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クラブ通信＜２０２３年４月～６月の行事案内＞No.448 

■第 58 回会員総会 

日時：2023 年 4 月 25 日（火）18：00 受付／18：30 開会 21：10 終了 

場所：名鉄グランドホテル 11 階「柏の間」（住所：名古屋市中村区名駅 1-2-4） 

対象：会員 

会費：総会 無料／懇親会 9,000 円 

締切：2023 年 4 月 14 日（金）必着 

 

１．総 会（18：30～） 

［１号議案］２０２２年度事業報告に関する件 

［２号議案］２０２２年度収支決算報告に関する件 

［３号議案］２０２３年度事業計画（案）に関する件 

［４号議案］２０２３年度収支予算（案）に関する件 

［５号議案］会則改定の件 

 

 ２．講演会（19：05～） 

演題 「人生劇場」口上青島流家元に聞く、早稲田バカの真髄 

講師 「人生劇場」口上青島流家元 青島 秀樹 氏 

講師青島秀樹氏と当クラブ林和利理事による対談形式で、「人生劇場」の魅力を深堀りいたします。 

【講師プロフィール】早稲田のうたの伝道者～青島秀樹 
あおしまひでき/辰巳屋代表。1955 年静岡県磐田市生まれ。静岡県立磐田南高等学校卒業。1974 年社会科学部入

学 1979 年卒業。「人生劇場」口上青島流初代家元。早稲田大学商議員、早稲田大学校友会賛助代議員。1977 年度

早稲田大学応援部副将、吹奏楽団責任者、初代バトントワラーズ(現チアリーダーズ)責

任者。現在は浜松市を中心とする遠州稲門会の副会長。応援部稲門会、1978 年次稲門

会、社会科学部稲門会、熱海稲門会に所属。「口上人生劇場 青島秀樹伝」(論創社)は

Amazon にて購入可。 
 

応援部現役時代には、部内にバトントワラーズを創設、初代責任者となった。現在は、

東京六大学随一の実力と 100 名近い部員を擁する早稲田大学応援部チアリーダーズの

隆盛の最初の一歩である。 
 
1977 年春の早慶戦試合終了後のセレモニーで、万余の学生を前に「人生劇場」口上を

披露。卒業後も遠州稲門会の総会では 40 年以上にも渡って「人生劇場」口上を披露し

続けてきた。 

他の追随を許さない圧巻の口上は、正に家元の名に相応しい。また、奥島元早稲田大学

総長や現役応援部員が語る口上は、台詞のみならず、様式(角帽を着用など)までもが基本「青島流」であり、青島

流口上が今や全早稲田のスタンダードとなっている。着物姿は、家元に就任してからだ。時代錯誤と言われよう

が「青成瓢吉を演じるのに背広姿ではおかしい」との思いからという。早稲田大学校友会の広報誌である「早稲

田学報」2022 年 10 月号の「早稲田バカ特集」にて、グラビア 4 ページに渡って青島が紹介され、見事「早稲田

バカ天下公認」となった。 
 
今後も「天下公認早稲田バカ」として、心から愛する母校早稲田大学のために尽くすとともに、  

「早稲田の歌の伝道者」として早稲田の歌を様々な場所に届け続けるつもりだ。 
 

「人生劇場」口上 動画▶ 
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３．懇親会（19：45～） ※二次会の予定はございません 

本年は早稲田大学、早稲田大学校友会、県内地域稲門会から来賓をお迎えし、盛大に開催い

たします。懇親会終盤には、青島秀樹講師に「人生劇場」口上を実演いただきますので、お

楽しみに！卒年、クラブ歴を問わず、大いに交流を深めましょう。皆様のご参加をお待ちし

ています。 

※総会、懇親会ともお一人ずつ席を用意しております。事前にお申し込みの上、ご参加くださ

い。懇親会では、美味しいコース料理（個別配膳）をお楽しみいただきます。 

（お申し込みのない当日のお越しは、席または料理のご用意ができない場合があります） 

※キャンセル連絡は 4 月 17 日（月）までにお願いいたします。 

4 月 18 日（火）以降の参加キャンセルについては会費を申し受ける場合があります。 

予めご了承願います。 

※感染症対策について 

当日は、入場時に手指消毒および検温を行い、各卓上には人数ごとにパーテーションを設置し、懇親会

のお食事は着座形式にて開催いたします。懇親会では、お食事以外時(会話時等)の不織布マスク着用を

お願いいたします。 

★当日体調がすぐれない方は、参加をお控えください。 

※上記は、早稲田大学校友会事務局からの「当面の校友会・稲門会活動につきまして」(2022.9.20、 

現時点で最新版)に準じています。今後更新された際には、当日等にご案内いたします。 

■ 第 22 回逍遙フォーラム【後援】 
  

早稲田が誇る偉人坪内逍遙の顕彰事業です。逍遙が学校用児童劇として作った戯曲 

の中から「小野の道風」をお楽しみいただきます。春日井出身と伝わる書家道風の 

エピソードを戯曲化した作品です。 
 

日時：2023 年 5 月 21 日（日）14：00～15：30（開場 13：30） 

場所：みのかも文化の森「緑のホール」 

    住所：岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 3299-1  TEL 0574-28-1110 

