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新年のご挨拶 国分寺地域支部長西山 強

新春を迎え、皆様のご多幸とご健康を心よりお祈り申し上げます。

昨年、国分寺地域支部は創立5周年を迎え、組織の充実をはかる為、定時総会で各役員の

役割分担を明確にし、記念行事や新事業の追加等、各事業の充実をはかり、積極的に取組で

まいりました。お陰で、記念行事の「国史跡、武蔵国分寺跡周辺散策と懇親会」は他支部からの参加も有り、来

年も是非計画をとの申し入れがある等、大変好評で、他の行事も例年以上に多くの参加を頂き、盛大に実施する

ことができました。

国分寺地域支部は多摩支部の中で設立こそ遅かった (14番目)が現在は支部、本部の行事にも積極的な参加

等を頂き、支部の中核に位置する所まで発展してきました。これらはこの会を良く理解して行動して頂く役員を

始め、会員皆様のご協力の結果と深く感謝しております。

今年は更に明治大学及び校友会本部、多摩支部の情報を伝達しながら、昨年の事業内容をも見直し、会員相互

の親睦・交流を図り併せて地域社会に貢献して参ります。また、国分寺市内在住の校友約 1，000名の中でこ

の会に入会して頂いていない方に、この会の目的を理解して、入会して頂くように呼びかけ努力してまいります。

今年も会員皆様のより一層のご理解、ご協力をお願いし、新年のご挨拶とさせて頂きます。

*平成 24年度 国分寺地域支部定時総会他の報告

昨年6月3日(日)14時'"'"'18時、国分寺駅ピル「飛鳥Jにて、岩崎多摩副支部長及び近隣(小金井・国立・

小平)の地域支部長、幹事長をお迎えし、当支部会員 39名出席の下に開催した。総会は 6議案全て満場ーで

可決された。引き続き第 2部は第二回セミナーとして、テーマ「武蔵国分寺跡の最近の発掘成果から」講師は

国分寺市教育委員会勤務 福田信夫氏(当支部幹事長)が約 1時間に亘って講演された。第3部懇親会は西山

支部長の挨拶、岩崎多摩副支部長の乾杯の音頭で開始した。各事業部会の担当者から年間行事の紹介と参加の

呼び掛け等があり、活発な交流が行われ会員相互・来賓の方と親交を深め楽しいひと時でした。

*国分寺地域支部役員会の報告

昨年7月26日(木) 18時から、本町・南町地域センター会議室で、役員 16名出席の下に開催した。

支部長の挨拶後，各事業担当役員から提案説明があり、討議の結果、以下の項目について決定又は確認した。

1.広報・地域支部5周年記念担当(菊地チーム)

( 1 )会報(明悠)第3号は 2013年 1月に発行し、新年会に配布したい。

(2) 5周年記念行事の提案として ①記念誌を 20'13年 5月に発行する。

②国分寺遺跡散策と懇親会を 11月23日(祭日)行う。 ③祝賀会を平成 25年度地域支部定時総

会時に行う。 ④今年度の行事の全てに f5周年記念」の「冠Jを付ける。

2.総務・会計等担当(山田チーム)

( 1 )会費未納者の対策を検討する。(2 )第6回(平成 25年度)地域支部定時総会の日時・場所等を検

討している。 (3)全国校友静岡大会 (9月 9日)は個人自由参加とする。

3.組織担当(平チーム) (1)新入会員の加入促進を図る (2)会員名簿の整理を行う (3)会則の見直し。



4.行事企画担当(堀田チーム)・・・・・・・国立地域支部と合同予定

( 1 )隅田川(屋形舟)下りを 8月25日(土)に行う。(2 )餅っき大会 12月 16日(日)に行う。

(3 )ディスクゴ、ルフ大会は来年3月31日(日)の予定している。

5.懇親ゴ、ノレフ・健康麻雀企画担当(中西チーム)

( 1 )ゴルフ大会を国立地域支部と合同で 10月9日(火)に行う。

( 2 )麻雀は現在 16名の登録で、目的は「会員の親睦を深めると共に頭脳の活性化を図るJことで、毎月

一回のローテーションで開催する今年は試行期間とし、本格活動は来年 1月とする。(担当:高橋氏)

