
1 

西東京三田会ホームページ http://nishitokyo-mitakai.net/ 

 

西東京三田会会長 

樋口 明朗 

「三田会」はいうまでもなく、慶應義塾大学の同窓会の名称ですが、卒業年度、地域、会社・業界、

学部学科、ゼミ、趣味など多岐に亘って存在し、多くの卒業生は複数の会に所属して塾員としての連帯

を深めることができるようになっています。「年度三田会」は同じ年度卒業の塾員で構成される三田会

で「同期会」に当たりますが、 大学卒業と同時に自動的に入会することになります。各員が意識する

か否かに拘わらず各年度の卒業式の式次第、例えば本年 3 月 25 日の 2018 年度卒業式式次第には「2019

年三田会結成」が盛り込まれていました。一方「地域三田会」は同じ土地に住む、あるいは勤務すると

いう、”地縁”で結ばれた三田会で、 地域色を活かした様々な活動ができます。最近では海外にも増

え、赴任先での心強い存在となっています。海外はじめ、一部地域三田会、そして多くの卒業年度、会

社・業界等他の三田会でも年度三田会同様に自動的入会扱いがされているところも多いようです。 

では、地域三田会としての「西東京三田会」との違いはどこにあるでしょうか。そうです、自動的で

はなく入会手続きを経て「登録会員制」としていることであり、年度会費を頂いていることです。その

最低限の根拠はひとえに、継続性を念頭に置いての全会員との交信に係わる資金をどうするかに関わっ

たものですが、一方会費を頂くからには「会報」などをお送りするなど最低限のサービスも行うのが通

例です。一方、登録会員制を採用していない各種の任意団体では、この費用は年に数度の少ない懇親会

的集まりを実施して、その際の会費のうちから工面したり、個人の資金に依存しているようです。会員

把握などは疎ですが問題も発生しません。「西東京三田会」は「登録会員制」の地域三田会であり、先

述のように地縁で結ばれており、“遠くの親類より近くの他人”という故事もありますように、思い立

てば直ぐに会員仲間の連絡網に流し、実現させることは他の三田会より高くなります。会員仲間の会は

継続性に敢えて拘ることはありませんが、マッスとしての会員数が多ければ多いほど希少的な趣味仲間

も集まれる機会が増えます。以前はあった囲碁やダンスの会なども復活させる可能性も増えてきます。 

 令和の時代になりました。会員各位に置かれましてはまだ大半が昭和年代の塾卒業生で占められてい

ますが、昭和の後の平成が 30 年をも経過してのこの度の改元であることを考えますと、現在の「西東

京三田会」の会員構成は問題です。地域三田会としての「西東京三田会」の存在は案外知られていない

こともあるようです。それは一昨年、この当会の「30 周年行事」にて平成時代の卒業生への呼びかけ

をしたおりに痛感させられました。数人が、知りませんでしたと行事を機会に入会してくださいました。 

本年度「令和元年度」は、平成年度卒業生も視野に入れて組織的な新入会員勧誘事業を行います。次

回の全会員対象懇親会である令和 2 年の新年懇親会に多くの新入会員を迎え、「進入会員歓迎会」が兼

ねられることを願っています。 

会員のマッス拡大で親睦機会の多様性を高めましょう 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E6%87%89%E7%BE%A9%E5%A1%BE%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E7%AA%93%E4%BC%9A
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西東京三田会令和元年度定例総会は、令和元年 5 月 11 日（日）午後 1 時 30 分より、コール

