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◇設立 20周年記念講演会＆記念式典      

～中林教授とマンドリン楽部を迎えて～ 

 ようやく春らしくなった 3月 5日(土)、こもれびホ

ールにおいて、20周年記念事業の最後を飾る記念講演

会および記念式典が開催された。 

長引くコロナ感染防止のため、今回もマスクの着用

や消毒、検温などを徹底した上、観客数も定員の 50％

に制限しての開催であったが、当会会員・家族や近隣

稲門会員、他大学の校友会員などの約 160人に加え、

100 人近い一般のお客様の参加もあり、総勢 262 人と

なる盛大な会となった。 

第一部は記念

講演会。冒頭、挨

拶に立った緒方

会長は、コロナ禍

で、この講演会が

何度も延期を余

儀なくされたが、

皆の努力で今回やっと開催できたことなどを述べた。 

続いて、西東京市の池澤市長による祝辞があり、東

伏見キャンパスでの催しや、稲門寺子屋などの活動を

通じて、西東京市と早稲田（稲門会）との特別親しい

関係に言及された。 

そしてメインは、中林美恵子教授による「バイデン

政権下のアメリカと日米関係」と題する講演。ご本人

の米国連邦議会での公務員経験に基づいたバイデン政

権や米国の政治を分析した内容は、大変示唆に富み、

興味深いものであった。最後には熱心な質問が多数あ

りそれぞれに丁寧に答えられていた。親しみやすい話

ぶりも好評で講演会は万雷の拍手のうちに閉幕した。  

余談ではあるが、「中林教授は、背が高くスタイルも

抜群、まるで女優のようだ」と言う参加者もいた。 

第二部は記念式典。本日 2度目の緒方会長の挨拶に

続き、田中愛治総長・校友会会長の祝辞（原田幹事長

が代読）、校友会東京三多摩支部の加瀬明彦支部長から

の祝辞（京極英二副支部長が代読）が披露された。 

その後は、ゲストとして迎えた早稲田大学マンドリ

ン楽部の学生 23人による演奏会となった。 

「紺碧の空」から始まり、「東京音頭」「学生時代」

「川の流れのように」など、哀愁を帯びたマンドリン

の音色は聴衆を魅了。アンコールの「早稲田の栄光」

まで全 9曲の熱演に観客も惜しみない拍手を送った。 

最後に、応援部リーダーOBの瀧澤弘道会員(H11・人

科)のリードによる「都の西北」を、マンドリン楽部の

学生と会場の来賓・会員が共に心の中で熱唱して記念

式典は盛況のうちに終了となった。 

                       林 尚登（S50・商）  
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◇中林美恵子教授の講演会要旨 

