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吟  在早稲田  

早稲田大学稲吟ＯＢ会   



 

 

稲吟ＯＢ会の№43 号をお届けします。今号では、2017 年度実施報告、本年 3 月の定例総

会を含む 2018 年度実施報告、現役の活動状況等をお伝えします。 
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■表紙解説 

大隈庭園から大隈講堂と学舎を見る、全学部の建物は新築ビルに建て替えられ、昔を 

忍ぶ物は大隈講堂、大隈翁銅像、図書館と演劇博物館くらいでしょうか。 

■裏表紙解説 

大隈通りも昔からある店舗は少なくなりました。天婦羅「金城庵」、そば「浅野屋」 

は残っていました。ペナント屋さんも残っていたので記念にパチリ。 

 

2018 年 6 月 5 撮影 

 

 

 



1 

 

◆◆ NewsFlash ◆◆ 

 

ＯＢ会と昨今の稲吟会について（2） 

 

稲吟ＯＢ会会長  

松村哲郎（昭 48） 

 

皆様 こんにちは、前回号に続き昨今の稲吟会につて書かせて頂きます。 

 

稲吟会は、早稲田大学の中でサークルとしてどのようない位置付けになるのでしょうか？ 

早稲田大学・学生部のホームページを見ますと詳しく書いてあります。 

大きく、体育学部（野球部、ラグビー蹴球部、競争部、バスケットボール部等々）と 

サークルに分けられます。早稲田大学には、約 600の公認サークルとそれ以外の多数のサークル（2,000

～3,000 とも言われています）があり、文科系からスポーツ系まで幅広いジャンルのサークルが存在し

ます。 

 

稲吟会は、公認サークルです。公認サークルは、学生会館の部室・共通教室・会議室・各練習室等の施

設利用、課外活動補助金の申請など、大学からさまざまなサービスを受けることが出来ます。公認サー

クルとして認められるためには、６つ程の要件を満たしていなければなりません。稲吟会会長として堀 

誠 教授がおられるのもその 1つです。 

 

サークルの飲酒行為に関する注意事項が示されています（新入会員歓迎コンパ等で、ソフトドリンクが

用意されているのも、今では常識的な事です） 

当然ですが、違法薬物・危険ドラックの使用については、使用や所持が判明した場合、大学から厳罰を

持って処分されます。 

新入会員の勧誘・募集については、毎年、入学式前後と期間が定められ、約５日間程、早稲田キャンパ

ス内を場所割りして行われています。 

羽織・袴姿で幟を持ち、自由に勧誘していた時代とは違うようです。 

 

サークルに対する関わり方も変わってきています。 

２～３つのサークルに入っている学生も珍しくありません。稲吟会も同じ状況です。 

授業の出席率は、多くの学生は高く、資格を取るための勉強をし、２～３サークルをこなし、アルバイ

トをしていますので、相当忙しい学生生活を送っているように見えます。私の時代（昭和 40年代）より

真面目です（良い事です） 

ある時、話をしていて「授業に出ない時があったのですか？」と驚かれました。 

第二次安保闘争等、当時の状況を説明しましたが返答に窮しました。 
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懇親会に出席して感じるのですが、歌い継がれてきた稲吟会愛唱歌がうまく引き継がれていません。 

伊勢屋さん（昭・45卒）に一部を指導していただいた事はあるのですが・・・ 

早稲田大学校歌を含め、歌のテンポが速くなっています。 

 

稲吟会の友好サークルには、思惟の森の会、早稲田精神昂揚会、鵬志会、早慶戦支援会があります。互

いに、人手が足りない時に助け合っています。 

友好サークルを、学生特有の言葉で「界隈（かいわい）」と呼んでいます。 

 

大学構内を歩かれた方は、気付かれたと思いますが、学帽を被っている学生を全くと言っていいほど見

かけません。（因みに、学帽は一万円以上するそうです） 

それに、たばこの吸い殻が落ちていません。喫煙所も決められています。トイレも清潔でウォッシュレ

ットがついています。 

 

昨今の稲吟会の状況とＯＢ会について２回にわたり書かせていただきました。 

これからも「人の繋がりを大事にする稲吟会」、懐かしくなったら「何時でも気兼ねなく来られるＯＢ会」

でありたいと思っています。 

 

これからも、皆様の忌憚のないご意見をお聞かせください。 

宜しくお願い致します。 

（完） 

 

 

 

 

＊会費納入についてのお願い＊ 

 

