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１．令和４年度 西東京三田会定時総会が開催されます
◎○◎:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─.*:◎○◎
長期に渡るコロナ禍で長らく総会がまともに開催できていませんでしたが、
３年振りにかなりの制限内ながら対面で開催します、飲食を伴う懇親会はできません
お客様招待もなく会の内外部ともに十分な情報交換ができにくく忸怩たるところです
会内だけですが、ささやかながら楽しんで頂ける催し物を企画しています
記
日 時：令和４年５月２２日（日）１０時～１１時半 （受付：９時半）
会 場：保谷こもれびホール（小ホール）
年会費：当日受付にて令和４年度分年会費 3000 円を頂戴致します
（参加できなかった方には後日総会報告に払込取扱票を同封します）
（なお、禍年度分未払いの方には恐縮ですが複数年度分いただきます）
検温・マスク着用など感染対策・健康管理を万全にしてお出でください
総会実行幹事 ： 大内俊、篠崎哲雄
◎○◎:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─.*:◎○◎

２．たけのこ堀りを楽しむ会が実施されました
◎○◎:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─.*:◎○◎
令和４年５月４日（水）１３時半受付、１４時開会, 令和４年度初のイベントでした
正に五月晴れの下、小さなお子さんを含め会員の家族総勢２３名（会員は６名）、
東久留米三田会の野崎陽一さんの竹林をお借りしての一時、
小さなスコップで一生懸命竹の子を掘っていました、小ぶり大ぶり取り混ぜて結構な収穫でした
http://nishitokyo-mitakai.net/circle7-takenoko.html
◎○◎:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─.*:◎○◎

３．西東京三田会 諸会務やサークル活動が再開されます
◎○◎:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─.*:◎○◎
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上掲のように「たけのこ堀り会」は実施され、「定時総会」が実施されます
コロナ禍が完全収束ではありませんがサークル活動も動き出しています
１．神宮野球応援会 《５月２８日》 【実施連絡】
東京六大学野球はかなりの制限下であるものの実施されています
現在、対明大戦のさなかで先勝しており、第８週がいよいよ慶早戦です
同好会として下記計画しましたので当該日時・場所に集合ください
応援試合
： ５月２８日（土）慶早戦第一日目
集合時間・場所 ： １２時に慶應側内野席入口前
ご注意
： 入場料は 2000 円です、各自購入してください
愛好者には連絡済ですが、本情報にて初めて認識されてご希望の方も大歓迎です
神宮野球応援会幹事 樋口
ar-higuchi@jcom.home.ne.jp
２．第３４回 西東京三田会ゴルフ会 《６月１日》 【実施連絡】
西東京三田会ゴルフ会が再開の運びとなり、会員各位に案内されています
第３４回ゴルフ会が下記要領で開催されます
日時・場所 ： ６月１日（水） 飯能グリーンカントリークラブ
申込は、終了しており、１１名がプレイします
ゴルフ会幹事 ： 宝井繁夫、森茂樹(090-8963-1893 smah-mori@nifty.com)
３．第１０回 近隣歴史散歩会 《６月５日》 【実施連絡】
「日蓮宗下保谷村を歩く」というテーマにて実施します
日にち
： ６月５日（日）
雨天は順延または中止です
時間・集合場所 ： ９時半、西部池袋線保谷駅北口
時間に集合した会員および関係者が参加者です、改めて事前出欠は問いません
【コース予定】
・ おかしら邸周辺、明治２年下保谷絵地図など → 高橋分家邸街 →
・ 天神社：複数市指定文化財など→白子川上流（下保谷流）暗渠上東進
・ 福泉寺：日蓮座像や題目塔（「三十番神像」は見れない） →
・ 大乗院 → 白子川上流暗渠 → 妙福寺 → 大泉学園駅

