【お知らせ】

今年最後のイベント：大忘年会 12月16日（土） 米屋にて
行事予定
「大忘年会」一二月一六日（土）
凩とは 、初 冬に 吹く 、木を 吹
き 枯らす ほど の、 冷た く強い 風
で あると ころ から 来た 言葉だ と
い う。（ 「現 代人 のた めの最 新
こ とばの 知識 百科 」（ 主婦と 生
活社）
だが、 シク ラメ ンは 寒くな る
と俄然息を吹き返す。夏にはすっ
かり枯れてしまい、もうダメか？
と 思って いる と、 今頃 にはチ ャ
ン と新し い葉 が出 てく る。去 年

「秋の歴史散策」一〇月七日

活動報告
岩槻城址公園

初川 吉洋 、堀 切達也 、吉 田治 、

橋藤 男、 波形 昭一、 根本 盛夫 、

鶴巻 勲、 寺尾 栄司、 當山 武、 土

一一月一八日（土）

「校友会埼玉県支部大会」

部辰夫、阿部忠男（特別参加）

口直 樹、 吉田 治、米 山禎 一、 渡

（土）

吉田光男、米山禎一、渡部辰夫

「映 画鑑 賞＆ 暑気払 い」 八月 五

日（土）蓮田図書館＆宝家

映画のタイトルは『杉原千畝』

（二〇一五年東宝作品）

参 加者 二五 名（足 利和 雄、 阿

部遥 、石 井秀 一・令 夫人 、伊 東

孝、 川島 良博 、齋藤 隆宗 、柴 村

榮治 ・令 夫人 、高薄 克人 、竹 内

今年は川越稲門会が主管して

幸男 、田 中守 、田村 浩、 塚田 博、

當山 武、 土橋 藤男、 根本 盛夫 ・

地 元の 歴史 家、 小宮勝 男氏 か

川越 氷川 会館 で開催 され 、当 会

た 。「誰 か」 が気 づい て水を 補

ら岩 槻城 と太 田道 真・道 灌親 子

支 部大 会に 先立っ て開 催さ れ

令夫 人、 堀切 達也、 望月 勝、 矢

給 してく れる のを 待つ よりほ か

につ いて 講演 して いただ いた あ

た商 議員 ・地 区役員 懇談 会に は

から は土 橋会 長、齋 藤副 会長 、

に 生きる 術を 持た ない 「いき も

と、 岩槻 城址 公園 内にあ る「 黒

自らの 意思 で食 べた り医者 に

り、 駅近 くの ちゃ んこ料 理屋 、

堀跡 など を散 策し た。蓮 田に 戻

出張 のた め島 田陽一 副総 長が 、

大 学か ら、 鎌田総 長が 台湾 に

足利会計幹事が出席した。

の 」が、 これ ほど のシ ブトさ を

掛 かった りで きる 我々 は、今 年

参 加者 二六 名（ 秋田芳 助、 足

などが出席した。

:

・総 長選 挙は 商議員 票に 、よ り

副総長のはなし
伊東 孝、 折原 薫・ 雄斗、 川島 良

重みを持たせるように変更する。

・大 学一 号館 一階に 「早 稲田 の

博、 川添 卓、 齋藤 隆宗、 眞田 孝

利和 雄、 飯坂 成一 、石井 秀一 、

校友 会か らは 福田秋 秀代 表幹 事

「あきたや」で懇親会。

りしているチラシをご参照。

詳細は 、地 区担 当役 員がお 配

忘年会でお会いしましょう！

も 来年も 再来 年も ズー っと、 大

杉原千畝（右）と杉原に扮した唐沢寿明

土橋会長と足利が出席した。

も 一昨年 も、 ズー っと そうだ っ

記念講演を行う元プロ野球選手の仁村薫氏

持 ってい るこ とに 胸が 熱くな る。 門」 や、 今は 池に なって いる お

黒門
雄、 竹内 幸男 、田 中守、 塚田 博、
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五日 行
: 田） が一 〇月 号に 、第 八回
英文学科）予科に入学し た。「 破れ