  年会費は、主に現役学生に対する支援に使われています。 

納入状況の詳細を見ますと、昭和年代、特に 40年代の方たちが中心です。 

「振込が面倒である」「うっかりして忘れてしまった」との言葉もお聞きします。 

年会費がなければ、稲吟会・ＯＢ会も継続は難しくなります。 

ご理解いただき、未納の方は納入頂ければ幸いです。 

宜しくお願い致します。 

 

稲吟ＯＢ会・会長  松村 哲郎 
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◆◆ 2017年度実施報告 ◆◆ 

2017年度稲吟ＯＢ会・現役交流行事報告 
 

2017 年 8 月 26 日（土）18：00 より、2017 年度稲吟ＯＢ会・稲吟会現役との交流行事を開催しました。

行事にはＯＢ14 名、学生 5 名が参加し、和やかなうちにＯＢ・現役との交流を深めました。 

現役側からは山田幹事長より以下の近況報告がありました。 

・新人会員は 6 名が入会（一年生 5 名、二年生 1 名） 

・2017 年度の夏合宿の日程について 

・2017 年度の学内吟詠発表大会の日程について 

 

2017年度交流会のスナップ 

 

 

 

 

2018年度稲吟ＯＢ会・現役交流行事へのお誘い 

先に、お葉書でもご案内いたしましたが、下記のとおり本年度のＯＢ・現役の交流会を開催いたします。 

今年は若手ＯＢが会社帰りに参加し易いよう、平日の月曜日での開催を試みました。 

現役は執行部を含め 9 名の参加を予定しています 

ご参加お待ちしております。 

日時：平成 30年 8月 27日（月曜日） 午後 7時～ 

場所：新宿ライオン（新宿ライオン会館 6階） 

           新宿区新宿 3-28-9（新宿駅東口 徒歩 3分） 050-3476-4825 

会費：5,000円 
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2017年度平成ＯＢ懇親会報告 
 

平成になってから稲吟会を卒会した会員は 100 名弱となりＯＢ会の中でかなりな部分を占めるように

なって来ています。 

そこで、ＯＢ会として平成卒会ＯＢの意見を取り入れていく必要が高まっており、2017 年度に初めての

企画で平成卒会ＯＢの皆さんで懇親を深める機会として「平成ＯＢ懇親会」を開催しました。 

この企画は、ＯＢ会事務局の片山さん（平 18）、現役担当の紺谷さん（平 25）が中心となり、2017 年 10

月 14 日（土）「あげ屋 高田馬場早稲田口店」で行い、14 名の方が参加しました。 

この企画は、今後も定期的に開催して行く方針です。 

 

2017年度平成ＯＢ懇親会のスナップ 

 

 

 

 

 

早稲田界隈スナップ【甘泉園、都電荒川線、芭蕉庵】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

◆◆ 2018年度実施報告 ◆◆ 

2018年度稲吟ＯＢ会定例総会報告 
 

2018 年度の稲吟ＯＢ会定例総会が、3 月 24 日（土）に早稲田大学学生会館西棟Ｗ501 会議室にて開催

されました。総会は 9 名のＯＢに加え、稲吟会執行部より入澤幹事長をオブザーバーとして迎えて行わ

れました。会議では、2017 年度決算と活動報告、2018 年度予算と活動計画、役員人事について議論が行

われ承認されました。 

総会終了後、高田馬場さかえ通り「さかえや高田馬場總本店」にて宴会が催されました。 

こちらはＯＢ8 名に学生 4 名を加えた 12 名と少人数となりましたが、賑やかな会となりました。 

 

■2017年度活動報告 

 

3月 2日～3月 5日 稲吟会春合宿 山中湖「甲斐路荘」 

3月 18日 稲吟会卒会コンパ 無茶酒房 弁慶 

3月 25日 2017 年度定例総会 早稲田大学学生会館西棟会議室 

3月 25日 2017 年度初会合 大隈通り「中華飯店 佳里福」 

4月 22日 稲吟会新歓コンパ 清龍 

6月 17日 第一回役員会 高田馬場駅前ルノアール 

7月 31日 稲吟OB会会報 42号発行・年会費請求 事務局 

8月 26日 稲吟OB会・稲吟会 交流行事 新宿ライオン 

9月 5日～8日 稲吟会夏合宿 南房総「里見館」 

10月 14日 平成ＯＢ懇親会 あげ屋 高田馬場早稲田口店 

11月 25日 稲吟会学内吟詠発表大会 早稲田大学学生会館内ホール 

 

