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22222222 期期期期    上田上田上田上田    晶美晶美晶美晶美    
 24 年 12 月 15 日に開かれた「OB 就職懇談会」のご報告をし

ます。毎年開かれている、現役学生(3 年生)が OB に就職相談

をすることを目的とした会です。幹事のみなさま、いつも会

の運営ありがとうございます。 

 最近、「ヤング OB」とただの「OB」とを分ける呼び方をし

ているのをご存知ですか? 卒業間もない若手の OB が「ヤン

グ OB」ですね。私はこの会で現役学生だけでなく「ヤング O

B」のみなさんと会うのを楽しみにしています。社会に出て、

しっかりと働いている。女子も総合職として、転勤を乗り越

え頑張っている人もいる。そんな姿を見ると私自身も先輩と

してもっと社会に貢献しなくては、と励まされます。 

 現役学生にとっては、面接官になる年代の OB と、身近な話

が聞けるヤング OB の両方と相談できるまさしく「宝の山」の

会ですね。 

 では、中身のご報告です。今回の OB 就職懇談会は、一部で

は 3人が登壇。18期・旭化成ホームズ人事部の谷口一哉さん、

24 期・講談社人事部長(現在局長)の菊池俊之さんから求める

人材の話を聞きました。続いて 22 期で就職コンサルタントの

私から就職ノウハウのミニ講座をしました。二部からは、現

役と OB が立食パーティでざっくばらんに相談をし、三部以降

はいつもの栄通りへ。 

 私は今年の OB 懇談会では、一般的な話ではなく、岳文会の

活動をどのようにエントリーシートに書き、面接で伝えれば

企業の人事は「いいな!」と思ってくれるのかを具体的な表現

まで教えました。岳文会というのは、企業から好まれる運動

系の伝統あるサークルです。忍耐力とチームワークを語るエ

ピソードいっぱい。それなのに、「アウトドアサークル」と書

く人もいて、それでは社会人からは軽く見られるため「登山

サークル」と書くというようにという具合に指導しました。

優秀なみなさんですので、マスターしてくれたと思います。 

 また、岳文会に足らないのは、面接での伝える力です。世

の中全体と比較すれば、コミュニケーション力は高い人が多

いですが、上には上がいます。今年は笑顔の練習を「割り箸」

を使ってしました。まず笑顔! 何はなくともさわやかな笑顔!

 ですね。でも笑顔で乗り切れるのは第一印象だけ。肝心の面

接の中身、やりとりについては、もっと練習したほうがいい 

（割り箸を噛んで笑顔の練習） 

と思います。クループディスカッションなども大切な試験に

なっていますので、練習して臨むようにしましょう。 

 では現役のみなさん、自分の望む企業に受かるよう、全力

で取り組んでください! 

 決して手を抜かない。王者ライオンはいつも全力です! 

ハナマルキャリア総合研究所 代表  上田晶美 

 http://www.hanamaru-souken.com/ 

※就職相談承っています。ホームページからメールをどうぞ! 

 

55553333 期期期期    佐藤秀光佐藤秀光佐藤秀光佐藤秀光    
 12 月 15 日(土)、早稲田奉仕園にて就職懇談会が開催され

ました。OB・OG の先輩方からは 19 名参加して頂き、現役か

らは 25 名が参加しました。昨年に引き続き、キャリアコンサ

ルタントの 22 期上田晶美先輩のご講演を頂きました。「岳文

会の経験を活かした」エントリーシートの書き方、自己 PR の

仕方、面接での心構えはもちろんのこと、全員で「割り箸」

を口に加えながら口角を上げるという、「笑顔の実践講座」ま

でして頂きました。 

 また、業界は金融・出版・食品・住宅など、職種は営業・

人事・購買・SE など…と、様々な業界・職種の先輩方からお

話を伺うことができました。まだ就職活動が本格化して間も

ない私たちにとっては、非常に勉強になるお話ばかりでした。 

 懇談会後は、戸山キャンパスカフェテリアにて懇親会も行

われました。ときに笑いが巻き起こる、とても賑やかな時間

でした。岳文会人のお酒好きは今も昔も変わらないようです。

世代が違っても、「岳文会」という繋がりのもと、こうして貴

重な交流ができることは、本当にありがたいことだなぁとし

みじみ感じました。私たちも OB・OG の先輩方のように、ゆく

ゆくは後輩にアドバイスできるよう、この就職戦線を勝ち抜
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いていこうと思いました。    

 参加して頂いた OB・OG の先輩方、お忙しいなかこのような

会を開いて頂き、ありがとうございました。この場を借りて

御礼申し上げさせて頂きます。 

 

文学散歩文学散歩文学散歩文学散歩    
一葉の面影をたずねて一葉の面影をたずねて一葉の面影をたずねて一葉の面影をたずねて    －上野から本郷へー－上野から本郷へー－上野から本郷へー－上野から本郷へー    

