
大相撲は協会理事人事などなどゴタゴタが続いています。去年
の暴行事件が発端とか、それ以前からの問題が尾を引いてい

るとか。以前のことが尾を引きいまだに人事ゴタゴタ……何やらどこ
かの大学と似ているような。
　でも、そんなことはファンにとっては関係ありません。好きな力
士の奮闘に声援を贈るのみ。角界でも中大出身者は頑張っていま
す。中大出身力士
を応援するOBの
集まりも開かれて
います。
　春場所番付での
中大出身力士は十
両の豪風と矢後、
そして幕下の一山
本。一層の活躍を
期待しましょう。
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中大出身力士を
応援しよう!!

検索 白門58

後輩の活躍は大学のホームページや
中スポサイトで。58会プログでも適
宜、ご紹介しています。そして、中大ス
ポーツのいまとむかしの輝かしい実績
は、中大検定で知ることができます。では、早速、練習問題。2択です。練習問題

に挑戦しよう中 大 検 定

Q．日本ボクシング界初のオリンピックメダリスト
となったのは？

【正解】　田辺清
【解説】   中大 2年でローマオリンピックに出場し銅メ
ダルを獲得。のちプロ入りし、世界チャンピオン確実
と思われたがタイトルマッチの直前に網膜剥離が発覚
し、プロ無敗のまま引退。悲運の天才ボクサーとして
今も語り継がれる。桜井孝雄は中大ボクシング部の
2年後輩で、東京オリンピックで金メダルを獲得する。

Q．冬季パラリンピック・スキー競技に5大会連続
出場した大日方邦子が獲得した通算メダル数は？

【正解】　金 2、銀 3、銅 5の合計10 個
【解説】  法学部 4 年時に初出場したリレハンメルでは
メダルなしに終わったが、次の長野からバンクーバー
まで4大会で10個のメダルを獲得。しかも滑降、スー
パー大回転、大回転、回転のアルペン4 種目すべて
で表彰台に上るというオールラウンダーぶりであっ
た。現在、中大理事。平昌パラリンピック団長。

矢後関の十両昇進に当って、大学から化粧回しが贈呈された（2017
年9月1日に駿河台記念館で開催された贈呈式にて）
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　小原です。本業以外に、ライフ
ワークとして行っている「老いじたく
相談」は、11年前に伯父が突然他界
し、一人暮らしとなった伯母を見守
り支援をしてきたことがきっかけで
した。現在、地元のカフェで老いじ
たく準備会の世話役などもしていま
す。ライフエンデング研究会、上智
大学グリーフケア研究所で学んだ同期の皆さまのネットワークなどが私の
活動の支えとなっています。卓話会では、自分の身の回りに起きたことをご
紹介しつつ、そろそろ還暦の節目を迎える私たちも「老いじたく（相続準備
はそのひとつですが）」を考えてもよい頃合では？ということでお話させて
いただいた次第です。人生100歳時代、いろいろな出来事と対峙すること
になりますが、事前に情報を仕入れて心の準備をしておくのも一考かと。但
し、「老いじたく」は手段であって大事なのは「これからも元気に生きるこ
と」です。「備えあれば憂いなし、一方で、健康寿命の間はあれをやりたい
これもやりたいなぁ」でいきたいものです。

2017年度総会・懇親会
8月23日土曜日、駿河台記念館

２ 0 1 7 年 度 総 会 報 告

　テーマが今の我々世代にドンピシャで、興味を持った方、切実
な問題になるつつある方、多かったのではないでしょうか。
　快く講師を引き受けてくださったNPO『老いじたくあんしん
ねっと』の会員でもある小原さん、行政書士のお仕事の傍ら『に
わとくらcommunity』という西東京市の活動のボランティアで法
律相談などされているそうです。レジュメの準備や参考例の取
り上げ方など、そつがないわけですね。
　小原さんの身に2017年に起きたこと、お嬢さんの結婚、息子
さんの就職、そして１番大きかったのはやはりお父様のご逝去
でした。真っ先に直面するのは“相続問題”です。小原さんは職