＊一般教書演説（2022年 3月 1日）のポイント 

新大統領の一般教書は、例年は 1月末に発表されて

いるが今年は 3月と遅かった。内容は、ウクライナ情

勢の分析、ロシアに対する姿勢（但し、米国は軍事行

動はとらない）、中国との競争に勝つ、アメリカ経済を

強めるなど。 

＊日米首脳会談（2021年 4月 16日） 

中国とのスタンス、半導体等サプライチェーンでの

連携、2030年までに脱炭素へ確固たる行動を取る等の

他、日本にとって重要な事は日米安保条約第 5条の尖

閣諸島への適用を再確認したことであり、日米安保が

あって良かったと感じる。 

＊バイデン大統領の支持率の推移（2022年 3月） 

 発足当時支持 50％、不支持 30％台が直近で逆転し

た。民主党支持者でも昨年 11 月半ば迄は 90％台で推

移したがその後 80％台に低下した、理由は無党派層の

支持離れがある。  

＊中国との関係の重要性 

米国にとって中国の半導体関連の技術、製品輸入が 

脅威となっており、これを意識・対抗するため、「対中

競争法案」を昨年 6月上院、今年 2月下院にて成立さ

せた。さらに、11月の習近平主席とのオンライン会議、

12月の「民主主義サミット」開催は、中国への強い警

戒感の現れであり、国内向けの日米韓連帯のアピール

と考えられる。 

＊ウクライナ危機（2022年 3月） 

オリンピックはロシア軍事行動の導火線の如く、五

輪開催期間前後に侵攻が始まる（2008年 8月のグルジ

ア、2014年クリミア半島）。今回は習主席が五輪中（2

月 20日閉幕）の侵攻回避をロシアに要請したらしい。 

＊日米 2プラス 2での合意事項（2022年 1月） 

中国を意識した安全保障同盟の強化をめざし「技術

開発」「ミサイル防衛の強化」「安保戦略の精査」「対中

抑止、台湾海峡の平和と安定」について合意した。 

＊まとめ 

就任後 2年を迎えたバイデン大統領の足跡と日米関

係について、最新の分析データならびに教授作成の資

料を加えた 40 頁にわたる資料に沿って、明快な解説

をいただいた。さらに、ロシアのウクライナ侵攻に至

るタイムリーな解説まで、充実した講演だった。 

               宿利 忠（S43・商） 

◇20周年記念事業報告 

 イベント関連は 3月の記念講演会および記念式典を

もって終了し、記念誌の発行を残すのみとなりました。

個々のイベントの詳細については都度会報、HPでお知

らせしていますが、以下の通り開催順に概要をご報告

します。 

20周年記念総会（第 21回定時総会） 

・日時：2021年 6月 

・緊急事態宣言発令期間中となり書面決議 

20周年記念演奏会 

・日時：2021年 10月 9日(土) 

・場所：保谷こもれびホール メインホール 

・出演：早稲田大学応援部 OB・OG吹奏楽団（稲吹会） 

・参加者：312人（会員・一般聴衆等含む） 

20周年記念会長杯ゴルフ会 

（稲門寺子屋西東京支援チャリティゴルフ） 

・日時：2021年 10月 22日(金) 

・場所：高坂カントリークラブ 米山コース 

・参加者：15人（部外参加者 6人含む） 

20周年記念新春の集い 

・日時：2022年 1月 16日(日) 

・場所：保谷こもれびホール 小ホール 

・ゲスト：文華女子高校箏曲部 OG   

・新型コロナ対応により飲食無し 

・参加者：54人（会員・ゲスト含む） 

20周年記念講演会・式典・懇親会 

・日時：2022年 3月 5日(土) 

・場所：保谷こもれびホール メインホール  

・講演会：講師 中林美恵子早稲田大学教授 

・演題：バイデン政権下のアメリカと日米関係 

・式典演奏：早稲田大学マンドリン楽部 

・懇親会：新型コロナ対応により実施せず 

・参加者：262人（出演者・一般聴衆含む） 

上記 20周年記念イベントの収支 

・費用：合計…766千円 

（演奏会 297千円、記念ゴルフ会 10千円、 

新春の集い 151千円、講演会 308千円） 

・収入：（会費・祝儀）計 77千円 

・差引収支：△689千円 

20周年記念誌の発行 

・発行：2022年 6月(予定) 

・経費：300千円（見込み）   
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◇第 22回定時総会 6月 19日（日）開催 

今回は、3 年ぶりで対面での総会となりますが、来

賓は招かず会員のみで挙行します。コロナの流行が未

だ収まっていませんので、懇親会は無しとします。 

第 1部前進座の俳優による朗読劇をお楽しみくださ

い。ご家族・友人の観劇 OKです（出欠回答葉書で事前

登録をお願いします）。また、会場で「設立 20周年記

念誌」を皆様にお配りします。奮ってご参加ください。 

◇日 時：令和 4年 6月 19日(日) 

14：00～16：00（受付開始 13：30～）  

◇会 場：早稲田大学東伏見キャンパス 

79号館 STEP22-205号教室（東伏見駅南口） 

◇次 第 

・第１部：演劇会 14：00～14：50 

    朗読劇『時代物山本周五郎作品』 

出演：前進座 有田佳代、黒河内雅子 

・第 2部 定時総会 15：00～16：00  

◇会費 徴収しません 

 

事務局からのおしらせ 

◇ポストマン担当一覧表について 

皆さんご承知と思いますが、当会では市内在住の会

員の皆様への会報等のお届けは、お近くに住む会員の

ポストマンが行なっています。 

現在 28人のポストマンが分担して、約 200人の会

員にポスティングをしています。これによって年間約

13万円の郵便料金が節減できているほか、会員の転

居などの動向を把握できるケースもあり、会の運営に

大きく貢献しています。ポストマンの皆様には、この

場を借りまして改めて御礼申し上げます。 

ご参考までに、令和 4年 5月 7日現在の「ポストマ

ン担当一覧表」をお届けします。 

 

◇会員訃報  

藤野 八郎 様（S35法） 

  令和 3年 10月 6日 ご逝去（享年 84） 

 須賀 毅 様（S54理工、S58政経） 

  令和 4年 4月 15日 ご逝去（享年 65） 

  『最期に随筆「由無し事」を執筆されました。 

（詳細は HPご参照）』 

 