6. スポーツ観戦、新年会企画担当 (河西チーム)

(1) 9月22日(土) 6大学野球明早戦・ 12月2日(日)ラグビ一明早戦を多摩支部の企画で観戦する。

(2 )平成 25年度の新年会を 1月26日(土)に予定している。 (文責 :菊地)

*平成 24年度各事業等の報告

平成 24年度の新年会:昨年1月29日(日)に国分寺駅北口にあるプリンセスライフにて、 39名の

会員参加の下に開催した。西山支部長より年頭の挨拶があり、続いて新会員の紹介、東日本大震災復興応

援報告や年を超えた楽しい交流をもち惜しみながら、「白雲なびく・・・ Jの大合唱で、締め、再会を約

してお聞きとなった。 くがJ西:記)

国分寺地域支部創立5周年記念「隅田川屋形舟遊覧j:国立地域支部と合同で猛暑が続く 8月25

日(土)屋形舟をチャー

ターして懇親会を開催し

た。参加者は、男性24

名、女性 13名(子供含

む)でした。舟は隅田川

のお台場を目指し下り、

ベイブリッジ・お台場沿

岸のビル群・多数の屋形

舟などから放たれる明か

り、夜景を充分に楽しむ

ことが出来ました。

舟は言問橋付近まで遡り、

今、最も人気ある東京ス

カイツリーを目の前に眺

ることが出来ました。色とりどりの光が放つ明かりは、陸地で見るのとは違った美しさがあった。船内で

は新鮮な海鮮・天ぷら料理食べ放題、ドリンク飲み放題、カラオケでの熱唱、ビンゴゲームでの景品当て

などで大いに盛り上がった 2時間 30分でした。 <堀田:記)

健康管理と会員相互の親睦を目指すゴルフコンペ:平成 21年 7月7日にスタートした国立・国分

寺地域支部合同ゴノレフコンペも昨年は4月23日に第6回大会、 10月9日に第7回大会を実施しました。

毎年、近くでフラットな「昭和の森ゴルフクラブJで春、秋年2回開催しています。

第7回大会 (10月9日)は「国分寺地域支部創立5周年記念大会」と銘打ち実施しました。参加者は

4組 (16名)で熱戦を繰り広げ、国立地域支部の土屋栄一氏が見事にベスグロ優勝を果たし、記念大会

の優勝盾を獲得しました。毎回、ゴルフコンペ終了後、再度、居酒屋に集合し、表彰式と懇親会で盛り上

がっています。今回は国立駅横の「さくら さくらJで f5周年記念大会」にふさわしく夜遅くまで大盛

り上がりで終了しました。今年もゴルフは4月に第8回大会を予定していますので挙って参加されますよ



うに幹事一同お待ちしています。 (中西:記〉

東京6大学秋季リーグと紫紺の持持:秋季リーグ戦へ国分寺地域支部から 4名多摩支部合計 25名で

9月 22日何十年ぶりに神宮へ対早稲田戦だ。この日は0対4で負け 2，3戦を勝利したが今季は4位に

終わった。一方ラグビーは優勝のかかる 12月2日明早戦に当支部より 11名を含め、多摩支部 57名の

大応援団で声援をおくった。ゲームは逆転につぐ逆転、ロスタイムに 33対 32と劇的の勝利で早稲田を

くだし、 14年ぶりに筑波、帝京と共に 3校同率優勝を果した。吉田監督は4年目にして結果を出した、

「紫紺の持持」は守られた。興奮さめやらぬ我等仲間 (写真:朝日新聞 12月3日付)

は、祝杯を挙げ家路に着いた。今年から大学選手権は

この後4組に別れ、リーグ戦で各組の 1位が新年の準

決勝に進むこととなる。新年会では箱根と共に最高の

結果を喜びあえることを願っている。 (河西:記)