 

■2017年度決算報告 

 

 

費目 予算 決算 費目 前年度決算 予算 決算
前年度繰越金 24,000 23,963 対稲吟会支援 240,000 240,000 240,000

年会費* 610,000 449,000 通信費補助（対稲吟会） 60,000 60,000 60,000

記念大会特別会計より繰入 0 69,596 通信費 148,371 90,000 110,182
寄付金 0 0 会報製作費 35,750 40,000 24,600
雑収入 0 0 広報関係費 5,664 6,000 0

名簿制作費 35,830 0 0
行事関係費 41,000 50,000 31,300
慶弔費 47,000 30,000 0
役員会議費 10,650 50,000 19,902
事務局経費 13,811 25,000 16,143
地方等支援 0 40,000 40,000
振込手数料 1,296 3,000 432
予備費 0 0 0
次年度繰越金 23,963 0 0

合計 634,000 542,559 合計 663,335 634,000 542,559
※年会費67名　90口　(前年度72名　85口）

2017年度(2017/1/1-2017/12/31)通常会計　決算
収入の部 支出の部
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■2018年度活動計画・実施報告 

 

2月 28日～3月 3日 稲吟会春合宿 河口湖「清明荘」 

3月 17日 卒会コンパ 無茶酒房 弁慶 

3月 24日 2018 年度定例総会 早稲田大学学生会館 

3月 24日 2018 年度初会合 さかえや高田馬場總本店 

4月 28日 新入生歓迎コンパ 清龍 

6月 30日 第一回役員会 カフェ ミヤマ高田馬場駅前店 

------------------------以上 実施済み------------------------- 

7月 24日 稲吟ＯＢ会会報 43号発行・年会費請求 事務局 

8月 27日 稲吟会・ＯＢ会交流行事 新宿ライオン 

8月 29日～9月 2日 稲吟会夏合宿 湯沢町「三国屋」 

10 月 20日 稲吟会学内吟詠発表大会 早稲田大学学生会館内ホール 

10 月 平成ＯＢ懇親会 未定 

 

■2018年度予算 

 

費目 今年度決算 費目 今年度決算
前大会繰越金 1,854,464 通常会計繰入 69,596
利息 12 支払手数料 432

次大会繰越金 1,784,448
合計 1,854,476 合計 1,854,476

特別会計　決算

収入の部 支出の部

費目 前年度実績 予算 費目 前年度実績 予算
前年度繰越金 23,963 0 稲吟会支援 240,000 140,000
年会費※１ 449,000 450,000 通信費補助（対稲吟会） 60,000 60,000
記念大会特別会計より繰入※２ 69,596 50,000
寄付金 通信費 110,182 110,000

会報製作費 24,600 25,000
広報関係費 0 6,000
名簿制作費 0 0
行事関係費 31,300 50,000
慶弔費 0 20,000
役員会議費 19,902 40,000
事務局経費 16,143 20,000
関西支部支援 40,000 0
振込手数料 432 1,000
予備費 0 28,000
次年度繰越金 0 0

合計 542,559 500,000 合計 542,559 500,000
※１　会費納入90名で織込み

2018年度(2018/1/1-2018/12/31)通常会計　予算
収入の部 支出の部

会報作成　　１回発行織込み
通信費　　会報発送１回、行事案内往復はがき（総会、交流会）２回他 

※２　決算での繰入額は次年度繰越金が発生しない額とする　繰入限度額は１０万円とする

関西支部支援　 年度10,000円とし、関西支部に繰越残有るため2021年度より毎年度10,000円計上に変更　
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■役員人事 

 2018 年度異動 

（退任） 副会長・関西支部長 行 俊昭（昭 62年） 

（新任） 副会長・関西支部長 澤井一樹（平 2年） 

 

2018 年度 役員人事 

会長 松村哲郎（S48）   

副会長 深野暢行（S53） 二ノ宮清介（S56） 

全行事担当  

澤井一樹（H2） 

関西支部長 

会計監査 山田仁史(H1)   

事務局 深野暢行 

事務局長 

片山 俊（H18） 

会計担当 

 

現役担当 二ノ宮清介（S56） 紺谷弘毅（H25）  

顧問 野中民蔵（S40） 松岡宣夫（S41） 須田芳矩（S42） 

藤田和夫（S45） 小出秀文（S48）  

 

 