12121212 期期期期    轡田轡田轡田轡田    英夫英夫英夫英夫    
日時  11月4日（日） 午後1時 上野駅「翼の像」前集合 

         午後2時半 法真寺集合 

参加者 5期 渡邊（鈴木） 大学時代の友人 7期 小田  

11期 細山 12期 片山・轡田・奥村 14期 佐々木・田村  

15期 山本 48期 設楽 以上11名（懇親会のみの参加を含む） 

 当日は予定通り午後1時に上野駅を出発した。まずは上野駅

の正面口の歩道橋を渡った所にある、一葉が10歳から13歳ま

で過ごした所を訪ねる。碑などは無い。法真寺の手前の「桜

木の宿」からここに移ってきた。不忍池のほとりにある下町

風俗資料館を見学して、一葉が通った私立青梅学校跡に行く。

一葉はきわめて成績優秀であって、父親は更に勉学の道を考

えたそうだが、母親の「女は針・裁縫ができればよい」とい

う考えで勉学の道はここで絶たれた。「死ぬ斗（ばかり）悲し

かりしかど学校は止めになりけり」（一葉日記「塵乃中」明

26.8.10）。一葉の学歴は小学校中退である。ここから、父親

の事業の失敗で段々家が傾いてきたころ、一葉が13歳から17

歳まで過ごした家の跡を確認してから湯島天神に向かった。

湯島天神で、猿回しが猿の芸をやっていて、これがなかなか

面白くつい長居をしてしまって法真寺に合流する時間に遅れ

てしまった。 

 湯島天神から啄木の歌碑をみて、燐祥院に寄り東大構内を

経て法真寺に向かう。このコースは以前通ったコースなので

省略する。赤門の向かいの路地を入ったところにある法真寺

で渡邊さんとそのお友達、細山さんと合流する（遅れてしま

ってご免なさい）。法真寺の手前左側は、一葉が「桜木の宿」

と名付けた4歳から10歳まで過ごした家であり、本人が最も

幸せな時代だったといっている家の跡である。400坪近い敷

地を持つ大きな家であった。法真寺には「一葉資料館」があ

り、半井桃水宛の書簡や短冊、写真や文献やその他時代を写

す雑貨類があまり整理もされず展示してある。この法真寺で

は、毎年11月23日の一葉の命日の日に「一葉忌」が行われて

いる。一葉研究家の講演、と女優幸田弘子による一葉の作品

の朗読がおこなわれている。私は昨年の「一葉忌」の参列し

たが、時間前ですでに本堂は一杯であった。幸田弘子の「た

けくらべ」の朗読は、彼女は全文を暗誦しているので、身振

り・手振りを交えたもので、朗読という域を超えたすばらし

いものであった。 

 隣の喜福寺には、佐藤紅緑や久保田万太郎の墓があるが、

墓地に入ろうとしたら管理人から住職に断っているかなどと

いわれて、何人かのみ入ったが何らの表示も無かったとのこ

とで二人の墓は確認できなかった。近くに在る徳田秋声の旧

宅（現存）に寄る。古い家であるが関係の方が現在も住んで

いられる。ここから菊坂に向かう途中に、明暦の大火の火元

といわれる本妙寺跡・女子美発祥の地（同じ場所）がある。

菊坂に出て、文京ふるさと歴史館に行く途中に、宮沢賢治が

花巻から上京して住んでいた家跡がある。そこから炭団坂を

登ったところに坪内逍遥の旧居跡がある。坪内逍遥がここか

ら文京ふるさと歴史館よりに移った後、ここは旧伊予藩主が

藩の子弟のために開いた寄宿舎「常磐会寄宿舎」となる。こ

こに正岡子規や河東碧梧桐らがすんでいた。子規と一葉は炭

団坂の上と下、直線距離にして100ｍほどのところに一緒に

いたことがある。この裏手が天啓顕真術の久佐賀義孝なる人

物が居たところである。彼と一葉との関係は当日酒席で話し

たが、興味のある方はネットででも調べてみることをお勧め

する。（文章に書くことに少々ためらいがあるものですから。）

常磐会寄宿舎跡の先にある文京ふるさと歴史館に立ち寄り一

休みである。 

 文京ふるさと歴史館から炭団坂を降り、一葉の旧居跡に向

かう。そこには一葉の時代から使われてきた井戸が現存して

いる。一葉一家はこの井戸の片方から片方へ転居して、竜泉

寺に移るまでの明治23年から26年の間住んでいた。ここら辺

は、今でもここが文京区かと思うような場所である。次に、

一葉が足しげく通っていた菊坂にある旧伊勢屋質店に向かう。

伊勢屋質店の土蔵は昔のまま残っている。 

 ここから西方町の半井桃水旧居跡に向かう。半井桃水は一

葉が師事した作家である。彼は朝日新聞に連載小説を書いて

いており、長身・痩躯で眉目秀麗ときたものだから一葉は一

目ぼれをしてしまった。この二人の関係については、話せば

長くなるので省略する。近くに漱石の旧居跡がある。漱石は

猫の家から移ってきて、早稲田に転居するまでの1年半ほどこ

こに住んでいた。この家は、「三四郎」の中で三四郎と美禰子

が再会した家として出てくる。漱石が早稲田に転居したこと

を知って魯迅が転居してきた。魯迅は漱石を崇拝していたの

で漱石が住んでいた所に住みたいということで転居してきた

とのことである。 

 最後に、西片の一葉終焉の地に向かう。一葉一家は、竜泉

寺から明治27年5月に越してきた。一葉の碑文が白山通りに

面して立っている。碑文は一葉の日記から抜粋したものを、

一葉の筆跡を模して作ってある。その他の碑文は平塚らいて

うの筆になる。実際の家があった所は、この碑のあるところ

よりもっと奥の西片の崖が落ちた所である。一葉はここで

数々の不朽の名作を残して、明治29年11月23日24歳と6ヶ月

の短い生涯を終えた。 

 偶然ではあるが、この家は後に平塚らいてうと心中未遂事

件をおこした漱石門下の森田草平がすんだ。彼はこれを奇縁

とし、しばらくの間一葉忌を主催した。 

 春日の打ち上げの場所に向かう。残ったのは結局男だけだ

ったので、夜景のきれいなスカイレストランなどというしゃ

れたところは止めて相も変わらず居酒屋での一杯となった。 

 

早稲田スポーツ観戦早稲田スポーツ観戦早稲田スポーツ観戦早稲田スポーツ観戦    

12121212 月：月：月：月：ラグビー早明戦ラグビー早明戦ラグビー早明戦ラグビー早明戦    

44444444 期期期期    高橋高橋高橋高橋    力也力也力也力也    

 ５０周年の記念誌によると、OB会の公式行事としては平成



１６年の大学野球早慶戦以来の早稲田スポーツ観戦イベント

のようだ。集まったのは小田毘古さん（７期）、轡田さん（１

２期）、川浪夫妻（４５期、４６期）と私高橋（４４期）の計

５名。かつてはプラチナチケットと呼ばれたラグビー早明戦

のチケットも、今では当日でも問題なく買える状況だと聞い

ていたが、今年は明治の優勝がかかっていたので、集合場所

から国立に向かう道は人が溢れて凄い状況。なんとかチケッ

トを購入して国立競技場に入るも、明治側の人の波に圧倒さ

れる気分であった。 

 いざ、試合が始まる。既に結果を知っている方もほとんど

であろうが、その場で見ていた我々からすると、本当に劇的

の一言。自分が現役の頃の早稲田ラグビーはまさに無敵で、

他校を寄せ付けない試合ばかりであったが、前半は終始明治

がリードし、そこを早稲田が猛攻を加えるも決定打にいたら

ないという展開。前半は１３対１９で終了。しかし、後半に

入り早稲田が鮮やかなトライを２つ決め、３２対１９へ。あ

あ、やはり早稲田は強い、このまま終わりかと、自分は一桁

代の気温の中、ビールで既に祝杯をあげ始めていた。 

 だが、ここからが明治の見せ場であった。まずは早稲田陣

営で攻めまくる明治。後半３１分、とうとう耐え切れず認定

トライをとられ、３２対２６へ。１トライ１ゴールで逆転の

位置である。一同、なんとなく嫌な予感がしていた。早稲田

側からの悲鳴に近い応援を背に選手は頑張るが、ロスタイム

にとうとう力尽き逆転、そのままノーサイドの笛へ。響き渡

る早稲田の絶叫と明治の歓喜の雄叫び。ここまで劇的なもの

を観られたのも、伝統ある早明の戦いであったからだろうか。 

 その後、近くの焼鳥屋にて残念会を開いていると、隣の席

には明治OBらしき集団が。彼らの勝利に高揚した楽しそうな

声を聞いて悔しい気持ちがありつつも、強いライバルが入れ

ばこその早明戦。そう思うことにした。今後も企画をしてい

くので、是非皆さんも学生の頃の気分で、早稲田のスポーツ

を応援しましょう。 

 

スノースノースノースノーシューシューシューシュー    
新旧新旧新旧新旧 OBOBOBOB・・・・OGOGOGOG 混じえて、冬の上高地へ（混じえて、冬の上高地へ（混じえて、冬の上高地へ（混じえて、冬の上高地へ（2222 月月月月 10101010 日）日）日）日）    

7777 期期期期    小田小田小田小田    毘古毘古毘古毘古    
 ２月10日に恒例のスノーシューハイキングが蓼科高原の小

田山荘で行われた。 

 ４８期の設楽さん、三木さん、山田さんの若い女性が参加

し、今までのOLD OB/OGの集まりが急に華やかになった。

孫のような若いOGと話が合うか危惧する向きもあったが、同

じ岳文というキーワードがすべてを解決してくれ、和気あい

あいの三日間だった。 

 行く先は上高地、数年前の大快晴の上高地を経験している

だけに期待も高まった。蓼科を出たときよく晴れていた。松

本に近づくにつれ、曇りがちになり、常念岳も見えない。沢

渡では雪が舞い始めた。「昨日は素晴らしかった」とタクシー

の運転手は言うが、慰めにもならぬ。長い釜トンネルを抜け

て、大正池に出たが、雪は止まず。ここでスノーシューをつ

けた。小降りの雪の中を田代池から河童橋へ歩いた。穂高は

見えぬが、白一色の上高地は静寂で、森の木々は雪を冠り、

美しい。雪舞う森を歩くのもまた楽しい。小梨平のビジター

センターの屋根の下で昼食とした。この時間帯だけ、突風が

吹き、寒いのなんの。キャンプ場をバックに記念写真を撮り、

早々に帰路につく。バス通りの道に入ると、風も止み、また

静かなスノーハイキングが楽しめた。若い女性陣は雪の中に

倒れ込み、人型を作って楽しんでいた。山は見えなかったが、

上高地の銀世界を楽しみ、蓼科に帰着し、温泉でゆったり疲

れをとった。打上げは鴨鍋、寿司、サラダ、漬物多種と豪華。

ビール、ワイン、日本酒がどんどんとなくなる大宴会となっ

た。とても楽しいスノーハイキングだった。 

他の参加者：志知、工藤(６期)、小田(７期)、山内夫妻(12期)、

佐藤夫妻(12期)、深田(13期)、佐藤さんの奥様のお兄さん、合

計12名。（敬称略）  

 

 
写真：小梨平入口で。 

 

スノーシュー企画に参加してスノーシュー企画に参加してスノーシュー企画に参加してスノーシュー企画に参加して    

48484848 期期期期    三木三木三木三木    理恵子理恵子理恵子理恵子    
 釜トンネルを抜けると、そこは、私の見知った上高地では

なかった。トンネルの真っ暗闇と銀世界の白さとのコントラ

ストがあまりにも強くて、まるで、異世界にでも迷いこんで

しまったんじゃないかと思うほどだ。しんしんと降る雪、凍

りついた田代池、同じ目線の高さになるまで雪に埋もれた道

路標識、雪上を歩く音だけが響く静けさ。あまりにもそれら

が美しくて、このままここで死ぬのも悪くないかもしれない

とさえ思った。 

 しかし、数時間後、お昼を食べようとした時、唐突に見舞

われた吹雪を前に、あっけなくその考えを放棄。無理。寒い。

食べて燃やさなきゃ、死ぬ…！ 

 持ってきたサンドイッチとレーションの半分を突き刺さる

寒さの中で平らげる。そして、普段ほとんど飲まないワイン

を飲み干して、ウォッカを飲んで生き延びたサーカス団の象

を思い出した。酒って命の水だったのね。 

そんなこんなで、初めてのスノーシューは、とても得難い経

験になった。何より、これまで、OBの方と関わる機会が少な

かっただけに、世代を超えても残る、「岳文会」を感じること

が出来たことが、私にとって何よりの経験だった。離れても、

「岳文会」という目には見えない魂みたいな絆みたいな、言

葉でも上手く表せない何かを感じられたことで、懐かしさと、



かけがえのないものを思い出せた。 

※小田さんを始め、OBの先輩方には、本当にとても良くして

頂きました。この場を借りてお礼申し上げます。ありがとう

ございました。 

 