→

会愛好者には別途案内済み、本情報にて認識の方も大歓迎です
歴史散歩会幹事 樋口 ar-higuchi@jcom.home.ne.jp
４．西東京三田会 「防衛省見学」 《７月８日》 【実施予告】
グルメ会幹事小笠原さんと新入会員の和田さんが企画してくださっています
グルメ会企画ですが今回は“食事会はありません、見学会のみです”
詳細は改めてご案内されます 小笠原 ko.so.rin8a@gmail.com
５．西東京三田会 麻雀の会 《７月１７日ほか》 【実施計画連絡】
当初の年間計画中 ３/１３ に続き５月１５日も中止といたしました
本日以降は 7/17、9/4、10/23、12/18 の計画となっています
コロナ情勢を見定め、一回一回を適宜判断してご案内いたします
麻雀会幹事 ： 原護、栗原幸雄 （連絡：ar-higuchi@jcome.home.ne.jp ）
６．ブルーベリー摘み会 《７月３１日》 【実施予告】
７月３１日（日）がおさえられました、詳細は後日案内されます
幹事：宮本 miyak1949@nifty.com
７．連合三田会大会への日吉キャンパスでの参加 《１０月１６日》
詳細は「その他」の３．参照、
過去実行年のように拠点を設けますので参加ください
８．写真・作品展

《１０月１７日～》

【実施予告】
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【実施予告】

今年の写真・作品展は１０月１７日～２３日、柳沢公民館１階ロビーで開催
当該時期になりましたら改めて詳細がご連絡されます
幹事：高橋 shin123@jcom.home.ne.jp
◎○◎:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─.*:◎○◎

４．その他

：

会員情報、塾情報、近隣三田会情報など

◎○◎:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─.*:◎○◎
１．会員の状況
長谷川美紀子（S３８薬）さんが昨年お亡くなりになっていました
また近時に桐ケ窪実（S３２法）さんの訃報に接しました
ご両人のご冥福をお祈りいたします
本年度に入り前号でお知らせのとおり１名新入会員がありましたが、
桐ケ窪さんの訃報により現在会員人数は１１９名となりました
２．会員参加の公開シンポジウム紹介
当会会員で古写真研究家・高橋信一、公認心理師・篠崎哲夫両副会長参加の
「学問の大衆化推進会議 第３回シンポジウム」 が下記開催されます
中高年と次世代の役割について大胆な提言をおこないます、とされています
テーマ ： 中高年世代と日本の可能性
日 時 ： 令和４年６月５日（日） １２：４５～１６：００
場 所 ： 慶應義塾大学三田キャンパス研究棟 A 会議室
―――――篠崎氏メッセージ（一部省略しています）――――――――――――
第 3 回「学問の大衆化推進会シンポジューム」のご案内
西東京三田会の皆様
会員で副会長を担当しておりますＳ４６工 篠﨑哲雄です、他の活動としては、
学問の大衆化推進会議の Secretary member(運営委員会)として活動をしています。
来る 6 月 5 日に、毎年恒例となりました学問の大衆化推進会議主催シンポジウムを、
三田キャンパスで開くことになりました、多様な方々からの発表があります。
興味を持たれる内容も多いかと思います。皆様の参加を、お待ちしております。
https://tinyurl.com/2hjbmevu
にて参加登録をお願いします（席に限りがあり）。
不明な点は篠﨑(ktt.shinozaki@gmail.com) 090-7907-7184 までご連絡ください。
――――――――― 篠崎氏メッセージは以上 ――――――――――――――
３．２０２２年慶応連合三田会大会について
本年度の慶応連合三田会大会は、10 月 16 日(日)ハイブリッド大会での開催です
現段階では今年の実行部隊はリアル開催を前提に準備を進めています
新しい日吉記念館イベント、多くの模擬店など旧来同様の計画がされています
大会テーマは「つながろう、いま。つなげよう、未来。」です
大会券配布会は中止ですが当会への大会券割当は従来どおり３シートです
５月１８日１９時～２０時 オンラインにて概要説明があります
https://keio-univ.zoom.us/webinar/register/WN_R9Cna0jySYS0TTiRNjjzpw
事前に上記で登録（先着 1000 名）して返信のなかの URL から視聴できます
なお、連合三田会はデジタル化での DX（デジタルトランスフォーメーション）
を進めており、昨年作られたオンラインプラットフォーム「デジミタ」を、
塾員向け同窓会プラットフォームとして推進しています
三田ジャーナル閲覧ほか当会のような卒業塾員に有益な情報が期待されます
５月１４日（土）には手始めに、伊藤公平塾長の講演が配信されました
このプラットフォームには「デジミタ」登録が必要で下記要領でできます
① デジミタ新規登録（すでに登録済みの方は不要）