 

費目 前年度決算 予算 費目 前年度決算 予算
前大会繰越金 1,854,464 1,784,448 通常会計繰入 69,596 50,000
利息 12 12 振込手数料 432 432

次大会繰越金 1,784,448 1,734,028
合計 1,854,476 1,784,460 合計 1,854,476 1,784,460

2018年度(2018/1/1-2018/12/31)特別会計　予算
収入の部 支出の部
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新入生歓迎コンパにＯＢ8名が参加しました 
 

4月 28日(土)に新入生歓迎コンパが開催され、新人 4名（当日現在）のうち 3名が参加しました。 

ОＢも伊勢屋新一さん（Ｓ45卒）、松村哲郎さん（Ｓ48卒）、深野暢行さん（Ｓ53卒）、二ノ宮 

清介さん（Ｓ56卒）、小林原太郎さん（Ｈ8卒）、馬場郁実さん（Ｈ26卒）、佐藤由季さん（Ｈ30

卒）、上辰周作さん（Ｈ30卒）の 8名が参加し現役との交流を深め、新入会員からは元気をもらいま

した。 

若手ＯＢは二次会にも参加しました。 

 

2018年度新歓コンパのスナップ 
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2018年度稲吟ＯＢ会役員会報告 

 
2018 年度の稲吟ＯＢ会第一回役員会を 6 月 30 日（土）に、カフェ ミヤマ高田馬場駅前店にて開催

しました。 

冒頭、総会にて松村会長案件となっていた、ＯＢ会現役担当を担当していた紺谷氏の会社都合による

退任に伴う後任者として、平成 29 年卒会の西奈津希（にし なつき）の推薦を受け承認されました。 

その後、松村会長、二ノ宮副会長（現役担当））、片山事務局（会計担当）、深野副会長（事務局長）、

西現役担当、オブザーバーとして本夛洋輔（平成 29 年卒会）が出席し以下の項目を話し合いました。 

 

1.来年 5月の水府流 80周年記念行事（現役指導水府流師範大川先生より）の扱いについて 

 大川先生より積極的な参加要請ではないがＯＢ会役員より 2名程度出席する予定。 

 

2.ＯＢ会若手主対象とした facebook立上げについて 

 現在のＯＢ会ホームページとは異なった形でのＯＢ会情報発信手段として立ち上げる。（実施済み） 

 

3.ＯＢ会規約制定検討について 

 必要性について検討したが、継続案件とした。 

 

4.本年度の「平成の会」開催について 

 昨年実施した「平成の会」は、若手会員の交流に一定効果が見られたので本年度も実施すること 

とし、片山さん、西さんで進めることとした。 

 

5.６５周年大会について 

 2020年開催の 65周年記念大会について、発表会は現役側で、懇親会はＯＢ会側で例年どおり実施 

 する方針とする。 

 

6.会費納入改善策について 

  会報に会費納入協力についての「会長からのお願い」を掲載することとした。 

 

 

2018 年度 役員は下記のとおりとなりました。 

会長 松村哲郎（S48）   

副会長 深野暢行（S53） 二ノ宮清介（S56） 

全行事担当  

澤井一樹（H2） 

関西支部長 

会計監査 山田仁史(H1)   

事務局 深野暢行 

事務局長 

片山 俊（H18） 

会計担当 

 

現役担当 二ノ宮清介（S56） 西 奈津希（H29）  

顧問 野中民蔵（S40） 松岡宣夫（S41） 須田芳矩（S42） 

藤田和夫（S45） 小出秀文（S48）  
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◆◆ 現役報告 ◆◆ 

「幹事長としての取り組み」 

 

稲吟会第 63代執行部幹事長  

教育学部 3年 入澤陵太 

 

  

日頃より、現役会員に多大なるご支援を賜り誠にありがとうございます。 

早稲田大学稲吟会第 63代執行部幹事長の入澤 陵太でございます。 

 

 本年度の稲吟会は、4月初週の新歓活動に始まり、OBの皆様を招いての正式新歓コンパ、練習見学会

や早明交歓会などを経て、現時点で男子 5名女子 2名の新入会員を迎え、更なる技能向上と会の発展を

目指しております。新入会員の個性がとても強く来年以降の稲吟会が非常に楽しみです。 

 