田無 2 階イベントルームを会場に開催されました。出席会員数は 35 名（総会員数の 33.3%）

でした。開催に先立ち、出席者全員が塾歌を斉唱し総会が開始されました。 

総会は司会の宝井繁夫氏の開会宣言で始まり、佐藤貢一氏に書記を依頼し進められました。 

樋口明朗会長が挨拶の中で、法人ではない任意団体である本会の総会のあり方を従来のやり方

から簡素化すべく役員会に提案し承認されたこと、それに基づき総会資料の第 1 から第 5 まで

の事項について報告、説明を行い、疑問には答え意見も拝聴するが「決議」は行わない旨を説

明し、会員の理解と協力をお願いしました。 

  続いて、本総会資料(添付)記載の以下の 5 事項について会長から報告、説明がありました。 

第 1 平成 30 年度事業報告

第 2 平成 30 年度収支決算、同監査報告 

第 3 令和元年度活動計画（案）  

第４ 令和元年度予算（案）  

第５ 役員の一部移動について 

説明終了後会場の出席者からの質問、意見はなく午後 1 時 50 分に終了しました。 

最後に塾監局基金室山崎次長より義塾の近況報告がありました。以上をもって総ての次第を

終了し午後 2 時に閉会となりました。 

宝井繁夫（S52 商） 

令和元年 西東京三田会総会開催 
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総会に引き続き第二部懇親会が開催されました。樋口会長の挨拶に続き、8 名の

ご来賓紹介の後、西東京稲門会古賀会長よりご祝辞を賜りました。 

 坂口理事の音頭で参会者一同高らかに乾杯。今年は会員からの声を受け、立食形

式から着席式のパーティーに模様替えしました。参加者からは、ゆっくりと落ち着

いて飲食、歓談ができる、と概ね好評でした。 

 しばし食事や飲み物でお腹を満たした後は、恒例となったサークル紹介です。今

年は単調にならぬよう、アトラクションを挟んで前半では麻雀会、ゴルフ会、カラ

オケの会、写真作品俱楽部、観桜会、後半ではグルメの会、ハイキング会、歴史散

歩の会、ブルーベリー摘みの会、竹の子掘りの会、簾立てを楽しむ会の順で世話人

から映像に合わせて活動の紹介を行いました。 

 しかし、今年のハイライトは何といってもアトラクションでお迎えした澤田理絵

さん、みながわちかこさん（本会皆川会員のお嬢様）による素晴らしい歌と演奏で

した。「こころに残る歌」と題し、懐かしい日本の愛唱歌、カンツォーネ、ジブリシ

リーズから美空ひばりまで、澤田さんの透明感あふれる伸びやかな美声と、息の合

ったみながわさんの伴奏にしばし聴き惚れ、あっという間に時は流れて最後は会場

の全員で「ふるさと」を大合唱しました。 

 締めは宮本エールリーダーによるエール交換です。今年は「若き血」、「紺碧の空」

に加え「丘の上」をみながわさんのキーボード伴奏に合わせ全員で声高らかに歌い、

小平三田会吉川会長の中締めでお開きとなりました。なお、会場お隣の田無神社宮

司である賀陽会員からは縁起物の日本酒をご寄贈いただきました。改めて御礼申し

上げます。                       佐藤貢一（S48 経） 

 

                                  

令和元年 総会懇親会開催 
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平成31年の西東京三田会の新年会が1月13日（日）13時から田無駅北口の中華料理店「墨花