等師範部英語科（現教育 学術院 英語

を発行した叡智と勇気と 信念だ った。 え、彼を「国賊」などと 中傷する 輩

ダヤ人難民に対して、日 本通過 ビザ

どへ逃れようとするリト アニア のユ

うか。杉原が有名になっ てからで さ

外交理念を持った人間だ ったのだ ろ

する（平成 三〇年
総会（二〇一七年六 月一七日） が一
た紋付羽織にノート二、 三冊を 懐に

歴史館」を開設
三月オープン）
二月号に夫々掲載さ れている。 筆者

杉原がリトアニアの臨 時首都カ ナ

・早実跡地など 各地に研究拠 点を設

ヒロイズムとは無縁の苦 難に満 ちた

ウスに日本公使館を開設 し、初代 領

映画に忠実に再現されて いたよ うに、 がいるようだが、とんでもない話だ。

傑然と肩で風を切って歩 くのが 何よ

思索の末に人類愛の理想 に従っ て行

事として赴任したのが一 九三九年 の

ねじ込んで、ペンを帽子 に挟ん で豪

り愉快」だったという。 早稲田 を愛

動するに至る崇高な精神 が、「 日頃

秋。その後、ポーランド とバルト 三

は何れも堀切達也幹 事。

し、その学風を満喫して いたの だっ

の抱負」として「進取の 精神学 の独

国の分割が秘密議定書と して含ま れ

ける事業が順調に進んでいる。

た。だが、父の意に反しての進学だっ

立、現世を忘れぬ久遠の 理想」 と常

福田代表幹事の話 :

