工 芳昭（仙台市青葉区在住）
女川の町立病院は裏山の中腹に在る。坂を登りきったとこ
ろは駐車場である。眼下にはこれが津波の痕だと言わんばか
りの光景が拡がっている。転がってきたと思われる小さなコ
ンクリートの建物、土台のパイルごと引き倒されたビル、等々
限りない。ここはビルの屋上を見下ろせる高さで、優に２０
メートルはある。水は病院の 1 階まで来たらしい。この女川
湾をこの深さまで埋め尽くす莫大な水の量に圧倒され、人間
なんて石ころのひとつ程にもならなかったことだろうと思え
てくる。仙台に来て何度か大きな地震に遭遇したが、今度ば
かりは違っていた。津波と原発である。
都会の生活は微妙なバランスの上に成り立っている。電気
が止まるだけでほとんど全てが機能停止だ。高度な機械ほど
ダメである。光電話は使えない。携帯電話は最初は混雑して
ほとんど繋がらず、暫らくすると端末のアンテナが立たなく
なった。トイレも流せない。自慢の薪ストーブだけは 5ｃｍ
程の移動に留まり十分役割を果たした。突然の山小屋生活で
ある。
久しぶりのローソク生活。ヘッドライトは本当に重宝した。
幸い電気と水は割合早く回復した。ただガスは 4 月 14 日まで
掛かった。食料をはじめ、ガソリン、カセットガスボンベ、
電池等何時でもどこでも手に入っていたものが買えなくなっ
た。ガソリンは 2 時間待ちで 4000 円分、リッター150 円の高
いガソリンだった。スーパーでも長い列に並んだ挙句一人 10
点、但しカセットボンベは一人 1 本だけで 300 円だった。物
流が止まってしまうという事は列に並ぶということなんだ。
4 月 30 日に東京渋谷での結婚披露宴に出席することにして
いた。わざわざ仙台まで連れて来て自慢されていた。オック
スフォード出の才媛でＮＰＯ法人に所属し、英語教員として
インドネシアに派遣されていた。そこで一番出来の悪い生徒
が新郎だったらしい。新郎は私の研究室の教え子で勉強は大
嫌い、とても電気の技術者としては使い物にならないだろう
と思っていた。
地元の孫会社に就職したが倒産、子会社に引き取られた。
そのうち一部上場の親会社に移り、インドネシアに派遣され
ていた。すばらしいカップルだ。互いに相手を敬愛している。
安定した職場に居ながら、結婚後はオックスフォードにドク
ターを取りに戻るとか。多分私にとってこれが最後の結婚式
になるであろうと思われ、ぜひ出席したかった。ところがこ
の時期最大の問題はどうやって行くかだ。新幹線が動けば問
題ない。直通バスは売り切れ。ダメな場合は新潟にバスで行
く。福島からのバスなら空きがあるかも・・・。結局、新幹
線の復旧は間に合い無事楽しい披露宴に出席することは出来
た。
間もなく 1 年。近所の全壊、大規模半壊の家はやっと取り
壊され、あちこちで新築・改修工事が始まった。近くの市営
温水プールは 10 月から再開した。小学校の仮設校舎は 11 月
にようやく出来た。幸い我が家は建物・家財等にはほとんど
被害は無かった。ただ私にとっての最大の被害は、ほぼ毎日
飛び歩いていた奥方が、全ての活動が中断したため家に居つ
いてしまったことである。ずーと一緒に居るとは、こんなに
も疲れるものなのか？幸いこれからも徐々に開放されつつあ
る。直接被害こそほとんど無かったが、以前の生活を取り戻
すには数年はかかりそうである。そお！私も被災証明を持つ
れっきとした被災者なのだ。

ＯＢ会からお見舞いをいただいた。この拙文でお礼に替え
させていただきたい。

「東北に住んで、ふと思うこと
るメーカー社員の雑文」

～仙台在住の、とあ
48 期 渡辺 知世

近況報告
１３期 加藤 雅実
還暦をもって某企業の総務人事担当役員を当初計画通り退
任し、その後顧問として組織とのつながりを持つも、現在は
新たに小さな経営コンサルタント会社を運営しております。