南アルプス白峰南嶺縦走南アルプス白峰南嶺縦走南アルプス白峰南嶺縦走南アルプス白峰南嶺縦走    
13131313 期期期期    深田深田深田深田    芳樹芳樹芳樹芳樹    

 

（笊ヶ岳から新雪の赤石岳。手前は赤石東尾根。） 

2012年10月19日--22日 山内正夫(12期) 深田芳樹(13期) 

＜はじめに＞＜はじめに＞＜はじめに＞＜はじめに＞    

 南アルプス北岳から南に延びる白峰南嶺は、大井川を挟ん

ですぐ西側を走る南ア主脈（赤石山脈）と平行に南に続く。

赤石山脈が長野・静岡県境であるに対して、白峰南嶺は静岡・

山梨の県境（甲駿国境）となっており、ともに、昔から旅人

商人たちが三伏峠、転付峠などを越えて往来していた。何年

か前、鳳凰三山の薬師岳から南を望んだ際に雲海のうえにや

けに存在感のあるピークが見えた。同定してみると笊ヶ岳（ざ

るがたけ）・布引岳とあり、白峰南嶺上のメインピークだった。 

 １２期の山内正夫氏が同じ関心を持っていた。願ってもな

いパートナーだ。１週間ほど毎日天気図を睨みながら日程を

決めた。データの少ない山域なので、この記録が今後歩いて

みようという諸氏の参考になれば幸いです。 

＜全体感想＞＜全体感想＞＜全体感想＞＜全体感想＞    

 縦走中３日間ひとりの人間にも出会わなかった。全コース

をとおして、笊ヶ岳山頂付近を除くとルート不明瞭箇所が非

常に多く、地形図コンパスの駆使に加えナタ目赤布探しに神

経を使う行程となった。技術的には所ノ沢源頭部ガレ場のト

ラバースが最大の危険箇所で、ザイル確保を強く勧める。樹

林帯が多く幕営地は確保しやすいが水場は限られる。今回は

行動中の給水用は別にして、幕営用の水（一人１リットル）

を常にボッカしていたので行動に柔軟性が持てた。倒木ヤブ

こぎの多さを考えると多人数パーティはロスが多いし、逆に

単独行はルートファインディング時の不安が大きいと思われ

る。信頼できるパートナーとの２人乃至３人パーティが最適

だろう。言うまでも無く、赤石・荒川・聖といった懐かしい

巨人たちの眺望は息を飲むものがある。（普段見ることのない

角度からの眺望なのでなおさらである。） 

１０月１９日１０月１９日１０月１９日１０月１９日    

山内宅(9:00)==畑薙第１ダム駐車場(13:30/14:40)==中の宿吊

橋(15:10)--中の宿沢・渡渉地点・幕営(15:50) 

 新東名の新静岡ICからの山越えは富士見峠が崩落で通行止

め。急遽、口坂本温泉大日峠経由で井川に出て畑薙へ。東海

フォレストのバスで東俣林道の中の宿吊橋まで乗せてもらう。

吊橋で左岸に渡り、高巻き風に北行し中の宿沢を渡渉。中の

宿沢右岸に幕営適地発見。 

１０月２０日１０月２０日１０月２０日１０月２０日    

出発(7:00)--伐採跡(8:10)--2,000m尾根回り込み地点(10:35)-- 

所ノ沢源頭部ガレ場(12:00)-- 所ノ沢越・幕営(13:10) 

 中の宿沢に沿って尾根を急登。途中、伐採作業地跡でいっ

たん等高線が緩む。半世紀も前のものと思われる一升瓶が散

乱している。さらに急登。2,000m地点で、稲又山から北西に

派生している顕著な尾根を直角に回りこむ。そこからは尾根

の北面をトラバース。やがて所ノ沢の枝沢源頭部のガレたト

ラバース部分に出る。対岸に赤布は発見できたが、そこに至

るルートが難しい。足場が悪く崩れれば滑落（というより転

落）する。距離は20m足らずだがザイル確保がほしい箇所だ。

そこを過ぎると明るいザレ場。ここは足場は悪いが傾斜はさ

ほどでもなく、慎重に通過。更に進むと、別の枝沢の源頭部

の水流に出る。これから先２日分の水を補給。その先、所ノ

沢越手前の樹林帯に適地発見、幕営。樹間から赤石岳を望む。

夜間、一面の星空、冷え込む。 

 

 

（所ノ沢越付近から布引山と布引大崩。） 

１０月２１日１０月２１日１０月２１日１０月２１日    

出発 (6:55)-- 所ノ沢岳 (8:00)--布引山 (10:20/10:45)--笊ヶ岳

(12:15/12:50)—這松尾山(15:00)--生木割山・幕営(15:40) 

 所ノ沢越でようやく白峰南嶺の主稜線に飛び出す。ここか

ら布引山への550mの急登はルートファインディングを強い

られながらのきついものだった。東面（稲又谷）の大崩れの

上辺にルートを取るが、高度感はあってもバランスを崩さな

い限り危険は感じない。時折ルートが崩落した箇所は樹林帯

に回避するが、これがクセ者でRFが難しい。最後の急登でヤ

ブを掻き分けると、いきなり普通の登山道に出た。早川側の

雨畑からの道で、よく歩かれているようだ。すぐに布引山山

頂。山頂からは南側の展望が開ける。南北に広い山頂から、

よく踏まれた道を笊ヶ岳へ。ここも人の気配なし。二人で360



度の展望を楽しむ。稜線のはるか先に北岳がそびえ、時計回

りに甲府盆地、奥秩父、富士山、安倍奥、大無間、そして主

脈のジャイアンツたち。赤石・荒川が立派なのは勿論だが、

上河内岳が意外に堂々としている。また、塩見岳が見慣れた

ヘルメット型ではなくすっきりとしたピラミッドに見えるの

は新鮮だった。大井川への下降点を過ぎると、ルートは再び

不明瞭に。昭文社地図によると最低コル付近に、上倉沢源流

の水場へのルート（往復45分）があるが発見できず。幕営用

に１リットルかついでいるので大丈夫だろう。這松尾山への

急登。現在地標高を計算しながら登っていると上倉沢源頭部

の標高を過ぎてしまう。山内氏が途中左に折れるかすかな踏

跡を確信し、下降気味に進むと果たして源頭部のガレ場に出

た。直進の踏跡が顕著だったので危うく騙されるところだっ

た。（後で調べると山頂経由で東に伸びる大黒尾根のルートの

ようだ。）生木割南面でルートを西側に取りすぎて苦労したが、

修正して何とか山頂に。幕営。 

１０月２２日１０月２２日１０月２２日１０月２２日    

出発(6:45)--トラバース開始(8:05)--トラバース終了(9:05)--転

付峠(10:15/10:30)--二軒小屋(11:25) 

 シラビソ、ツガ、ダケカンバの美しい森を行く。天上小屋

山から東に少しくだると、ルートは尾根の西側をトラバース

する。ところどころ展望が開け、眼前に主脈の聖、赤石、荒

川、悪沢が迫る。赤石小屋、荒川小屋、千枚小屋が澄んだ空

気のなか、ハッキリと視認できる。樹林帯のなかで、我々の

物音に怯えたクマが斜面を逃げていくのを山内氏が目撃した。

国土地理院の2.5万図では転付峠までのルートは稜線上にな

っているが、実際は西側山腹の廃林道を進む。この地点は昭

文社地図のほうが正確である。明るく開けた転付峠に到着。

ここからは美しいカラマツ林を、よく整備された登山道で二

軒小屋に下る。二軒小屋での風呂とビールで至福の達成感を

味わった。 

 翌日の帰京日は豪雨となった。秋期の難しい天気図の読み

が結果的にピタリと当たり、快晴のなか、４日間を歩きとお

すことができた。 

 

ミニＯＢ会ミニＯＢ会ミニＯＢ会ミニＯＢ会    
クイーンズタウンでクイーンズタウンでクイーンズタウンでクイーンズタウンで OBOBOBOB 会（会（会（会（2222 月月月月 25252525 日）日）日）日）    