まず今年の学内発表大会について書かせていただきます。ここ数年 11月後半の土曜日に行っていた発

表大会なのですが、今年は 1ヶ月早まり 10月 20日(土)の開催とさせていただきました。 

これは、会場として使用している学生会館地下ホールを希望どおり確保することが難しく早めに決断さ

せていただきました。 

例年より 1ヶ月早まり構成吟の練習できる期間が少ない影響で、普段昼練や金曜練で使っている学生会

館の部屋を今までの時間以外にも借りて練習している会員も見られます。 

また、大川吾風先生に直接指導をいただく機会も昨年に比べ増やしていただくことも考えています。練

習できる期間は少なくなっていますが、日々練習に励んでいるので OBの皆様にはお忙しいとは思います

が是非現役会員の練習の成果を見に来ていただけると、更なる技能向上の励みになると思っております。 

 夏合宿について今年は、8月 29日から 9月 2日となります。場所は新潟県南魚沼郡湯沢町の「三国屋」

で 4泊 5日と昨年より 1日練習をする日を増やしました。詳細につきましては別途ハガキにて通知させ

ていただきますので、宜しくお願い致します。 

 

 今年は古典芸能連盟で開催されている「和宴」に出させていただく他に、発表大会以外で発表する場

を作ることを考えています。発表する場というのは日々の練習を定着させる助けになると思っています。 

 練習以外の活動として、私が理系でありコンピュータ関連に詳しいと言うことがあり、諸先生の音声

や動画を会員間で共有しやすい環境を作って行きたいと思います。その他に、OBの皆様に向けて現役会

員からの情報を伝えるためのホームページの作成を考えています。ホームページを作ることで情報の伝

達がしやすくなると思います。 
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 古典芸能サークルとして、古くから伝わる伝統を守りつつ新しい文化を取り入れこれからより一層会

を発展させるべく頑張っていきたいと思います。 

 今回現役会員としてこの様な文章を書かせていただきありがとうございます。稲吟会 OB会会長の松村

哲郎先輩に感謝を申し上げるとともに、OB 会のさらなる発展を願い、私の挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。 

 

第 63代執行部のご紹介について 
 

第 63代執行部をご紹介します。入澤陵太幹事長を中心に、以下のような総勢 6名の陣容です。 

 

■第 63代早稲田大学稲吟会執行部 

幹 事 長 入澤 陵太（いりさわ りょうた 教育 3） 

副幹事長 佐々木 瑠菜（ささき るな 文 2） 

指導幹事 冨樫 みちる（とがし みちる 文化構想 3） 

会計幹事 藤井 美佑紀（ふじい みゆき 文化構想 3） 

渉外幹事 安東 昴志（あんどう たかし 人間科 2） 

総務幹事 氏平 龍子（うじひら りゅうこ 基幹理工 2） 

 

 

 

 

2017年度稲吟会学内吟詠発表大会開催 
 

平成 29年 11月 25日（土曜日） 早稲田大学学生会館ホールにて平成 29 年度稲吟会学内吟詠発表

大会が開催されました。 

独吟、合吟に加え詩舞や剣舞、構成吟など多彩な構成で日ごろの成果を発揮していました。 
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◆◆ 事務局よりの連絡 ◆◆ 

会員動向（住所変更のみ） 

 

ＯＢ会員名簿正誤 お手元の名簿（201６年度版）について、以下を修正ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会員（住所のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名簿の内容について変更などありましたら、meibo@togin.orgまでお知らせください。 

 

年会費の納入にご協力ください 

会員の皆様には年会費（５，０００円）の納入をお願いしております。卒業後３年間は４，０００円

です。まだお支払いでない方は下記の口座にお納めください。恐れ入りますが振込手数料はご負担くださ

い。会費納入実績につきましては、稲吟OB会事務局会計担当（kaikei@togin.org）まで。 

 

 

 

口座名 早稲田大学稲吟ＯＢ会 振替 ００１５０－７－６１７４０ 

《他の金融機関からの振込の場合…》 

 ゆうちょ銀行（金融機関コード ９９００）、店番 ０１９、 

 店名 〇一九（ゼロイチキユウ）店、預金種別 当座、 

 口座番号 0061740、受取人名 ワセダダイガクトウギンOBカイ 

年会費 ５,０００円 



 

 

 
 

発 行：2018（平成 30）年 7月 24日 

発行者：早稲田大学稲吟ＯＢ会事務局 
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稲吟会ホームページ http://www.togin.org/ 

稲吟OB 会 http://www.togin.org/alumni/  稲吟会 http://www.togin.org/toginkai/ 

 