居」で開催されました。 

家族 1名を含め41名の会員の方々の出席がありました。ご来賓として西東京稲門会古賀会長と

緒方幹事長、大久保副会長、東久留米三田会大野会長と佐武幹事長、東村山三田会松田会長と田

中幹事長、小平三田会吉川会長と寺田副会長の皆様にご出席を賜りました。そして慶應義塾と関

係が深い武蔵野徳州会病院鈴木院長が参加されました。今回は女性会員3名の参加がありました。

これが続くことが期待されます。 

大内副会長を中心にして佐藤・町田両理事が補佐する司会の下で会が始まりました。冒頭樋口

会長から次年度は新会員勧誘のキャンペーンを予定しており、改元により三田会にとってもいい

年になることを祈念するとの挨拶があり、来賓紹介や曽根原顧問の叙勲披露の後、古賀稲門会会

長の祝辞に続き、高梨顧問の乾杯の音頭で宴が開始されました。 

歓談の進む中、ご来賓のご挨拶や亥年生まれの会員紹介で満員の会場は盛り上がりました。そ

して、早稲田大学応援歌「紺碧の空」に続いて慶應義塾大学応援歌「若き血」を宮本副会長のリ

ードで声高らかに歌った後、松本会員の挨拶で中締めとしました。最後に恒例の記念撮影を行い

ました。時間いっぱい充実した新年会でした。              高橋信一（S47工） 

◇◇◇====================================================◇◇◇  

カラオケ会について、ご案内いたします。地元スナックを会場に年2 回開催しています。カ 

ラオケをダシに歌好き、話好き、お酒好きが集まってます。 

 歳を重ねる毎に 新しい曲を覚えるのに苦労するようになりました。歌を歌うということはメロ

ディを記憶し、それを覚醒させる作業です。 

 仕事から遠ざかるにつれ、新しい事を記憶する必要性がなくなり、記憶をする努力をしていな

いと思います。さすればますます記憶力は衰えます。そこで、カラオケの登場‼ 記憶力をフルに

稼働させ、大きな声で歌ってボケを防止しましょう。 

 勿論、歌うことを強制しません。まずは聴き役だけでも結構ですので、どうぞ気軽に参加して

ください。                             皆川昌紀（S49政） 

新年会が和やかに開催されました 

カラオケの会 
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3 月 27 日（水）散歩にはとても恵まれた暖かい晴れた穏やかな風

を感じるお天気で、丸の内線の茗荷谷駅に午後の早い時間にグルメ会の参加者 16

名が集合し、皆川さんの案内で文京区の播磨坂へ向かう緩やかな下り坂を、ゆっく

りとしたペースでスタートいたしました。 

播磨坂まで 10 分ほどおしゃべりをしながら歩きつきますと、坂の真ん中の公園

に 8 分咲きの桜がまた美しく綺麗に咲いており、この桜の木の下で皆川さんから播

磨坂の由来、播磨坂のある江戸時代の街の様子などとても興味がわく話を頂き、緩

やかな華薫る桜並木をのんびりと歩を進めたりして春を存分に感じました。 

次の目的地の傳通院へバスで向かう組と歩いて行く組に分かれ、傳通院前バス停

で再度全員集まり、傳通院に到着。皆川さんの江戸時代の話に誘われこの街並みの

姿も想像しながら思いがはやりながら傳通院の中へ、家康のご母堂様、初姫など話

を交えながら見学をして幸田露伴、道行く名所旧跡の話を皆川さんから頂きながら

約 2 時間の散歩を経て電車で移動し、本郷 3 丁目へ。 

本郷 3 丁目から後楽園シビックセンターまで、文京区の公認ガイドさん 2 名の案

内で樋口一葉のゆかりの地を巡りながら案内していただき、樋口一葉の日記の記載、

作品の紹介、生きる姿勢など織り交ぜながら、彼女の世界を感じとてもゆっくりと

散歩を楽しむことができました。 

夕方、シビックセンター椿山荘の個室で参加者全員が再び揃い、毎回グルメ会に

参加の吉川さんの乾杯のご発声で食事会開始、光り輝く夜景を見ながら、散歩した

あとのお酒もピッチが速く盛り上がりも早く、樋口さんの総括、大平さんの楽しい

コメント、皆川さんのまたまた江戸時代の文京区界隈の話を頂き、中野さんの 1 本

締めでお開きになりました。  

当日の参加者：小平三田会の吉川さんご夫妻、西東京稲門会の都築さん、そして

西東京三田会の伊勢さん、井上京子さん、牛島さん、大内さん、大平さん、佐藤貢

一さん、中田さんご夫妻、中野秀夫さん、原洋一さん、樋口さん、皆川さん、小笠

原 計 16 名 

小笠原寿男（S57 経） 

  

グルメ会 
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第 5 回 観桜会  歓談・交流の輪 広がる 