7777 期期期期    小田小田小田小田    毘古毘古毘古毘古    

 山内正夫(12期)、小田(７期)が他の友人も混じえて５名、２

月から3月にかけて、ニュージランドのミルフォード・ルート

バーントラックやマウントクックのトレッキングに出かけた。 

 ニュージランドは南極に近いので、標高1000m程度でも氷

河の山々が見え、日本の北アルプスのような景観が楽しめる。

ミルフォード・トラックは「世界でいちばん美しい散歩道」

と言われている。上高地から梓川沿いに行き、槍沢を上がっ

て槍ヶ岳、そして飛騨沢の急勾配を下りるという感じか。ル

ートバーンは裏銀座を槍・穂高を左に見ながら、雲ノ平から

三俣蓮華、双六、笠ヶ岳を縦走する感じだ。雨の多いニュー

ジランドでは、夏でも大雨になることが多いのに、我々が行

っていた２週間は毎日晴れて、傘をさすことは一度もなかっ

た。稀有な幸運に恵まれた日々であった。トレッキングのベ

ースとなるクイーンズタウンの町には山内武志さん(17期)が

住んでいる。宿やマウントクックへのバス、ディナーなどの

手配をすべてやってもらった。そしてミルフォードとルート

バーンを終えて１週間ぶりに帰ってきたときに、日本料理屋

で打上げを行なった。期せずしてクイーンズタウンOB会とな

った。山内武志さんの大学を出てから、クイーンズタウンに

落ち着くまでの苦労話や奥様のメアリーさんとの出会いなど

を聞き、夜がふけるまで楽しい会は続いた。ニュージランド

は夏真っ盛り、土産物屋をやっている山内さんは毎日、夜中

まで店を開いていて超多忙。それでもこの日だけは、店を奥

さんに任せて、つきあってくれた。ほんとうにありがとう。

岳文時代は期も離れているので接点はなかったが、50周年を

機に世代を越えたつながりができ、今回の縁ができた。ニュ

ージランドでも岳文の絆をしみじみと感じた。 

 

(写真：右から山内正夫・12期、山内武志・17期、小田・７期

/クイーンズタウン・河童で） 

 

「新宿３丁目に集う」「新宿３丁目に集う」「新宿３丁目に集う」「新宿３丁目に集う」    岳文ミニＯＢ会の報告岳文ミニＯＢ会の報告岳文ミニＯＢ会の報告岳文ミニＯＢ会の報告    

18181818 期期期期    谷口谷口谷口谷口    一哉一哉一哉一哉    
 半年ほど前の話になってしまいましたが、昨年9月15日、

ちょっとしたＯＢ会（単なる飲み会ですが）を開きました。

私たち18期と現役当時の後輩だったメンバーが中心に集まり、

さらに若手ＯＢ、ＯＧも何名か参加。北海道からは寺田君、

岡山から白神君、大阪から坂本君と遠方からの出席もあり、

さらに20期の鈴木君（ご夫婦とも岳文会）は、奥様、お嬢様

も一緒にご家族での参加でした。 

 場所は新宿３丁目、寄席でおなじみの「末広亭」の隣、雑

居ビルの４階にあるバー「エスパ」です。 

 一部岳文ＯＢ諸兄にはなじみのお店で、10席ほどのカウン

ター席、そしてビックテーブルが一つだけの比較的こじんま

りしたお店です。 高いカウンターチェアに腰掛け、ぐるりと

見回すとコンクリート打ちっぱなしの壁には演劇のポスター

が無造作に貼ってあり、昭和に青春時代を送った方々にはき

っと懐かしい雰囲気の店内です。しかし、このお店がオープ

ンしたのは昭和ではなく平成に入ってからで、ゴールデン街

にある同名の「エスパ」の姉妹店として約２０年前にオープ

ンしました。 

 岳文でこのお店を開拓されたのは、Ｓ先輩です。Ｓ先輩は

数多くの武勇伝をお持ちでご存知の方も多いと思いますが、

ゴールデン街の頃からの「エスパ」常連客でした。そのＳ先



輩のあとを引き継いだ岳文での常連客が18期、私と同期の林

君です。そもそも この企画は8月のとある日、私と彼との気

まぐれな会話で決まりました。 

谷口「久しぶりに岳文同期の飲み会しようか」 

林  「いいね、下の代も呼ぼうか。そうだ！ここ貸し切って

大勢でやらない？さと子さん（ママ）、いいよね？」 

ママ「土曜日夕方ならいいわよ。お客様が見え始める8時頃ま

でならね。20名位は集めてよ、せっかくお店開けるのだから」  

そんな会話の中で成立しだいです。 

 若手ＯＢの協力もあり、当日は目標以上 27名の皆さんにお

集まりいただき、ひとまずホッとしました。皆さん年齢を忘

れ、時間が経つのを忘れ、最初から最後までテンションの高

い会でした。 

 まずは各々が近況や思い出を語る３分間スピーチ、それぞ

れ語り始めると３分では終わりません。「そういえば、そんな

ことがあったね」、「あった！あった！」、皆そろって３０年以

上前にタイムスリップです。店の照明が暗いこともあり、お

互い加齢による容貌の変化がわかりにくいせいか、「昔と変わ

んねえなあ、相変わらず若々しいじゃないか」という会話が

聞こえてきます。 

 次はメインイベント「抱腹絶倒！スライド上映会」です。

林君が当時の懐かしい写真をスライドにして持ち込んでくれ

ました。新人歓迎合宿、夏合宿をはじめ数々の山行写真、そ

して忘れてはならない文学合宿の写真も。「あっ！あの時の写

真だ！これは●●岳！」など、多くの歓声が上がりました。

約35年も前なのに皆さんよく覚えています。 

 続くは、18期寺田耕晴君の歌唱指導による懐かしの山の歌

大合唱。寺田君の変わらぬ美声に導かれ、岳人の歌、剣の歌、

いつかある日、北岳の歌など、もちろん「都はなれて」も歌

いました。薄暗い店の雰囲気もマッチして、まるでテントの

中で歌っているようでした。いつまで経っても終わりません。

そういえば現役時代、周囲のテントから「うるさい！」とよ

く苦情がきました。 

 最後は「校歌」、そして今回幹事の林君によるエールで中締

め。あとは皆さん2次会へとネオンの中に消えていきました。

岳文会の飲み会は、今も昔も変わりません。 

 「夜8時まで」の約束むなしく、10時近くまで及んだ営業

妨害に目をつぶってくれた「さと子さん」、有難う。 

 そして、私たちの気まぐれな企画に出席いただきました皆

様、本当にお疲れ様でした。 

 またいつか、集まりましょう。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    

 

平成平成平成平成 22224444 年年年年 11111111 月月月月 24242424 日日日日    於於於於::::早稲田早稲田早稲田早稲田奉仕園奉仕園奉仕園奉仕園    
１．平成１．平成１．平成１．平成 22224444 年度活動報告年度活動報告年度活動報告年度活動報告    

（1）役員会   11 回開催 

   （8 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 23 年 12 月 17 日（土） 

     参加者 OB=17 名 現役＝11 名 

 （3）広報発行  3 回発行 

① 4 月 「岳文広報第 51 号」（総会報告、就職懇談会       

報 告 、 山 行 ・ 文 学 散 歩 ・ ス ノ ー 合 宿 報 告 、                  

東北地方 OB 報告、行事計画前期他） 

② 7 月 「岳文広報第 52 号」（文学散歩報告、夏合宿案

内、中国地方 OB 報告、行事計画後期他） 

③10 月 「岳文広報第 53 号」（夏合宿報告、総会・就職

懇談会案内、北海道 OB 報告他） 

 

 （4）山行関係他 

  ① 12 月 4 日 三浦アルプス      参加者 7名 

  ② 2 月 11 日 スノーシュー（入笠山） 参加者 6名 

  ③ 8 月 25・26 日 現役夏合宿に参加（上高地） 

    参加者 26 名（OB、OG の人数） 

 （5）文学散歩 

  ① 5 月 27 日 第 17 回 小田原散歩 

      参加者 8名 

  ② 7 日 1日 第 18 回 目白文化村から中井へ 

     参加者 10 名 

  ③11 月 4日 第 19 回 上野から本郷へ 

       参加者 11 名 

 （6）総会、OB・現役懇親会 11 月 24 日（土） 

 

 

   

２．平成２．平成２．平成２．平成 24242424年度会計報告年度会計報告年度会計報告年度会計報告（平成 23年 11月 26日～平成 24年 11月 23日） 

（１）年度会計報告 
収入の部 支出の部 

費  目 金額（円） 費  目 金額（円） 

年会費（220 名） 649,000 会合費（役員会） 91,185  

利息 68 会合費（総会） 68,610 

  広報作成（印刷・編集・発送費） 260,948  

  イベント費（就職懇談会） 50,400 

  イベント費（夏合宿） 70,000  

  現役補助（装備代等） 50,000 

  ホームページ 6,800 

    各種手数料（振込等） 1,155 

  会費納入手数料 15,360 

収入計 649,068  支出計 614,458  

前年度繰越金 909,844  次年度繰越金 944,454 

合  計 1,558,912  合  計 1558,912 

上位のとおり相違ありません。      

平成 24 年 11 月 14 日  会計担当  小西 麻子 

平成平成平成平成 22224444 年度定期総会報告年度定期総会報告年度定期総会報告年度定期総会報告    



    