組織を卒業してからは、マイペースで仕事や山活動も含め
てゴルフなどの趣味の世界に入ろうと考えての計画で有りま
したが、昨年の秋に出かけた人間ドックにて、思いもよらな
い病に侵されていることが判明し、現在は病院に入院という
ありさまです。

しかしながら、組織人として少しばかり走り過ぎてきたこ
とに対して、
「もう少し休めよ」との神からの思召かもしれな
いと捉え、若いドクターや看護師達の指示に従いながらも、
のんびりと病院のリハビリルームで筋トレをしながら汗をか
いての闘病生活です。
はじめて入院して分かったこと、それは食事が美味しくな
いということ。そして調べてみると、食材は福島県のものが
少ないというのです。
「えっ！？、ここは福島だよ、何故に他県の野菜や果物を使
うの？」
「放射能だよ・・・」
「だって基準値以内のものしか流通していないだろうに？」
「それじゃ、あなたは放射能に汚染されているかもしれない
ものを食べますか？」
「・・・」絶句の私です。

今、福島県の人口は２００万人を切ってしまいました。津
波や地震による被災された方が他県に避難しているわけでは
ありません。１０万人を超える方が放射能を恐れ、とりわけ
小さな子供のいる家庭の方が他県に避難されています。原発
から遠く離れた私の住んでいる郡山の小学校でも、非難した
子供たちはまだ戻っていません。
そうしたなかでの、原発近くの川内村の遠藤村長さんの帰
村宣言がありました。
まだまだ村は汚染されているけど、村に帰ることを宣言する。
なぜなら、スタートしなければゴールには近づけない！」

川内村は除染活動を始めたばかりの状況で、まだまだ高い
放射能の値が続いています。
そうした中での発言です。私はＴＶで見ていたのですが、
「ス
タートしなければゴールには近づけない！」
この言葉を聞いて、私は胸に熱いものを感じながら「福島
は大丈夫だ！」と思いました

今、多くの皆さんの支援を受けながら、福島県頑張ってい
ます。
近くに福島県のお酒や野菜などがあったら、是非ご賞味し
てみてください。
ご支援ありがとうございます。

