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三年ぶりの地域支部総会
小林

太

明治大 学校 友会 西 東京市 地域 支部 総 会が５ 月１ ５日 （日 ）コ ール 田無 に て行わ れま した 。
西東京 市内 の校 友に 声を 掛け たの で すが、 さぁ 、日 曜日 の朝 、ど れ位 参 加者が いる のか と心 配
しなが ら設 営な どの 準備 を始 めま し た。 し かし …総 会が 始ま る頃 には ３ １名ほ どに ！コ ロナ 禍
のご時 世、 座席 を一 人置 き間 隔で 用 意しま した が、 席は まぁ まぁ 埋ま り 総会の 雰囲 気が 盛り 上
ってき まし た。 私は この 様な 会合 を ホスト とし て迎 える のは 初め てで し たが、 コロ ナ禍 の影 響
から実 際に 対面 式で 総会 が開 かれ る のも三 年ぶ りと の事 。ど の役 員ス タ ッフに も緊 張感 が漲 っ
ていま す。 開会 宣言 に続 いて 濱田 支 部長の 挨拶 が始 まり まし たが 、壇 上 からで はな く、 一段 下
がった 前列 座席 前の 平面 フロ アー か ら。会 を縁 の下 から 支え ると 常々 口 にして いた 、い かに も
支部長 らし い始 まり 方で あり まし た 。議事 は活 動報 告、 会計 報告 と滞 り なく進 み、 原案 通り 可
決承認 され まし た。
さて、 西東 京市 地域 支部 は、 東京 都 北部支 部を 形成 する 七つ の地 域支 部 の一翼 を担 って いま
す。そ の東 京都 北部 支部 の三 森支 部 長も来 賓と して 出席 され 、お 褒め の 言葉を 頂き まし た。 次
回の北 部支 部総 会も ここ で開 催さ れ ますか らね ！（ 笑）
オカタ イ総 会も 終わ り、 いよ いよ 懇 親会へ ！ … …と 行き たい とこ ろで し たが、 コロ ナ の ご時
世、お 弁当 にお 茶と いっ た質 素な も のに。 暫く ぶり とい う方 もい らっ し ゃり、 積も る話 も… と
も言え ない 程の 黙食 懇親 会状 態に … 。 でも 、い いん です ！ こ の会 場の 向 こうに は自 習室 ！
この日 も中 高生 が鉛 筆を カリ カリ 鳴 らしな がら 静か に勉 強し てい まし た 。その 中か ら、 未来 の
明大生 が出 てく れる こ と を祈 って い ます！
懇親会 では 水井 相 談 役も 挨拶 され て 、お元 気そ うで 何よ りで した 。そ し て三森 支部 長 が 音頭
をとっ て校 歌の （静 かに ）斉 唱。 応 援団長 だっ たこ とも あっ て、 花を 添 えて下 さい まし た。 何
らトラ ブル もな く、 成功 裏に 終わ っ た西東 京市 地域 支部 総会 ・懇 親会 。 ６月４ 日に 開催 され る
東京都 北部 支部 総会 の成 功に 自信 を 付けた 一日 でし た。
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私の学生時代
菅原英臣 （商学部商学科 平成15年卒）
平成15年3月に 明治 大学 商学 部商 学科 を卒業 しま した 、菅 原英 臣と 申し ま す。
今回私 の大 学生 活を 皆様 に紹 介し ま すので 、よ ろし くお 願い いた しま す 。
大学時 代は 「マ ンド リ ン 倶楽 部（ こ れ以降 通称 の「 マン クラ 」 と しま す ）に所 属し てい まし
た。マ ンク ラで は、 当時 年間 約 80回 の演奏 会を 全国 各地 で行 って おり 、 すべて のこ とを 記載 す
ると紙 面が なく なっ てし まう ので 、 その中 でも 特筆 した いこ とを 記載 し たいと 思い ます 。
私は大 学に 入る まで 、エ レク トー ン やクラ シッ クギ ター を先 生に 習っ て いまし たが 、大 学で
は何か 新し い楽 器に 挑戦 しよ うと 思 ってい まし た。 また 、時 間が ある と きに旅 行に 行き たい と
思って いま した。どの サー クル に入 ろ うか迷 って いた とき に、明 治大 学を 卒 業した 叔母 から「 マ
ンドリ ン倶 楽部 が有 名だ よ」 と言 わ れ、正 直な とこ ろ「 バイ オリ ンは 知 ってい るけ どマ ンド リ
ンは何 ？ 」と いう 感じで した が 、練 習 場を覗 いて みる こと にし まし た。2年 生の先 輩か ら楽 器の
弾き方 を教 えて もら った ので すが 、 「旅行 好き なら マン クラ がい いよ 。 タダで 全国 各地 を旅 行
できる し、い っぱ い美 味し いも のも 食 べられ るよ。今度 静岡 で演 奏会 があ る から観 にき なよ。」
と言わ れ、 朝7時に 御茶 ノ水 に集合 と いう過 酷な 日程 でし たが 、観 にい く ことに しま した 。