（2）岳文基金残高報告    

前年度繰越金 2,133,332 現役補助（装備代） 151,620  

山小屋基金より繰り入れ 272,197 手数料等 840 

収入計 2,405,529 支出計 152,460 

  次年度繰越金 2,253,069 

合計 2,405,529 合計 2,405,529 

上位のとおり相違ありません。    

平成 24 年 11 月 14 日  岳文基金担当  設楽 万理 

 
３．平成３．平成３．平成３．平成 24242424年度会計監査報告年度会計監査報告年度会計監査報告年度会計監査報告    

４．役員紹介４．役員紹介４．役員紹介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 

☆副会長 谷口 一哉 18 期  ☆幹事 江国 敬泰 45 期 

☆副会長 菊池 俊行 24 期 幹事 設楽 万理 48 期 

幹事 小田 毘古 7 期 ☆幹事 岩本 悠 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 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 

 ※ ☆については、新規選出役員                      以上（敬称略） 

    

５．平成５．平成５．平成５．平成 25252525年度活動方針年度活動方針年度活動方針年度活動方針    

 （１）OB交流の振興 

①山行、文学散歩などの継続実施 

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）活動の支援 

③岳文広報やホームページによる積極的な広報活動の

推進（OB情報の発信） 

④OB交流のための新企画の実施 

（２）現役への活動支援 

①就職懇談会の実施 12月 15日（土） 

②行事活動の支援 

③現役会員増加に対する支援 

（３）OB・現役の交流振興 

 

６．平成６．平成６．平成６．平成 25252525年度予算年度予算年度予算年度予算 
収入の部 支出の部 

費目 金額（円） 費目 金額（円） 

年会費（260 名） 780,000  会合費（役員会） 100,000  

  会合費（総会） 70,000 

    広報作成（印刷・編集費・発送費） 300,000  

    名簿作成 150,000  

    イベント費（就職懇談会） 50,000  

  イベント費（夏合宿） 70,000 

    現役補助 100,000  

  ホームページ維持費 10,000 

    各種手数料（振込等） 5000  

  会費納入手数料 15,000 

    その他、予備費 10,000  

収入計 780,000  支出計 880,000  

前年度繰越金 944,454  次年度繰越金 844,454  

合計 1,724,454  合計 1,724,454 

 

2012201220122012年度ＯＢ総会参加報告年度ＯＢ総会参加報告年度ＯＢ総会参加報告年度ＯＢ総会参加報告    

47474747期期期期    田村田村田村田村    健健健健    
 今年２７になった。岳文会を卒業し、早５年。月並みだが

月日が経つのは早い。 

 ＯＢ総会に参加するのも、卒業翌年以来となる。今や自分

の後輩達もＯＢとして精力的に活動する中、申し訳なく思う。

今回は自分の結婚報告というよいきっかけがあり、久々に皆

様の前にお顔出しすることができた。 

 総会は早稲田奉仕園日本キリスト教会館にて、懇親会は早

大文学部内戸山カフェテリアにて執り行われた。総会講演会

では、２期池谷先輩から、法律について貴重なお話を聞くこ

とができた。時期の違いはあるが同じ大学、同じ岳文会にい

た大先輩との共通点を感じることでき、非常に嬉しかった。

懇親会では、諸先輩方と多くお話する機会を得た。現役の一

時期お世話になっただけの自分の顔と名前を覚えていていた

だけたことには感激した。5年くらいは長いようで短い時間な

のかもしれない。2時間はあっという間に過ぎてしまった。 

 社会人になると、想像していた以上に昔の仲間と会う回数

は減るものだ。転勤で遠方に行く人(最近の先輩諸氏の海外異

動の多さには本当に驚く)、休日も仕事が忙しく飲みに来られ

ない人、ただなんとなしに会う回数が減ってしまった人。人

と会うのに理由が必要になったのは、大変な変化であると自

分は思う。 

久々のＯＢ総会の場で、無条件で自分を受け入れてもらえる

場所の有り難さを改めて感じた。この貴重な場を大切にして



いき、これからも機会ある毎に、諸先輩、後輩と交流を深め

ていければと思う。 

 最後に、私事になりますが、昨年10月29日に47期関史代と

結婚いたしましたことを、この場を借りて報告させていただ

きます。同期として4年間を過ごし、卒業後社会人となってか

らお付き合いを始め、3年弱の交際を経て今日を迎えることが

できました。お世話になりました岳文会の皆様に御礼申し上

げるとともに、今後も変わらぬご指導ご鞭撻のほど宜しくお

願い申し上げます。

 

２０１３年度 岳文ＯＢ会 行事計画    

実施日 行事内容 集合場所・時間 担当者 申込締切 

4 月 20 日 

（土） 
山岳気象講習会 追って岳文会 OB 会 HP に掲載 - - 

5 月 26 日 

（日） 

文学散歩 

横浜文学＆歴史散歩 

JR根岸線石川町駅北口（中華街口） 
 12時 

谷口 
（18 期） 

5 月 20 日 

（月） 

6 月 2日 

（日） 

早稲田スポーツ観戦 

東京六大学野球「早慶戦」 

ＪＲ信濃町駅 

12 時 

高橋 

（44 期） 

5 月 31 日 

（金） 

6 月 16 日 

（日） 

ハイキング 

晃石山～栃木 

東武日光線新大平下改札口 
午前 10 時 

轡田 

（12 期） 

6 月 13 日 

（木） 

7 月 7日 

（日） 

文学散歩 

「たけくらべ」の世界 

地下鉄日比谷線三ノ輪駅 

午後 1時 

轡田 

（12 期） 

7 月 4日 

（木） 

8 月 24 日～25 日 

（予定） 
現役夏合宿 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。 

    

    山岳気象講習会山岳気象講習会山岳気象講習会山岳気象講習会        

 現役を支援するための企画ですが、OB 会の皆様の参加も

大歓迎です。 

1. 日時 4 月 20 日（土） 

2. 場所 未定（岳文会 OB 会 HP でご確認ください） 

3. 講師 山岳気象予報士 猪熊 隆之氏 

 登山をするものにとって気象に関する知識は必須である。

気象の判断を適切にやっていれば、山岳事故のかなりの部分

は未然に防ぐことができる。このため、今回 OB 会の主催で現

役を主たる対象として山岳気象の講習会を実施する。もちろ

ん OB の参加も大いに歓迎である。講師の猪熊氏は現在日本で

山岳気象の第一人者の人である。 

＜主な内容＞＜主な内容＞＜主な内容＞＜主な内容＞    

山岳気象の基礎（上昇流、水蒸気量、大気の安定度）高気圧、

低気圧、夏場の落雷、過去の遭難事例と大荒れの予想方法 

＜講師プロフィール＞＜講師プロフィール＞＜講師プロフィール＞＜講師プロフィール＞    

中央大学山岳部監督。「山と渓谷」「岳人」などで山岳気象の

連載や、「ガイアの夜明け」「生きるを伝える」などのテレビ

出演、朝日新聞「ひと」や日本経済新聞で、新鋭の山岳気象

士として紹介されている。 

    

    ハイキングハイキングハイキングハイキング        

◇◇◇◇    晃石山～太平山～アジサイ坂～栃木晃石山～太平山～アジサイ坂～栃木晃石山～太平山～アジサイ坂～栃木晃石山～太平山～アジサイ坂～栃木    
1. 日時    ６月１６日（日） 

2. 集合場所  東武日光線新大平下改札口 

      （浅草からが便利） 

3. 集合時間  １０時００分 

4. 申込締切  ６月１３日（木） 

5. 申込先   １２期 轡田まで 

      ・携帯   

      ・メール  

6. 持物    雨具 昼食 水筒 タオル 

      その他必要と思われるもの 

7. 費用    交通費 浅草から片道９８０円 

8. 雨天の場合 小雨実施（豪雨・強風中止） 

9. コース 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→アジサイ坂→栃木市内 

    0:10       0:15    0:15     0:30 

          （「山本有三ふるさと記念館」、「蔵の町」）散策 

      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。ここからはアジサイが 2,500 本ほど咲いているアジサイ