デジミタのトップページは

TOP – デジミタ公式サイト (rengomitakai.jp)

です。

デジミタ登録利用ガイド デジミタ登録・利用ガイド_v3-1.pdf | Powered by Box
② デジミタへサインイン後、講演などは「meetup」、三田ジャーナル閲覧などは
「story」に進む
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４．卒業生評議員選挙について
慶應義塾第 36 期卒業生評議員選挙が１０月３日に行われます
三田会あてにも推薦する候補者がいる場合の対応が通知されてきました
西東京三田会としては従来同様に本件には対応いたしません
塾員各位にも公告がとどけられていると思います、適宜対処してください
５．小平三田会からの二つのお誘い
①．小平三田会作品展について
小平三田会から作品展の概要は下記です、出展、閲覧いかがでしょうか
会期：5 月 3１日（火）～6 月 5 日（日） （展示公開は 6 月 1 日より）
会場：中央公民館ギャラリーA・B
問い合わせ先
吉川 潔
小平三田会アートクラブ代表
携帯 090-3500-8325
e-mail yoshikawa@kiyoshi.sakura.ne.jp
出品参加費無料・無審査、新規参加も奨励されています
②．小平三田会 「なんでも知ろう会」の新規立上げ記念講演会
日時
令和４年５月２８日（土）
１３時３０分開場
講師
松本洋平（小平三田会および西東京三田会会員です）
演題
「日本が抱える諸事象と方向性」
会場
小平市東部市民センター 集会室 （洋室）
参加費
無料
小平三田会会員、ご家族、ご友人が参加出来ます。
参加申し込み
メール
yoshikawa@kiyoshi.sakura.ne.jp
電話
０９０－３５００－８３２５ （吉川）
◎○◎:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─.*:◎○◎

追：本「通信」編集・発行人からの二つのお知らせ
◎○◎:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─.*:◎○◎

１． コロナ明けに向けて
コロナは完全には収束していませんが世の中は動き出しています。
総会も会議部は上述どおりですがいつか「懇親会部」も実現したいものです
会員各位におかれましてもコロナ後の西東京三田会活性化にご協力ください
①
「このようなことをしたい」「やってみたい」
あるいは「このような仲間が欲しい」などの情報を拾い集めましょう
②
進んで率先垂範にて会の立上げなどいかがでしょうか
“受動から積極へ” 西東京三田会土壌は温まってきました、
さあ芽を出しましょう、自己充実に活かしましょう
なにか仲間と集う機会を立ち上げてみようではありませんか
上記①②は必要でしたら森茂樹理事または事務局に情報をお寄せください
smah-mori@nifty.com または nishitokyo.mitakai@gmail.com
③
編集子が１提案いたします 「ＺＯＯＭ談論会」はいかがでしょうか？
リアルまではいかなくとも対面でなんでも井戸端談義ができる機会です！
賛同者が複数人おりましたら立上げて実際に計画を考えます
２．本「通信」へのコラム欄設置の提案と記事投稿のお願い
本通信は２０１２年９月第１号発信でしたが、会員の活動予定や報告、
会員や塾・周辺諸会動向等の通知が主で会員の記事がほとんどありません
今回、コラム欄設置の提案と記事投稿のお願いをいたします
２２０人余の仲間にひとときの「読み物」のお届けはいかがでしょうか

―――

記事投稿のお願い

―――

みなさんが普段の生活のなかで感じたこと（喜怒哀楽こもごも）、趣味・娯楽、
若き日の思い出、今までの人生の振り返り、主張、つぶやき、・・・・・、
（政治的な主張のみは取り上げない場合が生ずるかもしれません）
長さは制限をいたしません、連続ものも複数回掲載で歓迎できます
原稿は 本通信制作責任者樋口 ar-higuchi@jcom.home.ne.jp まで
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
西東京三田会 http://nishitokyo-mitakai.net/
本メールに掲載されているすべての記事等の文責は樋口にあります。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

**************************************************
樋口 明朗
042-478-8158

ar-higuchi@jcom.home.ne.jp

090-1760-4823

akr-h_0715@au.com

**************************************************
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