★映画『杉 原千 畝ス ギハ ラチウ

たので仕送りがなく、ア ルバイ トを

かる。平成三一 年の卒業式か ら使用

【ひろば】みんなの投稿コーナー

できる見込み。

ネ』を見て思うこと

・アリーナの工 事は来年いっ ぱいか

・大学の運動部 は現在四四あ り、テ

去る八月五日、蓮 田市図書館 二階

書館で猛勉強し、合格。 一九一 九年

務省留学生試験があるの を知っ て図

しても生活難だった。そ んな折 、外

気持ちを一つにさせたのだった。

門会会員の心に共感を呼 び覚ま し、

日頃愛唱している私たち 蓮田白 岡稲

が閉鎖される一九四〇年 六月まで の

連軍がリトアニアに進駐 し、公使 館

ていた独ソ不可侵条約に 基づいて ソ

米 山禎 一

で優勝するなど 活躍している 。一方
で、当会今年度の映 画鑑賞会が 開か

ニスは男女とも 一〇年連続学 生大会

で野球・ラグビ ー・マラソン など伝

杉原は一九二四年に書 記生と して

れたという。訓令に従わ なかっ た杉

果、およそ六千人のユダ ヤ人が 救わ

最大限に活かしたのだった。

本の真の国益と一致する と信じて 、

限られた時間内で、杉原 は日本国 の

外務省に採用され、ハル ピン大 使館

原は当時の外交官としては規格外だっ

一人でも多くのユダヤ 人に「 命の

一〇月に日露協会学校（ 後のハ ルピ

二等通訳官として、キャリアをスター

領事としてビザを発給す る権限を 、

ト し た 。 そ の 優 れ た 語 学 力 と と も に、 た か も し れ な い が 、 長 期 的 に 見 て 、

スピルバーグの『シンド ラーのリ ス

ビザ」を渡そうとして、 献身的 な努

知ってはいたが、期 待にたがわ ず、

情報を収集して国際情勢 を分析 する

ト』によって有名になっ たドイツ 人

ン学院）に入学（一一月 に早稲 田を

れた。
テレビで紹介され たのを見た こと

統ある種目につ いては指導体 制を見
直すなどの対策が必要である。

深い感動を覚えると ともに、目 頭が

インテリジェンス・オフ ィサー とし

実業家オスカー・シンドラーがいる。

正に天職として、人類愛 の遂行が 日

熱くさえなった。涙 を懸命にこ らえ

ての杉原の卓越した能力 には感 嘆さ

そして、ナチスのユダヤ 人への憎 悪

力を数か月憑かれたよう に続け た結

たり、思わず涙を拭 ったりした 会員

せられた。だが、私たち を最も 深く

や軽蔑という過誤がもた らした惨 禍

退学）した。

本庄の高等学院 には海外の中 学から

も少なくなかったようだ。以下、ウィ

感動させたのは、そのよ うな彼 の才

の歴史から離れて自らの 歴史を振 り

があるので、事前に 内容をある 程度

の入学志願者が 増えている。 学部で

キペディア等を参照 しつつ、感 じた

覚ではなかった。それは 、訓令 に背

返って見ると、私たち日 本人自身 の

・早稲田は国際 化を推進中で あり、

は国際教養学部の人気が高い。

父に医師になるこ とを勧めら れて

いて失職する恐れがあっ たにも かか

献をした外交官だったこ とに異 論は

問題としてある数多くの 事例の一 つ

川島良博幹事 が、実行委員 として
準備と当日の運営に参加した。

早稲田学報への投稿文掲載

杉原以外にも、アメリカ の映画監 督

からユダヤ人を守った人間としては、

ナチスドイツによるホ ロコース ト

中国では早稲 田に留学した 卒業生

いた杉原は、父の赴 任先の京城 医専

わらず、自らの内に培っ てきた 人類

ないだろう。戦後になっ て、杉 原を

として、関東大震災朝鮮 人虐殺事 件

日本の真の国益増進に最 も顕著 な貢

が国に帰って共 産党幹部など 、相当

の試験を受けたが、 英語教師に なり

学の中で早稲田 が一番の人気 である。 こと、思うことを述 べてみるこ とに

の地位になって きており、国 外の大

たかったため、白紙 答案を出し 、弁

愛を指針として、ナチス の迫害 を恐

リストラした外務省の上 司はど んな

する。

当だけ食べて帰宅し たという。 そし

れてシベリア鉄道経由で アメリ カな

「稲門祭」一〇月一五日（日）

て、一九一八年四月 に早稲田大 学高

春の歴史散策 （二〇一七年 四月一
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がある。関東大 震災に際して 自警団