演奏会 では 、1,000名近 くの お客さ ん が大き な拍 手を 送っ てお り、先 輩方 も 楽しそ うに 演奏 し
（表現 は難 しい ので すが ）と ても 「 光って 」見 えま した 。こ れに 完全 に 心を打 たれ 、自 分も こ
うなり たい と思 い、 マン クラ 入部 を 決心し まし た。 ただ 、簡 単に 入部 で きると いう わけ では な
く、「 合奏 生試 験」 とい う難 関が 待 ち構え てい まし た。 この 試験 は簡 単 な課題 曲が 20曲くら い
あり、 その 中の 指定 した 曲を 3曲程 度 「全部 員の 前で 」弾 くと いう もの で した。 静寂 の中 で 1年
生がい きな りす べて の先 輩の 前で 楽 器を弾 く な んて 、信 じら れま せん で した。 試験 なの で落 と
される とい うこ とも ある ので すが 、 時の 4年生 が優 しか った せい か、私 の 代は全 員 1回で 合格 し
めでた く入 部で きま した が、 大学 4年 間で1番緊 張し たの はこ の試 験だっ た と思い ます 。 こ の試
験の話 を聞 いて 想像 でき た方 もい ら っしゃ ると 思い ます が、
マンク ラは 活動 自体 は「 文化 系」 で すが、 上下 関係 が厳 しい
完全な 「体 育会 系」 にな りま す。
マンク ラで は4年に1度海 外に 演奏 旅 行に行 って おり 、私は 2
年生の とき にア メリ カの ロサ ンゼ ル スに演 奏旅 行に 行き まし
た。1週間 程度 滞在 し、 その うち 2日 間は演 奏会 で、 残り は観
光でし た。 旅費 がど のく らい かか る か心配 して いま した が、
先輩か ら「 パス ポー トだ け用 意す れ ばいい よ。 旅費 や宿 泊費
はロサ ンゼ ルス の校 友会 の方 が支 払 うから 。」 と言 われ 、ビ
ックリ しつ つ内 心ホ ッと しま した 。 ヨセミ テ国 立公 園や フィ
ッシャ ーマ ンズ ワー フな どい ろい ろ なとこ ろを 観光 でき 、そ
れだけ も旅 行に 行 っ た甲 斐が あっ た のです が、1番印 象に 残っ
ている のが 、演 奏会 での アン コー ル 曲終了 後の 「ス タン ディ
ング・ オベ ーシ ョン 」で した 。ア ン コール 曲終 了後 、観 客の
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皆さん が自 然と 立ち 上が り拍 手を こ ちらに 送っ てい ただ きま した が、 日 本では あり 得な いこ と
で、演 奏側 の私 も感 動し 、鳥 肌が 立 ったの を今 でも 覚え てい ます 。こ の ことも 人生 の中 での 貴
重な経 験に 挙げ るこ とが でき ると 思 います 。
私は4年生 のと きに 主将 と指 揮を兼 務 しまし た。主将 は生 活面、指揮 は音 楽 面で部 を取 りま と
める立 場に なり ます 。 私 の代 は創 部80周年の記 念の 年で あり 、そ の年も 北 は北海 道か ら南 は沖
縄まで80回以上 演奏 会を 行い 、あっ と いう間 の 1年で した。6月 には 例年2回 実施し てい る定 期演
奏会が ちょ うど150回目 にあ たり 、ゲ ストに ペギ ー葉 山さ んな どを お迎 え して、 卒業 した OBを
含めて100人以 上が ステ ージ に上 がり 、盛大 に行 われ まし た。 秋に 実施 し た第151回定期 演奏 会
では、 （当 時は まだ 有名 でな かっ た ）夏川 りみ さん をお 迎え して 沖縄 音 楽を特 集し まし た。 こ
の当時 私は 夏川 りみ さん のこ とは ま った く 知ら ず、 同期 の女
性部員がゲストとしてどうしても呼びたいという希望があり、
ほぼゲ スト とし て決 まり かけ てい た 別の人 を押 し退 けて ゲス
トに抜 擢し まし た。 演奏 会も 大成 功 に 終わ った ので すが 、こ
の後も っと 嬉し いで きご とが あり ま した 。そ れは 、年 末の TBS
で放送 され てい る「 輝く ！日 本レ コ ード 大 賞」 に夏 川り みさ
んのバ ック バン ドと して 演奏 でき た ことで す。 なか なか テレ
ビに出 演で きる 経験 はな いと 思い ま すが 、4年間頑 張っ てき た
マンク ラで 出演 でき たこ とは 、本 当 によか った と思 いま す。
最後に なり ます が、2022年は マン クラ は創部 100周年 を迎 え
ます。 コロ ナ禍 で演 奏会 を開 催す る ことが 難し い状 況で もあ
ります が 、なん とか この 苦境 を抜 け出 し、この 後も 200年、500
年と続 いて いっ てほ しい と願 って い ます。