同期の近況は?
今年も会員卓話と近況報告会

業柄手抜かりは
ないと思います
が、法律に詳し
いわけではない
殆どの人は“いざ
その時”身内との
別れの悲しみの
中、煩雑な手続
きに追われ、知識不足の為にミスを犯したり、様々な問題が持ち
上がることも多いと思います。実際、私も父が亡くなった時は「こ
んなに何枚も書類を処理しなきゃいけないのか⁉」と困惑した
のを憶えています。小原さんのレジュメにはその時、困らない為
に大いに参考になることが的確に纏められていました。
　小原さんが以前から後見をなさっている伯母様と伴侶を亡く
されたお母様の“これから”を考え、そこから、近い将来我々自
身もそこに至る事になる“老後”への備えの必要性をお話し頂き
ました。他にも“相続の落とし穴”として知らないと思わぬ損害を
受けることになる事例を、〇×で答える形式のプリントにされてい
て、これは備忘録として保管しておくといいかも？  と思いました。
　ご自身の経験も踏まえて話してくださり「あ、そうだったのか」
とか「そんな事態になるのか」と気づかされることも多く、これか
らの生活の参考になる内容でした。時々、レジュメにそって我々
に質問をされ、自分の問題として考える機会を作ってくださいま
した。

人気作家・門田隆将さんも参加し懇親会も盛り上がる
　小原さんの卓話の後は、恒例、参加者全員の近況報告。“近
況報告”とは言いながら、内容は各人“来し方を語る”感じになり
ました。年齢のせいでしょうか。いやいや、初参加の方も多かっ
たので自己紹介の意味もあったからだと、思います。（笑） 皆さ
ん大学を卒業してから還暦に手の届く現在までを短く報告。お
孫さんのできた人、職場を早期退職して第二の人生満喫中の
人、余暇の趣味で充実した日々を送っている人、等々。「孫って
ホントに目に入れても痛くない？（そんな筈はないですが）」とか

「その仕事って具体的にどんなことするの？」とか「その趣味の
腕前いつか披露
してほしい。」と
か興味が湧くこ
と多々で、是非、
卓話講師をお願
いしたいと思う方
だらけでした。
　 懇 親 会 は 昨
年に引続き御茶
ノ水駅前ビルの

　総会（14:00～）、支部長・役員留任、会計報告、29
年度事業計画等、拍手で承認。その後、卓話会（14:30
～）、行政書士の小原 伯夫さんに講師をお願いしテーマ
は『親の老いじたく＆わしらの老いじたく』聴講者14名
でした。（報告・柳）

会員卓話

「親の老いじたく＆わしらの老いじたく」
� 小原�伯夫�さん（法卒）

久々に10名以上の参加
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『山葵』にて12名（！）参加で開催。同期の人気作家・門田隆将
さんも参加。大学時代の思い出話や歳相応に“病気の話”（こ
の話題が年々増加していくらしい……）、58会会員増のための

“1人が3人誘って来る”案、それから単なる冗談（殆どこれだっ
たかな？）まで、ワイワイガヤガヤ、話がはずみ楽しかったです。

『山葵』は比較的リーズナブルな価格のお店ですが意外と皆
さん健啖家で、会計の時ちょっと「お金足りるかな？」と不安がよ
ぎりました。まだまだ皆さん若い……ということでしょう。喜ばしい
ことです！

2016/12/12
　12月9日（土）18:00より神楽坂『竹
ちゃん』にて無事2016年忘年会開催！
内山支部長推薦の“サラリーマンの聖
地”竹ちゃんビルの居酒屋『竹ちゃん』
で忘年会やりました。参加人数は男3
人女3人の6人、何だか今時の合コンみ
たいでしたが……。「韓流は歴史物が
面白い！」とか「NHKの朝ドラをみくびっ
てはいけない！」とか｢箱根駅伝に出場
出来なくなって知名度が中央学院に抜
かれるんじゃないか……。」とか「白髪
はどうしてる？」とか話題は尽きず、少
人数ながら中々の盛上がりでした。

2017/5/29
　5月25日（木）『58会新年度飲み会』こ
ぢんまりと開催しました。目算では10
人くらいは出席かなぁと期待していた
のですが、残念ながらお仕事で出られ
なくなったという方が相次ぎまして、6
名での開催となりました。内山支部長
が手配してくれた飯田橋の九州料理の
お店『熱中屋・飯田橋駅前店』飲み放題
コース3,980円で“飲み放題”してきまし
た。料理も中々で、お安かったです。支
部長がいろんなお店を知っていて、助
かります。人数は少なかったものの、皆
でワイワイいろんな話をして楽しく過し
ました。そろそろ第二の人生に入ろうと
いう年頃の我々、既に次のステージに