内容：①講演「坪内逍遙の没理想論」伝承文化研究所センター所長 林 和利 

    ②演劇『小野の道風』劇団シアター・ウィークエンド 

会費：500 円（当日、受付にて精算） 

問い合わせ先：伝承文化研究センター TEL 090-8544-5348（林携帯） 

締切：2023 年 5 月 15 日（月）必着 

※詳細は同封の「チラシ」をご参照ください 
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■早慶ラグビーをみんなで応援する会 

 名古屋からほど近い長良川競技場で開催されるラグビー早慶戦を会員皆で観戦・応援し、試

合終了後には懇親会を行います。コロナ禍が終わって初めてのスポーツ観戦を楽しみ、早稲

田ラグビーを話題に会員間の懇親を深めます。 

 

日時：2023 年 6 月 4 日（日） 

 12：00 集合 （集合場所：正面入場ゲート） 

 13：00 第１部 早慶戦 KICK OFF ／ 終了後、第２部会場へ移動 

 16：00 第２部 懇親会 

 18：00 終了予定 

場所：【第１部】岐阜メモリアルセンター長良川競技場 

岐阜市長良福光大野 2675-28（名鉄・JR 岐阜駅からバスで約 20 分） 

場所：【第２部】チーズ×肉バル bouno 岐阜店 

岐阜県岐阜市長住町 2-1 こんぱるビル B1F（名鉄岐阜駅から徒歩 2 分） 

会費：当日、集合場所で受付時にお支払いいただきます 

【第１部のみ】（観戦のみ）    2,000 円（自由席にて観戦／高校生以下 1,000 円） 

【第１部＋第 2 部】（観戦＋懇親会両方） 6,000 円 

【第 2 部のみ】（懇親会のみ）      4,000 円（高校生以下 2,000 円） 

対象：会員、会員ご家族、入会希望者 

締切：2023 年 5 月 19 日（金）必着 

※キャンセル連絡は 5 月 22 日（月）までにお願いいたします。 

5 月 23 日（火）以降はキャンセル料を申し受ける場合があります。予めご了承願います。 

■  2023 年度早稲田大学校友会愛知県支部  総会開催のご案内 

日時：2023 年 6 月 11 日（日） 総会 17：00  懇親会 18：00 

会場：名鉄グランドホテル 11Ｆ「柏の間」  

住所：名古屋市中村区名駅 1-2-4 

会費：10,000 円 

※校友会費を納付されている方には、正式のご案内が 5 月初旬頃、往復ハガキにて配信 

されます。また支部総会は校友会費の納付如何に拘わらず、校友はどなたでも参加で 

きますので、案内ハガキが届かない方でも参加ご希望の場合は、名古屋稲門クラブの 

事務局までメールもしくはお電話にてお申し込みください。 

（受付締切：5 月 31 日必着） 

※新型コロナウイルス感染症の流行の度合いにより、内容変更があり得ることをご承知おきください。 
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◆第 51 回愛知県ラグビー祭 

第 6 回「早稲田大学 vs 同志社大学」ラグビー対抗戦のご案内 

 第 51 回愛知県ラグビー祭開催にあたり、第 6 回「早稲田大学 vs 同志社大学」ラグビー対

抗戦が下記の通り開催されることとなりました。一昨年にも開催予定でしたが、コロナ禍によ

り開催直前で止む無く中止となってしまいました。今回は 6 年ぶりの開催となりますので、ぜ

ひ多くの皆様に迫力のある試合を間近にご観戦いただきたくご案内を申し上げます。 

 

 日 時：2023 年 6 月 18 日（日） 

     12：00 豊田通商 vs 愛知学生選抜 

     14：00 早稲田大学 vs 同志社大学 

 会 場：パロマ瑞穂ラグビー場 （所在地：名古屋市瑞穂区山下通 5-4） 

 費 用：一般指定席 2,000 円  

 申込先：名古屋稲門クラブ事務局  

（E-mail：tomon@waseda-nagoya.jp  TEL：052-231-2756  FAX：052-221-1049） 

 ※チケットについては同封の「チケットご購入のお願い」をご参照ください 

 

●クラブ通信のお届け方法について あらためてご案内 

久遠との同封の機会を得た今号については紙面にてお届けしておりますクラブ通信ですが、

そのお届け方法は、配信頻度や内容についてより柔軟性を高めるとともに、より一層充実した

情報をお届けすべく、メール連絡が可能な方全員に原則Ｅメールを活用した配信（メルマガ方

式）にてさせていただいております(№441（2022 年 1 月～2 月)より)。 

今後も、今号のように同封物がある場合は紙面にてお届けすることもありますが、原則はメ

ルマガ方式での配信とさせていただきます。 

以上をあらためてご案内申し上げるとともに、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

なお、PDF 版を名古屋稲門クラブホームページのトップページ(https://waseda-nagoya.jp)

からもご覧いただけます。 

 

※既に紙面配信を希望されている方、または名古屋稲門クラブに登録済みのメールアドレスへのメール 

配信が不都合な方におかれましては、引き続き紙面にてお届けいたします。 

新たに紙面でのお届けを希望される方は、その旨、クラブ事務局までご連絡をお願い致します。 

【名古屋稲門クラブ事務局】E-mail: tomon@waseda-nagoya.jp   

              TEL：052-231-2756  FAX：052-221-1049 

mailto:tomon@waseda-nagoya.jp/
tel:052-231-2756