坂を下り栃木市内に入る。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。 



    文学散歩文学散歩文学散歩文学散歩        

◇◇◇◇    横浜文学＆歴史散歩横浜文学＆歴史散歩横浜文学＆歴史散歩横浜文学＆歴史散歩    

                「横浜開港に秘められた歴史」「横浜開港に秘められた歴史」「横浜開港に秘められた歴史」「横浜開港に秘められた歴史」    

        ――――    横浜中華街〜旧居留地〜旧日本人街横浜中華街〜旧居留地〜旧日本人街横浜中華街〜旧居留地〜旧日本人街横浜中華街〜旧居留地〜旧日本人街    

                                        〜今の野毛飲食店街へ〜今の野毛飲食店街へ〜今の野毛飲食店街へ〜今の野毛飲食店街へ ― ― ― ―    
1. 日時  5月 26日（日）  ＊小雨決行、大雨・強風中止 

2. 集合場所 JR根岸線石川町駅北口（中華街口） 12時集合 

3. コース 

横浜中華街で軽食（小龍包など店頭で）→ 善隣門 → 日

本国新聞発祥の地（ジョセフ・ヒコ）→関帝廟→ホテルニ

ューグランド本館見学（大佛次郎、チャップリン、石原裕

次郎など）→居留地遺跡、48番館→開港広場（日米和親条

約締結の地）→横浜開港資料館→象の鼻（旧イギリス波止

場、横浜税関遺構）→日本大通り（クイーン、ジャック、

キングの「３塔物語」）→横浜市開港記念会館（岡倉天心

生誕の地）→赤レンガ倉庫→旧税関事務所遺構→万国橋

（元の日本波止場）→県立歴史博物館（かつての正金銀行

本店）→馬車道（ガス灯発祥の地、牛馬飲水槽など）→吉

田橋→吉田町→野毛本通り→（＊ここからは時間があれば、

野毛坂を上がり、生糸貿易で財を成した豪商たちが住んだ

野毛山へ→俳人・中村汀女句碑→佐久間象山顕彰碑→長谷

川伸の碑→美空ひばり像→）野毛飲食店街へ 

4. 費用  入館料  500円程度 

     懇親会費 4,000円程度 + お昼 軽食代 

5. 案内人 19期 佐藤 彰芳 

6. 申込  5月 20日(月)までに、18期 谷口（ﾀﾆｸﾞﾁ） まで 

    ・メール    

    ・携帯     

    ・携帯メール  

 

 横浜での企画 第 1弾は 文学よりもかなり歴史に偏った企

画になりました。 

 浦賀へのぺリー来航は 1853（嘉永 6）年。翌 1854（安政

元）年、横浜村（現在の横浜開港資料館あたり）で会談の結

果、日米和親条約が結ばれる。1858（安政 5）年、日米修好

通商条約調印。翌 1859（安政 6）年、神奈川（横浜）、長崎、

函館が開港する。開港に先立ち、イギリス波止場が造られ、

後にはフランス波止場も築造される。 

 開港後、横浜は長崎の出島同様、川で囲まれ、関所が設け

られた。その結果、内側が関内、外側が関外と呼ばれるよう

になる。イギリスのジャーディン・マセソン商会など多くの

外国商社が横浜の居留地で商売を始める。それらの外国人に

最も喜ばれたのが生糸で、生糸こそが日本近代化に貢献した

稼ぎ頭だった。港に向かって日本大通りを境に、右が居留地、

左が日本人街。居留地の住宅街として外国人が住み始めるの

が山手で、日本人の豪商が住んだのが野毛山。なぜか裕福に

なるとみんな高いところに住みたがる？ 

 さて今回は、外国商人に通訳（漢字が使えるから筆談か？）

として連れられてきた中国人が定住するようになった中華街

を皮切りに、外国商人たちが商売をしていた居留地へと歩を

進め、大震災後に建てられたとはいえ、今も横浜を代表する

ホテルニューグランドを中心に当時の居留地を偲ぶ。さらに

日本人街に造られた権威ある建物群や波止場を散策、かつて

の横浜貿易の輝かしい時代を歩いてみたい。 

 そして最後は野毛飲食店街へ。時代の趨勢（いろいろあっ

たね）のなか、時代に取り残された観があったが、逆に今こ

そ、昭和の雰囲気漂うその街並は、しがないおっちゃんに愛

される町となったのである（最近は若いコも多い！）。人情が

あってうまい！そして、なんたって安い！……そんな居酒屋

で大いに「乾杯！」なのです。 

                                       19期 佐藤 彰芳

（季刊誌『横濱』編集長） 

 

◇◇◇◇    一葉の面影をたずねて一葉の面影をたずねて一葉の面影をたずねて一葉の面影をたずねて    

    partpartpartpart２２２２    「たけくらべ」の世界「たけくらべ」の世界「たけくらべ」の世界「たけくらべ」の世界    
1. 日  時  ７月７日（日） 午後１時 

2. 集合場所  地下鉄日比谷線三ノ輪駅 

    （上野からの進行方向前より、浄閑寺側出口改札） 

3. コ ー ス 

浄閑寺→目黄不動尊→千束稲荷神社→一葉記念館→一 

葉旧居跡→竜泉寺→三島神社→朝日弁財天→大音寺→飛

不動尊→見返り柳→吉原神社→吉原弁財天→鷲神社→太

郎稲荷神社→池波正太郎記念文庫→浅草（神谷バー） 

4. 雨  天  小雨実施（豪雨・強風中止） 

5. 費  用  一葉記念館入館料（300 円）、懇親会費 

6. 参考文献  樋口一葉著「たけくらべ」 

7. 申込締切  7 月 4 日（木） 

8. 申込先   １２期 轡田まで 

      ・携帯   

      ・メール  

 

 昨年の 11 月には―上野から本郷へ一ということで一葉の

旧跡をたずねた。今回は前回の続編として、名作「たけくら

べ」の世界を散策してみる。一葉家族は生計のため、旧本郷

菊阪町から下谷竜泉寺町に移り荒物・雑貨・駄菓子を扱う店

を開いた。以前歩いたことのあるところと一部重複するとこ

ろがあるがご容赦願いたい。 

 地下鉄三ノ輪駅からすぐにある浄閑寺（投込み寺）による。

ここは病をえて亡くなった遊女が葬られた寺である。安政二

年の大火で逃げ遅れて焼け死んだ大勢の遊女が投込まれる 

ように葬られたので「投込み寺」という異名がある。門前に

「生まれては苦界 死しては浄閑寺」の句が記されている。

永井荷風がよく訪れたところで、荷風の筆塚と文学碑があ 

る。江戸五不動のひとつである立派な目黄不動をとおり、「八

月廿日は千束神社のまつりとて、」とある千束稲荷神社を経て

一葉記念館に向かう。入口に一葉記念碑が立っている。向か

いの一葉記念公園には佐々木信綱の筆になる一葉たけくらべ

記念碑がある。 

 記念館で資料を見て一葉の生涯を調べた後近くの旧居跡に

向かう。旧居は店が 5 畳ほど、奥の住まいは 5 畳と 3 畳の二

間の 2 軒長屋であった。本郷から移ってきた一葉一家は、こ

こで荒物雑貨・駄菓子などを売る店を開業した。当初は繁盛

したが、後で同じような店が近所にできて家業は傾きわずか



九ヶ月で店を閉じ、本郷近くの一葉終焉の地に移った。 

 竜泉寺町の名の起こりである竜泉寺を見て三島神社に向か

う。三島神社は鎌倉時代に、伊予の大三島の大山祇神社の神

様を勧請したと伝わる神社である。「三嶋さまの角をまがりて

より見ゆる～」。朝日弁才天を経て大音寺に向かう。朝日弁財

天は「春季の大運動会とて水の谷の原にせし事ありしが～」

とある水の谷にある弁天様である。名の由来は西の不忍池弁

天を夕日というのに対し、この弁天を朝日といったとの事に

よる。大音寺はたけくらべの有名な書き出しで門前が出てく

る寺で、[真如の家・龍華寺]のモデルとなった寺である。真

如のモデルになったお坊さんの墓もある。「大音寺前と名前は

仏臭いけれど～」。次に回る飛不動尊は下谷の不動といって江

戸七不動の一つで、最近では航空安全の守護神として有名に

なってきた。 

 吉原遊郭で遊んだ客がこの辺りまで来て、名残惜しく遊郭

の方を振り返ったことからこの名をつけられたといわれてい

る見返り柳を見て、吉原神社に向かう。吉原神社は新吉原の

守護神で花魁も参詣した。境内に久保田万太郎の句碑がある。

近くに吉原弁財天がある。関東大震災の時には多くの人がこ

の池に逃れ、490 人もの人が溺死した。その慰霊のために築

山の上に観音像が立てられた。境内には往時を偲ぶ［花の吉

原名残の碑］が立ち、入口の石柱は大門を模したものである。 

 鷲神社は[お酉さま]で有名な神社である。たけくらべは千

束神社の夏祭りで始まり、鷲神社の酉の市で終わる。境内に

は一葉没後 100 年を記念して、樋口一葉文学碑と樋口一葉玉

梓乃碑(たまずさのひ)が建てられた。玉梓乃碑は一葉が半井

桃水あてた書簡である。太郎稲荷神社は美登利が姉さんが繁

盛するようにと毎朝願かけに詣でた神社である、 

 ここから浅草に向かう。途中に、池波正太郎記念文庫があ

るので寄ってみる。池波正太郎の作品に関するさまざまな資

料を収蔵し、書斎の復元や著作・自筆原稿等を展示してある。 

浅草で打ち上げをしよう。もちろん神谷バーの電気ブランで

の一杯である。 

（「 」内はたけくらべからの引用） 

    早稲田スポーツ観戦早稲田スポーツ観戦早稲田スポーツ観戦早稲田スポーツ観戦        

 スポーツ観戦を企画いたします。多くの OB、OGの皆様と

一緒に伝統の早慶戦（野球）では「紺碧の空」をを歌いませ

んか。 

 