東北に住んでいる人間ということで、この度原稿を依頼さ
れ、何を書こうかと考えた。私の日常を書こうとも思ったが、
最近はすっかり仕事人間になってしまった為、生活を分析す
ると、仕事 7 割、飲食 1 割、睡眠 2 割といった構成比となっ
ている。
つまり、私の日常を書いても大層つまらない内容となって
しまう訳だ。まぁ、そのようなつまらない私の日常の中でも、
岳文会の皆様が一番興味のある要素はやはりお酒(飲食に含
む)ではなかろうか。かなり無理矢理な繋ぎとなってしまった
が、つい先日も東北の地にて 45 期－48 期による岳文ＯＢス
キーが開催され、世にも恐ろしいお酒にまつわるゲームが開
催される等、非常に盛り上がったことは記憶に新しい。
そして、東北では甘くも恐ろしい出会いがあった。日本酒
という名前のそれだ。何かの因縁か、私の配属された部署の
上司・先輩は、揃いも揃って最強の肝臓をお持ちの方が多か
ったため、私は学生時代よりも遥かにお酒を嗜む機会が増え
た。
幸か不幸か、会社⇔国分町(仙台の歓楽街)⇔自宅が全て徒
歩 20 分圏内にあるのがいけない。まさか、社会人になって自
分のコールを作られるとは思わなかった。といった訳で、営
業という職業柄もあるが、非常に面白い先輩方に囲まれなが
らも泥臭い社会人生活を送っており、私が就活の時に思い描
いていた大手町や汐留での華やかな OL ライフ(･･笑)とは間
逆の生活を謳歌している。
くだらない前置きが長くなってしまったが、東北在住の人
間として、やはり 3.11 について述べておきたいと思う。2011
年 3 月 11 日から 1 年が経とうとしている今、あの震災は早く
も記憶から遠のいている人も多いことだろう。
かくいう私も、自宅や会社周辺は被害が少なかったことも
あり、以前のような日常に完全に戻ってしまっている。しか
し、昨日も営業車で津波被害の大きかった名取市閖上を通っ
たのであるが、当地ではいまだに想像を絶する光景が広がっ
ている。
台地に転がる何艘もの船、家が立ち並んでいたところに荒
涼と広がる台地、1 階が完全に柱だけになっている家、廃校、
めちゃめちゃになったガソリンスタンド、津波の威力を物語
るへし折られたガードレール･･･言葉では言い表せない、心が
がらんどうになってしまうような、この世の終わりのような
光景。沿岸部では、いまだにそのような光景が広がっている
のだ。
3 月 11 日のあの日あの時、私は仕事で外回りをしており、
しかし何かの勘が働いたのか、いつもより早く会社への帰路
についた。そんな中起こった突如の震災。車の中にいて、ど
んなアトラクションでもこんなに揺れないだろうという激し
い揺れ。倒れてくる電信柱、傾く民家。
「何が起こったのだろ
う、どうなってしまうんだろう」
、仙台の中心部は想像してい
たより被害は少なかったが、会社に戻ったら皆がビルから降
りてきているところだった。
そんな中降り始めた突如の大雪。一瞬で真っ白になる仙台
の街。その雪は結局 20 分ほどで止み、すぐに晴れ間も見えた
のだが、その瞬間はこの世の終わりかと東北にいた誰もが思
ったに違いない。

その後、私は小学校で 1 週間程避難生活を送ることとなっ
た。この件については、以前の岳文 OB 広報に掲載して頂いた
通りである。あの時、布団を抱えて停電の仙台の街を右往左
往する人々、着の身着のままで漆黒の闇に包まれる小学校に
避難し、食糧配給に並ぶ人々の姿はまるで戦時下だった。そ
の後、会社の配慮により秋田経由で東京入りし、しばらく本
社に通っていたのであるが、東京に戻っても計画停電や原発
の脅威等で以前の東京ではなくなっていた。
「地震以降、何かが大きく変わってしまった･･･」日本人の
誰もが一度はそう感じたのではないだろうか。そのような思
いを抱き、でも何なのかが言葉に出来ずに悶々としていた私
がふと書店でとったのが、東浩紀編集『思想地図β vol.2（特
集：震災以後）』という本だった。『震災でぼくたちはばらば
らになってしまった』という巻頭特集の中で私が印象に残っ
た言葉を記す。

会報いつもありがとう。福島の先輩・同輩達の感謝がとて
も嬉しかった。ご苦労さん！

◯ 岡田敏範さん（１２期）
３月初旬、生まれ故郷の三重に移住しました。家庭菜園を
学習中。田舎生活を楽しんでいます。

◯ 深田芳樹さん、章子さん（１３期、１４期）
今年の山行。２月：八ヶ岳。４月：西穂高岳。５月：白馬
岳。７月：尾瀬。８月：白山。９月ジャンダルム。１０月：
八ヶ岳。

◯ 佐々木敦則さん（１４期）
今秋は長野の拙宅を訪ねていただいて、轡田さん、田村君
と高妻山に登りました。皆様も長野に来られる際はご一報く
ださい。一緒に信州の山々に登りましょう。

◯ 宮崎文昭（１５期）
岳文広報を楽しみに読んでいます。小生、唐津の海の幸、
山の幸に恵まれた中で、つつがなく過ごしております。又、
状況の機会を楽しみにしております。