* 1 2月 23日全国大学選手権、第 2ステージは東海

大に 36対45負け残念な結果となった。

国分寺地域支部創立5周年記念「国史跡武蔵国分寺跡周辺散策と懇親会j: 1 1月 23日勤労感謝

の日に、国立と青梅の各支部の方を含めて、総勢 29名で、 ]R西国分寺駅を起点に、史跡周辺を巡りまし

た。当日は願し1かなわず、あいにく小雨ぱらつく寒空となってしまいました。そんな中でしたが、国史跡東

山道武蔵路や国指定重要文化財が安置される国分寺薬師堂、全国名水百選の真姿の池湧水群へと足を進め

るうちに、ガイドの説

明に耳を傾けられ、国

史跡と湧水のまち巡り

を、ぶら~りと楽しん

でおられました。時間

で、この日はお鷹の道

湧水圏内の武蔵国分寺

跡資料館見学までとし、

金堂跡や七重塔跡など

の見学は後日に期する

こととなりました。駅

に戻つての、懇親会も

大変に盛り上がり、疲

れを癒すことができました。(福田:記〉

(コメント)当日の史跡ガイド・解説は当支部幹事長 福田信夫氏 (s4 9年文・考古学専攻卒/国分寺市教

育委員会勤務)にお願いしました。短時間でしたが国分寺市の歴史を見て、学ぶことができ大変好評でした。

なお、同氏の著書「鎮護国家の伽藍・・武蔵国分寺J(新泉社)発行、隆文堂書庖で発売しています。(菊地)



* r明治大学校友会東京都多摩支部国分寺地域支部Jへの入会ご案内

西山国分寺地域支部長

明治大学校友会は、平成 15年に組織改正が行われ、新に地域を中心に組織されました。東京多摩地区は東

京都多摩支部(校友2万人超)として発足し、その傘下にそれぞれの市を中心に、国分寺・小金井・国立・小

平・立)11・八王子等 18地域支部があり、支部毎に特色をもった活動をし、校友会員相互の親睦を深めており

ます。当支部は平成 20年に発足し、今年5年目の節目の年を迎え、会員も皆様のご協力により徐々に増加し

115名となりました。しかしながら、国分寺市在住で明治大学校友(約 1，000名)の多くの方々が、ま

だご入会戴いておりません。後日、郵送で「国分寺地域支部の現在の主な活動状況Jをご案内いたしますので

参考のうえご理解を戴き、ご入会をお願いいたします。なお、当市居住者以外の在勤者は特別会員として、当

市居住の在校生は準会員として本会の活動に参加できますのでお誘い下さい。年会費 2，000円です
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国分寺地域支部役員一同
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平
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地域支部幹事長 福田

強

哲夫

和夫

敏郎(広報担当、 5周年主担当)

陸男(庶務・総務・会計、全国大会、総会、東京競馬観戦)

亮(名簿管理、組織担当、会則改定)

清則(企画・川下り、餅っき大会、ディスクゴ、ノレフ大会、

5周年担当)

宣二(企画・懇親ゴ、/レフ、マージャン愛好会、 5周年担当)

善実(企画・新年会。野球観戦、ラクYー観戦)

信夫

地域支部会計幹事徳田 隆洋

篠原由紀也

地域支部監査委員小俣悟美

佐藤泰三

地域支部幹事 宮原修司 戸嶋喜代美 松 元 秀 徳

戸薄 司 山浦義一 井ノ)11 秀

内藤達也 信 保 五 郎 高 橋 伸 幸

山口研一 芦田 隼人 山口義昭

出演l恵介 佐々木一部 坂田長生
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*編集後記 第3号は新年会に配布を目途に編集しました。今年度は「国分寺地域支部創立 5周年記念」にあ

たり、記念行事も計画され恒例行事には 15周年記念」の冠を付け盛況に行われた。各行事担当リーダーより

原稿・写真を頂き感謝しています。年度半ばですが各事業の活動・展開を報告することが出来ました。また、新

年より会員に広く知らせる情報等の投稿を歓迎しています。奮って応募下さい。但し400字以内とし、広報部

会にて選定し、掲載します。 <担当:菊地〉
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