る。

者にとって、一筋の希望 の光と も言

がない。

ンド改修工事と同時に全 面的にト ラ

ンクも改善された。しか も日本で は

斎藤元一訳）の『人 種偏見

府中にある東京競馬場 は四年前 に

中央競馬会が主催する 競馬場 は国

とされているのだが、その中で、
戦争に見る日米摩擦 の底流』（ ティ

ある。競馬はこの一〇場 を各馬 が移

スタンドの新設工事が完 了し、ス タ

える論考である。

「沈着にして豪 胆なる行為に より、
ビ ーエ ス・ ブリ タニ カ、

動して開催される。開催 は土、 日の

ンド、トラック共に世界 一の規模 と

ジョン・Ｗ・ダワー（猿谷要監修・

民衆の妄動を制 し」、殺害さ れる恐
には、日本とアメリ カにおける 人種

少しでも馬券に手を染 めたこ とが

週二日が基本になってい る。変 則ス

設備を持つ馬場となった 。私は東 京

らの群衆によっ て数百人が殺 された

れのあった朝鮮 ・中国人らお よそ三
（民族）偏見や差別 、憎悪とそ れに

ある人なら、誰でも知っ ている こと

ケジュール（例えば雪で 開催不 能に

と中山の各競馬場は開催 されると 毎

吉田

治

内に一〇ケ所ある。列挙 すると 札幌、 ここにしかない直線千メ ートルと い

〇〇人の命を守 った神奈川警 察署鶴
基づく野蛮な暴力の 実例が辟易 する

だが、日本の競馬は二本 立てと なっ

なった日を補填する為） で金曜 日や

週のように行く。中山競 馬場は暮 れ

（二〇一七・九・一一）

見分署長大川常 吉の事績は、 杉原の
ほど広範に集められ 、繰り返し 述べ

ている。農水省の管轄す る中央 競馬

月曜日に開かれることも ある。 ただ

の名物レース「有馬記念 」が行わ れ

太 平洋

とった行動と同 様、忘れては ならな
られている。その中 で、きわめ て公

と各地方自治体が運営す る地方 競馬

し年間の延べ開催日数は 最近は 二八

ている。中京競馬場はか の有名な 桶

う走路を持っている特徴 ある競馬 場

い歴史の一コマだと思われる。
平な立場に立ってダ ワーが指摘 した

と呼ばれているものである。

八日と決まっている。一 日に二 つ又

狭間の古戦場跡のすぐ近 くにある 。

函館、福島、新潟、中山 、東京 、中

町議会議員を 務めていた医 師渡辺
ことの一つに、人種 （民族）偏 見や

約半世紀前の話だが、 サント リー

は三つの競馬場で開催さ れてい るの

阪神競馬場は宝塚にあり 、七年前 に

だ。

歌郎は、当時鶴 見での騒動の 当事者
差別は、その心根を 愛と相互理 解に

の広報誌「洋酒天国」の 編集者 から

で、この延べ日数となる 。原則 とし

京、阪神、京都、小倉の 各競馬 場で

の一人だったが 、二〇〇五年 に発見
よって溶解させ、霧 散させない かぎ

職業作家に転じた山口瞳の作品に

★競 馬に つい て―ほ んの 少し

された渡辺の『 感要漫録』に は、町

り、憎悪や軽蔑の対 象とする相 手を

年）
1987

議会議員団が大 川に詰問し、 大川が

い。」と言い放 ち、「暴漢に 襲われ

収容人員が増え ても方針は変 わらな

容後も従順で、 握り飯に感謝 し涙を

査をしたが、小 刀一つなかっ た。収

の元論説委員で体制 内の改革派 評論

の一〇月号には、中 国『人民日 報』

ら、たちまち全 部虐殺されて しまう。 ないかと思う。折しも、『中央公論』

流している。一 度警察の手を 離れた

家、馬立誠の「人類 愛で歴史の 恨み

に生かしていくこと が大切なの では

らの事績と人間性に 学び、歴史 の今

私たちは杉原やシ ンドラー、 大川

りはるか

生活」よ

の優雅な

分利満氏

した「江

賞を受賞

う。直木

作だと思

私は山口瞳の作品ではこ れが最 高傑

特別という名のレースが 行われ る。

そんなこともあり、ここ では信 夫山

た覚えはない。福島、新 潟は土 日か

立派な鰊御殿だけで、馬 券で歓 喜し

るのは浅利温泉とか烏賊 そうめ んや

する予定だったが、記憶 に残っ てい

を向けた。競馬で儲けて 旅費を 捻出

札幌、函館の競馬場に も何度 か足

も馬券の結果よりも、も っぱら別 府

てセットで楽しむと良い と思う。 私

内街中にあり、信夫山も 比較的 近い。 魚の美味しい九州、温泉 と食を求 め

けてよく出掛けた。福島 競馬場 は市

温泉の七色の湯や、まだ 地震で崩 壊

小倉南にある規模は大き くはない が

が行われる。小倉競馬場 は北九州 市

スワンステークスという 名のレー ス

と言われている。それで 、ここで は

池があって、冬には白鳥 が飛来す る

伏見区にある。内馬場内 には大き な

に取った記憶がある。京 都競馬場 は

行った際、宿を例の宝塚 劇場の近 く

てけがをした朝 鮮人を病院で 無料で

を溶かす――「対日 関係新思考 」を

に上位に

飯坂温泉に時折宿をとっ たがい つも

する前の豪壮な石垣や優 美な姿を 誇

「草競馬放浪記」という 名著が ある。 て一日一二レース行われている。

治療させるなど 、彼らを迫害 から守

三たび論ず」という 文章が掲載 され

祝勝会とはゆかず残念会 となっ てい

る熊本城を見た記憶が強 く残って い

反論する様子が 描かれている という。 見つけるたびに相手 をつぎつぎ に変

ることこそ警察 官の仕事、と 確信し

ている。中国の現状 を憂いつつ 、中

私が中央競馬会の馬場 めぐり をし

た。新潟競馬場は平成一 三年に スタ

えていくということがあった。

て行動した。」 とある。『孟 子』に

国の日本や世界との 関係の将来 の発

たいと思ったのは彼の作 品とは 関係

大川は「保護し た朝鮮人の所 持品検

ある「千万人と 雖も吾往かん 」の気

展にしぶとく夢を託 し続けてい る筆

ランクしていいと思っている。

概と熱いヒュー マニズムが思 い当た