◇◇◇◇    東京六大学野球「早慶戦」東京六大学野球「早慶戦」東京六大学野球「早慶戦」東京六大学野球「早慶戦」    

1. 日時 6月 2日（日）予定 13:00試合開始 

2. 場所 神宮球場 

3. 集合 ＪＲ信濃町駅 12:00 

4. 申込 5月 31日（金）までに、44期高橋まで 

 ・メール： 

  ・携帯： 

5. その他 一般席での観戦予定となります。 

     試合終了後、懇親会を予定しております。 

 

54545454 期期期期    那須那須那須那須    俊彬俊彬俊彬俊彬    
 2012年 12月より岳文会幹事長に就任いたしました、今現

在早稲田大学政治経済学部経済学科 3年に在籍しております、

54 期那須俊彬と申します。まだまだ尻の青い若輩者ですが、

今年 1年間岳文会の先頭に立ち、サークルのために粉骨砕身

するつもりなので、どうか宜しくお願いいたします。 

 まずは簡単な活動報告をさせていただきます。11月行われ

た幹部交代合宿以降の主な現役の活動としては、12月、なん

と聖夜の日をまたぎ白馬五竜スキー場にて、スキー合宿を行

いました。聖夜の日に誰かが過ちを犯すのではないかとワク

ワクしていましたが、私の知るところでは特に怪事件は発生

せず、残念ながら平穏無事に合宿を終えてしまいました。こ

れに負けじと 2月、そう、多くの男子が期待に胸を膨らませ

るであろう St. Valentine’s Dayをはさみ、再び尾瀬スキー

場にてスキー合宿を行うこととなりました。隙あらばワンチ

ャン―one chance―を得ようとする企画者サイドの意図が透

けて見えるようです。しかしそこは近年猛威を振るっている

「草食化」の影響をもろに受けた岳文会、やはり怪事件は発

生せず、平穏無事に合宿を終えることとなりました。強いて

言えば、血気盛んな 1男がコカ・コーラを爆発させ、宿の壁

を汚したことくらいです。宿の方には大変ご迷惑をおかけし

ました。 

 4 月からはいよいよ新歓ということもあり、後輩に先輩と

しての自覚を持ってもらうよう発破をかけています。新入生

に楽しんでもらえるような企画を今年も例年通り豊富に用意

し、新しい季節の訪れに備えているところであります。 

 岳文会は近年総勢 100名を越える大所帯となり、サークル

として大きな転換期を迎えているところなのではないかと思

います。100 名も在籍するとなりますと、色々な人間がサー

クルにいます。人の数だけ考え方や可能性があることを考え

ると、これは素晴らしい環境なのではないでしょうか。自分

も先輩方や後輩から教えられることがたくさんありましたし、

またこれからもたくさんあると思います。そうした意見を取

り入れ、サークルのさらなる繁栄を目指し一年間努力する所

存であります。これをもって、挨拶とさせていただきます。

乱筆乱文、ご容赦願います。 

 

司馬遼太郎の「アメリカ素描」を思い出しながら司馬遼太郎の「アメリカ素描」を思い出しながら司馬遼太郎の「アメリカ素描」を思い出しながら司馬遼太郎の「アメリカ素描」を思い出しながら    

20202020 期期期期    石塚石塚石塚石塚    一夫一夫一夫一夫    

 司馬遼太郎の紀行文は深いところで、文明批評を突きつけ

る処があると思ってますが、マンハッタン在住４年目の私の

いつもの生活は駐在員生活の多忙の中に埋もれてしまい、た

だ時間に流されているような気がします。がここでは、マン

ハッタンの街角で,司馬さんの題著書の内容をふと思い出す

ような風景を書いてみたいと思います、暫しお付き合いくだ

さい。 

 私はセントラルパーク南西角近くの５９丁目のアパートに

現役から現役から現役から現役から    

海外のＯＢから海外のＯＢから海外のＯＢから海外のＯＢから    



住んでいます。ジャズのオールドナンバーで有名な「A 線に

乗って」の地下鉄 A線が直ぐ側を走っています。A線に乗り

北に向かうと、１２５丁目ハーレムは直ぐです。今ハーレム

は安全になり、たまに黒人料理を食べたり、アポロシアター

に行ったり、教会のゴスペルを聞いたりします。司馬さんは

本当のアメリカ人はWASP（白人、アングロサクソン、プロ

テスタント）では無く、奴隷として連れてこられた黒人たち

だろうと言っています。ジャズ、ソウル、ファッションなど

黒人大衆文化こそ、アメリカ文化の核を作っているんだなと、

ハーレムを歩くとやはり感じます。マンハッタンの老舗ブル

ーノートで日本人ピアニスト上原ひろみを最近聞きに行きま

したが、元々は黒人音楽だったジャズも、今や日本を含め世

界中のものですよね。次は A線の向きを南にとって、アメリ

カ資本主義の象徴ウオール街に行きます。「アメリカ素描」を

書いた２５年前に、本当の投資は一部で、大多数は投機であ

り、剝き出しのエゴイズムとなってゆく資本主義システムの

崩壊を心配するという件を思い出します。２００８年のリー

マンショックは司馬さんの慧眼が既に予言していたような気

もしてきます。ウオール街から歩いてバッテリーパークまで

直ぐです。そこから自由の女神、エリス島の移民博物館を見

ると、自由と富を求めて世界中から人々が集まったんだなと

いう感慨と、当時の新世界の息吹を強く感じます。夢と矛盾

のコントラストが隣りあわせに在る場所ですね。 

 ところで、休日にセントラルパークのベンチに座ってスト

リートミュージシャンの演奏を聴いていると心が和みます。

世界中の様々な人種の人たちが歩いているので、顔を見てい

るだけでも飽きません。人種の坩堝ならぬ、人種の動物園と

云った趣です。尤も向こうから見れば、私もその動物園の住

人の一人なのですが。皆さんも機会があれば是非一度、見る

側と見られる側が入れ替わる「人種の動物園」の異次元体験

をしに、マンハッタンへいらしてください。 

 

45454545 期期期期    中村中村中村中村    公一公一公一公一    

 皆さんは「アモイ」という地名をどこかで聞いたことはあ

りませんでしょうか？ 

アモイは中華人民共和国・福建省の中の、台湾に近いところ

にある、小さめの市で、大陸側と島（アモイ島）側、両方ま

たいだ形で構成されています。学生時代にＮＨＫラジオ第二

放送の「気象通報」を聞きながら手書きで天気図を描いてい

た方は観測地点の名前として出てきたことを覚えていらっし

ゃるかもしれませんね。 

 私はそんなアモイの島の中で、2012年より勤務をしており

ます。そろそろ 1年が経つのですが、国が違うということは、

文化・習慣が違うことであり、文化・習慣が違う人たちと仕

事をしていくということは、その違いと向き合いながら共に

歩んでゆくことなのだという当たり前のことに、改めて気づ

かされる日々です。特に習慣の違いとして感じたことで印象

的だったこととして、「行間を読む」「あうんの呼吸」という

習慣がほぼ日本固有のもので、それらが一切通用しないのだ、

ということがあります。その点について、一例をご紹介した

いと思います。 

 私の勤務先は日本企業の海外現法ですので、日本本社の依

頼業務を遂行することが主な業務のひとつで、たとえば私の

いるＩＴ部門であれば、プログラム開発を依頼されます。 

 ある日、日本本社から来る仕様書について、現地の中国人

スタッフから途中で白旗が挙がる。中身を見ていると、処理

内容の条件記述について、そのすべてが記述されていません

でした。日本であればここで、記述されていない部分につい

て読み手が補完する、つまり「行間を読む」ということが自

然発生していたはずなのですが、こちらではそういった習慣

はほぼないため、 

「どうすれば良い？」となるのはむしろ自然なことだったの

です。 

 こういった場面で習慣の違いを感じるとともに、共に仕事

をしていくのであれば、その違いと向き合い、受け止めた上

で仕事をしていくことが大切なのだと思ったのでした。 

 ところで、私が住んでいるアモイ島の中はゆっくりとした

時間が流れています。飲食についても、地元料理以外にもさ

まざまな国の料理店（最近吉野屋もできました）があったり、

スターバックスなどのコーヒーショップや自営カフェも多く、

美しい浜辺や名所、ショッピングモールもあり、休みの時間

は自分の時間を思い思いにすごせます。 

 休みの時間といえば、こちらの人たちは多くが毎日定時き

っかりで一斉に帰るほど、自分の時間を大切にしています。

日本の勤務環境からみるとある種の違和感を感じるかもしれ

ませんが、これも大事なことだなと感じた次第です。 

 あまりまとまりのない文面で大変恐縮ではありますが、日

本を離れる中で、違いに気づきをもらう近況を感じていただ

ければ幸いです。 

 