第5回観桜会は、3月 31 日（日）小金井公園に於いて満開の桜のもと盛大に行われました。 

天地人（天気好・桜花好・人和好）に恵まれ、参加者は41名にのぼり、これまでの最高となり

ました。物心ともにご協力を頂いた皆様に心から感謝申し上げます。 

午前 11時に開会。最初に、主催団体である西東京

三田会の樋口明朗会長、共催団体の西東京日中友好

協会の渡辺康生会長、そして協賛団体の小平三田会

の剣持庸一幹事長のご挨拶をいただきました。その

後、各自持ち寄った美味しい料理とお酒、ソフトド

リンクを酌み交わしながらの自己紹介とスピーチ、

交流対話（人間交際）。楊智さんと二胡楽団の生演奏、

武蔵野大学孔子学院の皆さんによる漢詩の唱和、北

国の春の合唱など、楽しい間は瞬く間に過ぎ、午後

１時頃記念撮影となりました。閉会を惜しむ声もありましたが、定刻の午後２時少し前にお開き

となり楽しく思い出に残る会となりました。 

参加者４１名の内訳は、西東京三田会１０名、日中友好協会１５名、小平三田会５名、武蔵野

大学８名、早稲田大学３名（所属の重複は除く）でありました。今年は平成最後の年、そして令

和元年となりましたが、このような桜を愛でながらの人と人との出会い（一期一会）と、国際交

流（交流三世友好永遠）を大切にして行きたいと思います。また、お元気で皆さんと再会できま

すことを楽しみにしております。再会！ 

坂口光治（S55 経）・渡辺康隆（S52工） 

主催：西東京三田会、共催：西東京日中友好協会、協賛：小平三田会 
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2 年ぶりに竹の子掘りを楽しむ会を実施しました。場所は東久留米市柳窪の東久留米三田会