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る。

連 載講 座

武

筍会 の漢 詩と 詩吟に

吟 詠と 漢詩
★第三回

現在中央競馬会で主催するＧＩレー
スは二六ある。 そのＧＩレー スは大

つ いて
當山

うと思ったが、反省 し、本業の 漢詩

七言が得意な日本 詩について 書こ

半が東京、京都 、中山、阪神 の四メ
イン競馬場で行 われる。その 数二四
レース、残りは 中京競馬場で 行われ
ている。

その熊谷には軍需工場 があり 作業

青くなっていたとのこと 。米軍が 調

の村長さんは銃殺になる のでは？ と

うした？」と捜索に来た ので川合 村

古い道があり、沼地が あり、 竹の

動員されていた女子学校 の生徒 が数

査に来る前に、埋めてい たアメリ カ

運が悪かったよ、と言っていた。

子があります。大きな広 い山は 花で

多くいたが、夜間の爆撃 のため 逃げ

現代語で書きましょう。

覆われています。

兵を掘り返して焼いて骨 壺に入れ て

かったのは平成 九年で約四兆 円（地

ると随分落ちて いる。今まで 最も多

之子」パーティーを 開きます。 それ

長の齋藤隆宗氏の豪 邸で恒例の 「竹

さて、五月の初旬 になると、 副会

ようとしています。

す。のぼせて長屋門を生 垣に見 たて

私は醒めたり、酔った りして いま

まったり、私も誤りをしています。

い」との情報が知り合い の憲兵 から

ぐらい前、「どうも日本 負け戦 らし

昭和一九年の夏ごろ、 終戦の 一年

のが辛かった、と言っていた。

昭和二〇年の終戦近く に、隣 町の

（二〇一二・三・一四）

ない日が四つある」と語 られたそ う

天皇陛下は「日本には忘 れてはな ら

五三に繋ぎ、われら皆生く

六二三、八六八九八一五

（短歌）です。

今回も土橋会長から拝 借した逸 品

★蔵出 しの 逸品

ていた。

記念館にはその時の記録 が多く ある。 いたのが助かった理由だと祖父が言っ

られず犠牲者が多かった 。この 町の

杖をたよりに老人が周 囲を見 てい
ます。酒びんを片手に古 いこと を自
慢しています。

方競馬は含まず ）、平成二八 年は約
に因んで、毎回、漢 詩を作り呈 示さ

他人は、多く失敗した り、生 き詰

二兆七千億円。 これでもここ 数年連
せてもらっています 。一つ披露 させ

よみを好みでしたり、日 本人だ から

とその吟詠に戻ります。

続して減少して いたがやっと 歯止め
ていただきます。哲 学的で少し 難解

和臭ぷんぷんにすべきで ありま しょ

馬券の売り上 げは最盛期と 比較す

がかかった感が ある。が、は たして
かもしれません。

漢 詩 は 本 来 、 文 字 を 自 由 に く ぎ り、 入 っ た 。 絶 対 に こ の こ と は 言 え な い

今後はどうなるか？スタンド、トラッ

（中高年の蓮田の人は皆この話を知っ

長崎の原爆記念日（８月９日）、

広島の原爆記念日（８月６日）、

ですが、それは、

ている）群馬の工場を爆 撃した Ｂ二

終戦記念日（８月１５日）。

岩槻の川合小学校の近く に、米 軍の

九を護衛して帰還する途 中に、 対空

そして日本国憲法が公布 ・施行さ れ

う。また、旧漢字ではな く常用 漢字

砲火で落とされたらしい 。不時 着し

た昭和二二年五月三日を 入れたも の

戸為芭 奇雲 五言律詩 下平・

斎藤 隆宗

た搭乗員が発砲して抵抗 したの で、

だそうです。

クの新設、改修 、新しい種類 の馬券

祖父が八月一四日の夜 家の裏 から

岩槻の憲兵が射殺して埋 めてし まっ

（二〇一七・九・二〇）

西の方を見たら花火のように明るかっ

たとのこと。（本当は白 旗を揚 げて

会報は 原稿 が命で す。趣 味の はな

★祖 父に 聞い た戦 争の 話

た。あれは行田か熊谷が 空襲を 受け

いたが構わず射殺したという話も…）

し 、体験 談、 エッセ イ、詩 、短 歌、

編 集後記

ているらしいと思った。 朝にな って

当時殆ど制空権は米軍に あった らし

俳 句、川 柳、 又は、 写真、 絵、 イラ

沖縄戦終結の日（６月２３日）、

大宏覆地花

はな

熊谷だと分かった。その 日の昼 に天

く、この付近に不時着し たした こと

ス トなど 、な んでも 結構で すの で、

艦載機のＰ五一戦闘機が墜ちた。

古径沼地筍

傾壺向人誇

おお

地を覆う花
かたむ

壺を傾け人 に向

皇陛下のラジオ放送があ った。 戦争

は情報としてしっかり持 ってい て、

を用いるべきであろう。

る新発売システ ムの導入等々 いろい
倚杖看孤囲

吾生自有瑕

みる

が終わったらしいといわ れた。 熊谷

ドシ ドシお寄せくだ さい。

六麻

ろ手を打ってき たが先行きは 明るさ

世仗多蹉梗

たけのこ

い

か

は

笆と

戦後になって「あのアメ リカ兵 はど

編集子

は終戦の前の日に焼け野 原にな って

販売、パソコン 等で手軽に購 入でき

ばかりではない。

乗興戸為笆

は

こ

こ

た いこう

読み下しをします。
と

し ょうち

戸 笆と為さん
こ け い

よ

古径 沼池の筍 大宏
つえ

戸

と

自から瑕有り
の

興に 乗り

きょう

吾生

ご しょう

杖に倚り孤囲を看

さ こ う

さめまたよう

醒復酔

ち

比身醒復酔

どんな情況で あれ私にとっ て競馬
は絶対的な存在 である。老化 防止、
脳の活性化のた めに欠かせな いと考
えている。馬券 を握って、競 馬を見
るときの胸の高 鳴り、高揚感 という

ほこる

為さん

な

此身

こ の み

世仗多し蹉梗

せ じょう

のは、他に、こ れに勝るもの はない。 い誇
たまにはロング ショットをと 願い続
けて五〇年になる。
（二〇一七・
九・五）
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