45454545 期期期期    吉田吉田吉田吉田    祥子祥子祥子祥子    

 2011年夏のとある台風の夜、私は JRの運転見合わせで帰

宅の足を失った上司と名古屋駅の蕎麦屋にいました。 「スウ

ェーデンに行ってみないか。」 お酒の勢いも手伝って「面白

そうですね」と返した私。それから一年後の 2012年 8月 26

日から、本当に私の 2年間のスウェーデン生活が始まりまし

た。 

 今回岳文広報寄稿の機会を頂きましたので、スウェーデン

や私が感じた諸々についてご紹介させて頂きたいと思います。 

＜スウェーデンの地理＜スウェーデンの地理＜スウェーデンの地理＜スウェーデンの地理////気候＞気候＞気候＞気候＞    

 日本の約 1.2 倍の国土を持ち、人口は日本の 1/6 以下の北

欧の国。私が住む Goteborg(イエテボリ)はストックホルムに

次ぐ第 2の都市で、西海岸に位置する工業と貿易が盛んな港

街です。比較的南に位置しますが、冬の日照時間は最短約 7

時間（8:30-15:30）。気温マイナス 15 度も珍しくはありませ

んが、湿気が少なく雪はサラサラとしていてとてもキレイで

す。空気を吸い込むと肺の中まで凍るようで気持ちが引き締

まります。長く外にいると“痛い”のですが…。一方、夏場

の気温は約 25 度ととても気持ちが良く、日照時間が最長約

17時間半（4:30-22:00）ともなることもあって、心なしか皆

の気持ちも晴れやか。カフェの外にテーブルが並び夜遅くま

で外を出歩く人が増えます。北極圏に近づけば百夜や真夜中

の太陽（ミッドナイトサン）も見られるそうなので、一度は

足を運んでみたいと思っています。 



＜語学＞＜語学＞＜語学＞＜語学＞    

 スウェーデンで驚くのは国民の英語力の高さ。ビジネスシ

ーンはもちろんスーパーや駅の売店でも英語が通じます。何

でも人口が少なく独自の TV 番組を作るのが大変なのでアメ

リカや U.K.から番組を買ってくるケースが多いのだとか。で、

スウェーデン語の字幕を付ける。そんな TV を子供の頃から

見て英語を耳にしているからなのだそう。日本人からすると

「TVを見るだけでそんなに喋れるようになるの？？」と思っ

てしまいますが、現に英語が通じず困った…という経験はほ

とんどありません。もちろん街中の標識や看板はスウェーデ

ン語表記なので戸惑うこともありますが、聞けば誰でも親切

に教えてくれます。諸外国に行くと言語が分からない不安が

ありますが、その点においては外国人に易しい国と言えるの

ではないでしょうか。 

＜文化＞＜文化＞＜文化＞＜文化＞    

 有名な絵本で「長靴下のピッピ」、最近の本では「ドラゴン

タトゥーの女」もスウェーデンの作品です。歌手でいうと

ABBA/Ace of Base/Mejaといった面々も有名ですね。今話題

の Spotifyという web上サービスもスウェーデン発だったり

します。 

 そんな中で私が好きなのは何と言っても“北欧デザイン”。

最近日本でも IKEA（これもスウェーデン発）という大型家

具店が人気ですが、モダンなデザインに機能性を備え、あた

たかみのある色使いが特徴です。北欧の暗くて長―い冬を家

の中で快適に乗り切る為の生活の知恵が詰まっている気がし

ます。家具ではデンマークのデザイナーが有名ですが、スウ

ェーデンのグスタフスベリの陶器やガラス製品もなかなか素

敵です。鮮やかな色彩も無駄なく取り入れられていて、北欧

の家具や雑貨は見ているだけで本当に楽しい。なかなかいい

お値段ではありますが…。将来自分がどんな家に住むか分か

りませんが、夢だけは膨らみます。 

＜スウェーデンの職場＞＜スウェーデンの職場＞＜スウェーデンの職場＞＜スウェーデンの職場＞    

 私の勤務する自動車部品メーカーは国内海外問わず様々な

カーメーカーと取引がありますが、スウェーデンといえばボ

ルボです。私の仕事は言ってしまえばボルボに部品を買って

もらうことです。ここでは技術の話も価格の話も自分が主体

でしなければなりません。一文出身の私としては専門外も多

いので、上司同僚のサポートを多分に受けながら格闘する毎

日です。スウェーデン人はどことなく日本人と似ていて、ど

ちらかといえば優しく穏やかで協調性を重視する国民性。私

のつたない説明も一生懸命聞いて理解しようとしてくれるの

はとても有難いです。 

 この国でよく感じるのは、共働きが当たり前ということ。

男性の育児休暇も国が保障していて、15時過ぎに帰宅して幼

稚園に子供を迎えに帰ったり、子供が病気になると休暇を取

って面倒を見る、というのも良くある風景です。その為もあ

ってか、スーパーでは簡単に準備できる冷凍食品（割とおい

しい）が充実していたり食洗機が普及していたりします。

「Family First（家庭第一）」。福祉がしっかりと保障されて

いるスウェーデンならではでしょう。 

 また「Fika（フィーカ）」という風習もはずせません。「お

茶する」というような意味合いですが、スウェーデン人はこ

の Fikaが本当に大好き。ほとんどの会社にはコーヒーマシン

があって（北欧は世界的にもコーヒーの消費量が非常に高い

国）、15 時になると皆で食堂に集まってお菓子を食べながら

おしゃべり。忙しいときには日本人の出向者だけ一日中働い

ていて、スウェーデン人スタッフは優雅にお茶している…な

んて場面もあり、さすがにその時は「う…」と思ってしまう

こともありますが、これも文化。否定はできません。のんび

りしたお国柄は、スウェーデンのとてもとてもよい所です。

日本人もたまには見習わないと！ 

 

 最後に。人が少ない、人だけでなく物もサービスも少ない。

似たような景色が延々と広がっている…そんな国スウェーデ

ンですが、ここを基準に考えると、こんなにゆっくり自然と

向き合って、自分や仲間や家族のことを考える時間が溢れて

いるというのはとても幸せなことかもしれません。日本とは

もちろん違うからこそ、この国の“当たり前”を受け入れて

生活してみると、毎日が新鮮で出会いと発見に溢れています。

機会があれば是非一度、北欧の国々を訪れてみてください。 

 

名簿作成に向けた協力依頼名簿作成に向けた協力依頼名簿作成に向けた協力依頼名簿作成に向けた協力依頼    

44444444 期期期期    高橋高橋高橋高橋    力也力也力也力也    

今年度開催される OB 総会において OB 会名簿を発行、配布

をさせていただきます。（前回は 2010 年開催の 50 周年記念式

典にて発行、配布をしております。）会員の皆様におかれまし

ては、OB 会名簿へ登録する内容（現住所、勤務先等）を事務

局まで連絡願います。特に４月は転勤等により住所が変更と

なる方が多い為、忘れずに連絡願います。連絡方法としては、

別添の官製葉書へ記入の上郵送又は下記の事務局メールアド

レスへ送信願います。なお、現在名簿へ登録されている内容

を確認したいという方は同じく下記連絡先までご連絡願いま

す。名簿作成に向け、なにとぞご協力をよろしくお願いいた

します。 

◇ 事務局連絡先 

  44 期 高橋力也 

  TEL： 

  Mail： 

 

平成平成平成平成 22225555 年度年会費について年度年会費について年度年会費について年度年会費について    

45454545 期期期期    小西小西小西小西    麻子麻子麻子麻子    

 昨年度は事務局運営につきまして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。 

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 24年 11月 24日を平成 25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  

 今年度は 51期までが納入対象者です。（52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。

OBOBOBOB 会幹事会からの連絡会幹事会からの連絡会幹事会からの連絡会幹事会からの連絡    