「震災でぼくたちはばらばらになってしまった。ちがう、
と言うひとがいるだろうか。震災でぼくたちは『ひとつ』に
なったはずだと、日本は連帯を取り戻したはずだと主張する
ひとがいるだろうか。震災直後の日本社会の高揚は記憶に新
しい。多くの人々が、日本はこの未曾有の災害を奇貨として
ふたたび公共の精神を取り戻し、長い低迷を抜け新たな国に
生まれ変わるのかもしれないと夢見た。しかし、いま 5 ヵ月
後の現実はどうだろう。ぼくたちは『ひとつ』になっている
だろうか。(中略) あの 3 月 11 日の午後 2 時 45 分、なぜあ
るひとが海際にいて別のひとはいなかったのか、なぜあるひ
とが低地にいて別のひとは高台にいたのか、なぜあるひとは
高台に辿りつき別のひとは津波に呑まれたのか。それらの選
択にはいかなる意味もない。生き残ったひとは運が良く、死
んだひとは運が悪い、それ以上にどう言いようもない現実が
そこには転がっている。(中略) ぼくたちはばらばらだ。そ
して麻痺している。おそらく原発は止まらないだろう。津波
の浸水地域にはふたたび町が作られるだろう。借金まみれの
公共事業が動きだし、高齢者ばかりの集落が次世代を犠牲に
して再建されるだろう。緩慢な死を前にしてなにができるの
か、ぼくにはいっこうにその答えはない。それでも、砕けた
物語と錯綜する利害の彼方に新しい意味の可能性が拡がるの
ではないかと、それだけを素朴に闇雲に信じている」

以前より広報・総会等でご案内して参りましたＯＢ会ホー
ムページですが、この度オープンを迎えることができました。
現在はお知らせや活動予定、ＯＢ広報のバックナンバー等
を掲載しているほか、オンラインで情報交換が可能な掲示板
も設置しています。ぜひご活用ください。
掲載内容につきましては、今後随時見直し、充実を図って
いきたいと思います。ご意見、ご要望等お寄せいただければ
幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

この本を読んだからといって、私の思いの解決策が見つか
ったとか、勿論そんな簡単なことではない。それでも、答え
を探し続け、あの地震の時に思ったことや考えたことをふと
思い出して人生を見つめなおす、そんなことに意味があるの
ではないだろうか。

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）本年は平成 23 年 11 月 26 日を平成 24 年度開始日とする
３）振込口座
〔当座〕 00230-8-30118
又は 〔普通〕 店番 008 口座番号 6690731

ＯＢ会への意見欄

今年度は 50 期までが納入対象者です。
（51 期は対象外）
前回の OB 総会で既に納入いただいている場合も不要です。

OB 総会の出欠葉書の意見欄にて、OB 会へのご意見、会員の
近況等をいただきましたのでご紹介させていただきます。皆
様のご意見等を踏まえ、より岳文会 OB 会を盛り上げていけま
すよう、幹事一同取り組ませていただきます。

◯ 小野倫夫さん（５期）
大会で吸収英彦山へ行き、ついでに久住山系を楽しんでき
ました。OB 会も年一度の全国各地で開催してはどうですか。

◯ 渡邉美代子さん（５期）
今回の震災ではお見舞い有難うございました。郡山にも岳
文の方がいると知り嬉しくなりました。

◯ 内山正義さん（６期）
「岳文広報」への投稿を活発に多くする為の検討。岳文 OB
会の準備金（貯金）を現役へのためだけではなく、広く活用
する検討を。

◯ 伊東史幸さん（７期）

ＯＢ会幹事会からの連絡
ＯＢ会ホームページがオープンしました！
ＯＢ会ホームページがオープンしました！
49 期 小田 健介
 http://ob.gakubunkai.com/

平成 24 年度年会費について
45 期 小西 麻子
昨年度は事務局運営に加え、震災に際しましても多大なる
ご支援を賜りありがとうございました。今年度もよろしくお
願い申し上げます。以下は会費納入のご案内です。

○住所変更について
例年４月以降は転勤等で転居される方が多く、
『宛て所に尋
ね当たらず』とのことで返送されてくるケースが多数ござい
ます。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
ければ幸いです。