六年ぶりの優勝
栗田孝行

六大学野球観戦同好会（写真は5.21は神宮球場 ）

第７週 の立 教戦 は最 終戦 であ り、 勝 ち点を 取っ た方 が優 勝と なる 天王 山 で、応 援団 が内 野ス
タンド に戻 って きた 。雨 が降 る中 、女 性団長 の中 藤有 里団 長以 下 内 野席 前 方“ 定位 置”で選 手
へ声援 を送 った 。 途 中、 雨が 強く な り試合 は一 時中 断と なる も 、 応援 リ ーダー 席だ けは 空け な
いで「 俺が 守り 抜く 」と いう 意気 込 みを示 して いた 。
試合は 、明 治エ ース 蒔田 （九 州学 院 ）と立 教は 荘司 （新 潟明 訓・ ドラ フ ト注目 投手 ）の 投手
戦で両 校と もに ７回 まで 無得 点と い う緊迫 感の 中で 進ん でき だ。 しか し 、８回 にリ リー フ高 山
が打た れ、立教 に3点先 行され ると 「つい にこ れま でか・・・」と
若干の 諦め ムー ドが 漂う 中 、８ 回に 長南の 適時 打で 1点 返し 、9回に
は堀内 、西山の 適時 打で つい に同 点に 追いつ いた（気 分は 最高 潮 ）。
その後 、延長 １２ 回に 規定 により 引 き分け とな った 。結果 的に 、こ
の引き 分け に追 いつ いた こと が転 機 となり 、以 後の 試合 の流 れを 変
え、第２・３ 試合 を連 勝し 、6シーズ ン ぶり41回目の優 勝を 決め た。
他の試 合の 結果 等、 熱血 漢戦 記の 続 きはホ ーム ペー ジで ！
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その他のニュース
＊ お弁当・飲み物持 参の「いこいの森公園 昼食会 」は毎 月 月 末の日曜 日に開催。管理棟 前に 12 時
集合。時間のある方は随時ご参 加下さい。（問合せ先：伊藤和 明 042-467-0847）
＊ ズームを使ったリモート発 表会（仮称）は７月から毎 月下旬の土 曜日 19.30 から。
初回は 7 月 23 日（土）19.30～20.10。題材等はメールアドレスを開示された会
員にメール連絡致します。（問合せ先：濵 田 豊 042-421-3888）
＊ 毎週月 曜日 13.00～16.00、健康 麻雀会 （賭けない・飲まない・吸わない）が谷
戸のコスモひばりが丘で開 かれています。会費 100 円。紫紺会の会 員も参加し
ていますので、気軽にご参加下さい。（問 合せ先：冨永雄 二 090-8508-1508）
＊ 地域社 会貢 献の一環として、子供食堂「陽気なキッチン」（校友の平 野氏が中 心になって、天理教
田無分 教会 内で実 施 042-461-0363）へ夏の花火支援のため、会として寄付を実施 。食材 等の
支援は随 時受 付しています。西東 京市 社 会福祉 法人 連絡 会の「フードドライブ」でも、子供食堂や
食支援を必要とする方のための食品 寄付 を募っています（042-497-5180）。7 月 7～21 日受 付。
＊ 三年後の西 東京 市地 域支 部 設 立 20 周年記念 事業のため準備委 員会を立ち上 げました。
＊ 役員委 員会 議は、毎月の日曜 日 9.30～11.00 コール田無の会 議室で開かれています。風通しの
良いオープンな打合せ会ですので、ご自 由に参加してみて下さい。きっと仲間に会 えるでしょう。
＊ 2022 年度の委 員会 委員、地域の世 話役 委員、年間 行事 予定が若 干変 更になりました。ホームペ
ージの「明大校 友会西 東京とは」の中に掲載されていますので、是非ご確認 下さい。

編集後記
屋外でのノーマスクが推奨される等 やっと「なんでも自粛」の日々は終わったようです。夏の住処であ
る長野県の諏 訪では先週あたりから県 外 ナンバーの車を多 数見かけます。皆さん待ちに待った旅 行を
楽しんでおられるようです。注意と警戒を怠らずに仲間との飲食や家族との旅行などされてはいかがで
しょうか。総会もかなり自粛ムードでしたが（当然ですが）、来年からは大きな声で校 歌を歌いたいなと
思います。前号より、明大 校友 会西東 京 市地域 支部の Web ページの QR コードを添付しました。是非、
スマホのカメラで読み取ってアクセスしてみてください。
（中村）
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