前々会長の野崎陽一さんのお宅の竹林です。8 月にはブルーベリー摘みで毎年お世話になって

います。2 年前までは５回に渡って我が西東京市の下保谷にある慶應義塾の大先輩の今年 101

歳になられた高橋敬一さんのお宅（現・下保谷四丁目特別緑地保全地域）の竹林をお借りして

いましたが、その頃からお宅の全敷地が西東京市のみどり公園課の管理となり、自由な利用が

出来なくなりました。地元の小学校や近隣の町内会の行事が優先されます。昨年は市の都合で

当初 5 月の連休の最後の日曜日に設定しましたが、竹の生育が異常に早く、食べ頃の竹の子を

収穫するのは不可能と判断して中止としました。 

そこで、今年は東久留米の野崎さんにお願いをしました。会費は前回通り会員 500 円、その家

族 200 円としました。料理は持ち寄りでしたので、飲み物代と野崎さんへのお礼に当てました。

4 月 28 日（日）の 12 時に集合して昼食後、集合写真を撮ってから野崎さんのアドバイスを受

けながら竹林に入りました。ヨチヨチ歩きの１歳のお孫さんも含めて会員 5 名とその家族総勢

17 名でした。ご持参の方もおられましたが、野崎さんがスコップやツルハシばかりか調理用

の糠も用意してくださいました。掘り方や選び方を教わりながらの１時間でした。今年は昨年

とは逆に不作・品薄で、町の八百屋さんの店頭にはもうほとんど並んでいません。あっても小

振りで 4、500 円はします。採れた竹の子はもっと大きく、太くずっしりと重みを感じます。

それを 1 本 100 円でいただきました。一家族当たり 3、4 本も掘り出せば大満足です。持って

帰るのが大変でした。前日までは雨勝ちで肌寒い日が続いていましたが、この日は青空が爽や

かで、木々の緑が目に染みる絶好の日和でした。来年も同じ頃に企画したいと思います。 

高橋信一（S47 工） 

娘と息子の家族も参加したので、9 人と大人数となってしまいお騒がせいたしました。孫た

ちは、竹林の中で、お父さんたちが頑張って掘るのを応援して、掘った筍を抱いて嬉しそうに

運んでいました。とても楽しかったようです。40～50 センチの大きなものを 3 家族で 8 本も

とることができました。野崎さんが糠も用意しておいてくださったので、帰って早速ゆでて酢

味噌で頂きました。新鮮でえぐみがなくとても美味しくいただきました。来年も参加できたら

と思います。 稲木雄一郎（S48 工） 

竹の子掘りを楽しむ会 
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◇◇ ピロリ菌除去 ◇◇

中村邦彦（H03医） 

 2013年にピロリ菌感染胃炎にピロリ菌除菌が保険適用となり、現在では実質的にはすべてのピ

ロリ菌感染者が保険診療での除菌対象となりました。国際がん研究機関の調査によりピロリ菌除

菌によって30～40％の胃がんが抑制されることが明らかになっており、ピロリ菌除菌が胃がん予

防に効果のあることは広く知られるようになってきました。 

ピロリ菌は多くの場合、子供の頃に感染すると言われ、最初はほとんどの人は自覚症状があり

ません。ピロリ菌感染が長く続くと胃粘膜の炎症が強くなり、しだいに胃粘膜の感染部位は広が

っていき、最終的には胃粘膜全体に広がり慢性胃炎となります。この慢性胃炎をヘリコバクター・

ピロリ感染胃炎と呼び、さらに胃潰瘍、十二指腸潰瘍、萎縮性胃炎を引き起こし、その一部が胃

がんに進行していきます。 

日本人の胃がん罹患率は減少してきていますが、現在でも第三位で大きな問題であることに変

わりはありません。ピロリ菌に感染しているかの検査は内視鏡によるものと、それ以外に呼気や

血液、便を検体とする方法がありますが、多くは内視鏡検査にて採取した胃の組織検体による検

査が行われています。ピロリ菌感染が確定した後は除菌となりますが、これは胃酸を抑える薬と

２種類の抗生物質の内服を一週間続けることで行います。除菌の成功には胃酸抑制が十分である

かが重要であると言われてきており、最近では胃酸抑制効果の高い薬の導入により、約 80％の人

が一回の治療で除菌に成功するようになっています。また一回目の治療にて除菌に失敗した場合

でも抗生物質を変更して再度除菌を行うことによって除菌成功率は90%に高まっています。 

除菌の効果は年齢が若いほど大きいとされていますが、高齢者であっても効果はあり、除菌す

べきとされています。また早期胃がん患者でもピロリ菌除菌により新たな胃がんの発症率が三分

の一に低下したと報告されており、除菌の重要性が大きくなっています。ピロリ菌除菌後に、胃

酸の分泌が活発化して逆流性食道炎が生じることがありますが、多くは一時的であり除菌治療を

躊躇する理由にはならないと最近では結論づけられています。ピロリ菌除菌が成功したとしても、

胃がんの発症が 100%ないというわけではありません。高齢者においては、除菌できてもすでに

萎縮性胃炎がかなり進行して胃がんの発症しやすい状況がある程度あることは否めません。胃が

ん対策として、ピロリ菌除菌後も１年に１回の内視鏡検査を必ず受け続けることが重要です。 

健康のページ 
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所沢三田会が「創立 10 年の歩み」を発行  