進んでいる方もいて、同期の皆さんの
話を聞くのもこれからの参考になりそ
うです。写真アップしておきます。今回
参加されたTさん（男性）から｢この事象

（同期の皆と過す）は個人だけでは作
ることは出来ず“ある”仲間があってはじ
めて成立する事象です。ということを心
に抱きつつ、次回お会いできるのが楽
しくなっている今です。」というメールを
頂き“やって良かったな”と嬉しくなった
幹事でした。

2017/10/24
　10月22日（日）、雨の降りしきる中、
多摩キャンパスでホームカミングデー
が開催されました。予定されていた内
容はずいぶん変更や中止があったも
のの、3,000人の方々が来場されたそ
うです。
 
2017/12/7
　遅くなりましたが、ホームカミング
デーの58会の成果？収穫？をご報告い
たします。58会、今年も頑張りました！…
頑張ったわけではないですが、くじ引
きでまたまた“当たり”ました。昨年まで

はプログラム最後の抽選会で当たりを
頂いていたのですが、今年は“くじ引き”
で内山支部長が当たりを引いてくれま
した。しかも、2つも‼　1つは大枚3万
円分の商品券、早速、換金して58会の
口座に入金しました！　もう一つは母
校の先輩キヤノンの御手洗冨士夫名
誉会長提供の、カメラ『Canonコンパク
トデジタルカメラIXY210』。で、またま
た、ご希望の方にお譲りして幾らか会
にご寄付願おうか、ということになりま
した。入手ご希望の方は58会のアドレ
ス（chuo58@noracomi.co.jp）宛にご連
絡ください（募集中！！）。

2017/12/14
告知です！　白門文京支部さんから、
粋な暦が届きました。ご希望の方がい
らっしゃればお譲りします。58会のアド
レスまで連絡ください。（受付終了）。

2018/3/8
　2月17日（土）、58会“遅めの新年会”高
田馬場『めっけもん』で開催しました。

　5月13日(土)、駿河台記念館で定時協議員会・定時学員総
会が開催されました。その会場で『第2回 支部会報コンテス
ト』の表彰式も行われ、賞状を受け取ってまいりました。『58会
通信』は前回と同じく“努力賞”で
した。佳作くらいには入りたかっ
たなぁとも思いますが、副賞とし
て金一封をいただきました。早
速、58会の口座に入金しました。

『第2回 支部会報コンテスト』で“努力賞”

58会活動報告（Facebookより抜粋）



すので、関西在住のOB・OGの方は必見
です！
　今年は近畿ブロック125周年を記念し
て、11月18日に「近畿白門祭」として、
中大の吹奏楽部と地元の高校生との合
同演奏会が大阪国際交流センターで開
催されます。
　関西地区有志での58会の飲み会も今
後、企画していきたいと思っています。よ
ろしくお願いします。

和歌山の内畑雅年と申します。ユニ
フォームの製造販売の仕事をして

います。今は春夏のシーズンに向けての
準備の毎日です。そんな中、去る3月3日
神戸にて、同期相撲部出身の渡辺万平君
の案内で、中大出身力士の春場所激励会
に参加し、豪風関、矢後関、一山本関と親
しく話せる楽しい時間を過ごしました。
　「中央大学大阪白門会」のホームペー
ジを開くと各種の行事予定が出ていま
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　白門58会は入会金・会費無料で運営しています。会の
運営費は、会員の任意の維持費と会報の広告、学員会本
部からの支援金などによって賄っています。維持費は会
報発送費のほか、白門支援金など学員会や大学への寄付
に充てています。ご協力お願いします。
　維持会費は1,000円以上、いくらでも結構です。
　維持会費ご協力の方には、金額にかかわらず学員会グッ
ズを謹呈します。同封の振り込
み用紙をご利用ください。

ゆうちょ銀行（武蔵府中郵便局）
00180–5–433209
白門58会（ハクモンゴハチカイ）

▶ 維持会費納入のお願い

振込先

会報編集者、ブログ管理者募集
　本会では会活動の活性化のために、会報に加え、ブログ、
Facebookを活用しています。
　Facebookの「いいね！」、ブログの書き込み、そして会報
編集者、ブログ管理者を募集しています。
ご協力いただける方は、事務局までメー
ルにてご連絡ください。
chuo58@noracomi.co.jp

ブログ、ほぼ毎日更新!!

検索大阪白門会

関西在住のOB・OGは必見!!【会員の近況・メッセージ】
関西の同期の皆さんへ

内畑 雅年
(和歌山県。経卒)

中大の校歌、寮歌などの由来が
まとめられた冊子『中央大学の歌』

中大タオル