謹んでご冥福をお祈りいたします 

ゴルフ同好会 

春季コース練習会開催 

ゴルフ同好会のコース練習会が、4月 20日(水)川越

グリーンクロスで開催されました。5月 25日(水)の春

季ゴルフ会に向けての練習会です。当日は雨模様で、

気温は低く肌寒い日でしたのでキャンセルもあり、参

加は 6人。河川敷のコースとはいえ、微妙にクリーク

が配置されていて決して優しいコースではありません

でしたが、楽しくプレイできました。 

結果は、グロス 90代 3人、100以上 3人。本番に向

け良い練習会になりました   

原田 一彦（S46・商） 

新入会員自己紹介 

◇脇田 達矢（H6・社学） 

愛知県江南市出身、平成 2 年に

一浪して社学に入りました。父が

商、娘が文構と学部は違いますが、

3 代で早稲田の門をくぐらせてい

ただき、今なお臙脂の誇りを共有

しています。 

学生時代は寝る間を惜しんで遊び、酒を飲み、麻雀

を打ち、そして早慶戦、早明戦ほか学生スポーツを徹

夜並びで観戦し、たまに学ぶという充実の 4年間を過

ごしました。 

卒業後は静岡、東京で 20年の税理士事務所勤務、そ

の後 5年の事業会社勤務を経て、昨年、西東京市で税

理士事務所を開業しております。 

まだまだ趣味に時間をかける余裕はありませんが、

父の影響で子どもの頃から早稲田ラグビーが大好きで、

毎年、秩父宮や国立に家族揃って応援に行っています。

昨年は年越しが叶いませんでしたが、相良組には新国

立で「荒ぶる」を是非歌ってほしいと思います。 

西東京市に移り住んで 5年、皆さまとのご縁に大変感

謝しております。よろしくお願いいたします。 
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早稲田の北京五輪・パラ五輪 

◇渡部暁斗選手 0.6秒差の銅 

ノルディック複合 3大会連続メダルの快挙 

 ノルディック複合ラージ

ヒル。渡部暁斗選手（H23・

スポ科）は、前半のジャンプ

では 135 メートルを飛び 5

位。後半の距離では中盤か

ら先頭集団の一角で争う。

終盤はトップに立ったが、

最後の直線でし烈な争いと

なり、金メダルまで 0秒 6秒及ばず銅メダル。   

悲願の金メダルはならなかったが、渡部選手は、2014

年ソチ五輪、2018年平昌五輪の個人ノーマルヒルで銀

メダルに輝いており、同種目では史上初の 3大会連続

表彰台の快挙となった。 

 

◇オール早稲田で銅メダル 

複合団体 28年ぶりの表彰台 

ノルディック複合団体は早稲田大学校友の渡部暁斗

・渡部善斗・永井秀昭・山本涼太 4選手によるオール

早稲田チームが銅メダルを獲得した。 

(左から)渡部善、永井、渡部暁、山本選手 

前半のジャンプを 4位で折り返し、首位オーストラ

リアと 12秒差でスタート。後半距離（20キロリレ

ー）では各選手が粘りの滑りで最後までつなぎ、順位

を一つあげ、3位でゴールしました。 

ノルディック複合団体でのメダル獲得は、本学校友の

荻原健司氏や河野孝典氏らの日本チームが、1994年

リレハンメル大会の金メダル以来、28年ぶりの快挙

です。 

◇村岡桃佳選手 金３銀１ 

パラ・アルペンスキー座位 

村岡桃佳選手（スポ科研究科博士課程）は、アルペ

ンスキー女子の滑降、スーパー大回転、大回転の 3種

目で金メダル、スーパー複合で銀メダルを獲得した。  

5 競技のうち、回転をのぞく４競技でメダル獲得と

なった。村岡選手は前回の平昌大会でも、大回転で

金メダルを含む 5つのメダルを獲得している。 

 

◇稲門祭 今年はリアルで開催  

記念品の購入に協力を！ 

稲門祭は、コロナ禍のため一昨年は中止、去年はオ

ンラインで行われましたが、本年は 10月 23日(日)に

3年ぶりのリアル開催の予定です。 

今年のテーマは「さあ、始めよう！世界で輝く

WASEDA とともに」です。当会も東京三多摩支部の

「サロンド三多摩」に参加します。 

稲門祭は、学生支援の場でもあります。記念品の販

売収益は全額「校友会奨学金」として在校生の支援に

充当されます。また、記念品の売上げは校友会からの

助成金等にも反映されます。西東京稲門会の記念品売

上げ目標は 19 万円です、コロナ禍で喘ぐ学生支援の

ためにも昨年同様目標を上回りましょう！ 

 会報と共に配布される払込取扱票を利用し、申し込

みをお願いします。（記念品は同封チラシ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

[編集後記] 

記念事業は、「演奏会」「新春の集い」「講演会

＆式典」を開催することができました。コロナ禍

という異常事態のなかで実施できたことを誇り

とし、これからの 10年に向けての励みにして頂

きたい。（N・S） 

[会報編集委員]  

大久保健仁 緒方 章 原田 一彦  
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