2 月 3 日に所沢三田会が創立 10 周年記念誌「創立 10 年の歩み」を発行しました。  

西東京稲門会 会報「けやき野 52 号」発行 

早稲田大学西東京稲門会の会報 52 号が 3 月 2 日に発行されました。新年会の報

告と 6 月に予定されています第 19 回定期総会の告知、その他トピックスや会員短

信多数で全 10 ページです。 

東久留米三田会会報「若き血 第 44 号」発行 

3 月 17 日東久留米三田会の会報「若き血」の第 44 号が発行されました。新年会

と「銀杏寄席」の報告と 4 月 20 日の第 17 回総会の案内、8 月 3 日の「夏休み理科

実験工作教室」、9 月 23 日の「秋のコンサート」など盛り沢山で全 16 ページです。 

東村山三田会定期総会に参加  

 4 月 14 日東村山三田会の第 5 回総会・懇親会がサンパルネ・コンベンション

ホールで開催されました。西東京市で活動する「プアラレア レファウラ」の

フラダンスが披露されました。樋口と高橋が参加しました。 

三鷹三田会「会報 Vol.50」発行 

 5 月 6 日三鷹三田会の会報 Vol.50 号が発行されました。6 月 10 日の第 26 回総会

の案内と 10 以上の同好会活動や 7 月 27 日の暑気払いの会の案内が載っています。 

連合三田会大会券頒布会に参加  

「LEGACY&FUTURE”共に讃えん社中の絆“」のスローガンの下、2019 年慶應連合

三田会大会は 10 月 20 日、日吉キャンパスにて開催の予定です。5 月 10 日、その

大会券の頒布会に樋口が参加しました。 

西東京稲門会 会報「けやき野 53 号」発行 

早稲田大学西東京稲門会の会報 53 号が 5 月 11 日に発行されました。3 月 31 日

小金井公園での観桜会報告と 6 月 16 日の第 19 回定期総会の案内、「寺子屋」が市

教育委員会から表彰されたことなどトピック満載です。 

早稲田大学稲門会ゴルフに参加  

 5 月 15 日に高坂カントリー・クラブで開催された早稲田大学稲門会ゴルフに大平、

斎藤、小堀が参加しました。 

以上編集委員 

地域・社中交流 
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簀立てを楽しむ会 

西東京三田会の第1回「簀立て遊び」は、黄金週間の最終日5月 6日に実施されました。 

① そもそも簀立てって

潮の満ち引きで発生する潮流に乗り(逆らって)魚が回遊します。その回遊路の途中に予め設置さ

れている簀と称する渦巻き状の囲い(網)があり、そこに入る魚を潮が引いた後、出られなくなった

ところを捕まえる。これが簀立てです。簀立てと聞いてなんだか全く判らない方もいらっしゃる

と思いますが、東京湾の木更津周辺では結構ポピュラーな遊びです。捕らえた魚は当然その場で

いただきます。とにかく活きの良い魚をお刺身、天ぷら、煮魚、、、たらふく食べる、グルメの会

でもあります。潮が引ききった干潟で貝も掘れます。つまり潮干狩りも同時に楽しめます。最後

余った獲物はお土産として持ち帰ります。 

② 参加者は(敬称略)

樋口会長、小笠原、大内、原、佐藤(＋お友達)、小平三田会吉川会長(＋奥様)、渡辺、(渡辺

以外は皆さん初めての経験です) 

③ その日の獲物は

クロダイ、スズキ、カレイ、メゴチ、その他 

④ 皆さん満足です

狩猟民族としての原始の血を沸き立たせ、美味しい魚を食べ、お天気にも恵まれ、お土産も沢

山あり、皆さん大満足でした。 

⑤ 今後もやります

渡辺は毎年暦が発刊される頃、ちょうどお昼前後に干潮を迎える土日、この条件で候補日を見

つけて簀立てを予約します。これをもう 30 年ほど続けています。来年の簀立ては今年 11 月頃に

予約します。で、西東京三田会にアナウンスします。   渡辺康隆（S52工） 

好評だった簀立て遊び 

背景にはアクアラインが見える木更津金田海岸沖、三田会漁師達の勇姿 
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令和になって初めてとなる第 32 回ゴルフ会が 5 月 29 日（水）、武蔵ゴルフクラブ（旧武蔵

OGM ゴルフクラブ）にて行われました。 

今回の参加者は 21 名、当会会員から 14 名、西東京稲門会から 5 名、東久留米三田会から２

名の参加となりました。また今回は牛島康明氏、奥様の緑さんにも初めて参加いただきました。

今年は 5 月後半になって東京で 32 度を超える異常な猛暑となりましたが、幸い当日は気温 25

度、快晴、微風の好コンディションとなりました。美しい新緑を楽しみながら爽やかなプレイ

が続きました。 

全員が元気にホールアウトし、稲門会の皆さん、東久留米三田会の皆さんとの交歓も交えて

和気あいあいの楽しい一日となりました。新ペリア競技の結果、令和最初の優勝は稲門会の越

谷重友氏、準優勝が斎藤嘉久氏、第 3 位は稲門会の秋元武氏となり、前回に続いて稲門会会員

の連続優勝となりました。三田会会員の一層の奮起を期待したいと思います。 

プレイ終了後の表彰式は、樋口明朗氏の挨拶に始まり楽しい親睦の場となりました。大平一

氏の中締めで再会とお互いの健康を誓い合い終了となりました。 

次回、第 33 回は 2019 年 11 月 14 日（木）で予定しています。皆さんの奮ってのご参加を

お待ちしています。（開催場所は未定のため追ってご案内します）       宝井繁夫（S52 商） 

第 9 回になる今年のブルーベリー摘みは、昨年と同じく 8 月の第 1 土曜日、8 月 3 日に東久

留米三田会元会長・野崎さんの農園で開催します。この夏もパワーの源のブルーベリーの

摘み取りと収穫後の歓談で楽しく過ごしましょう。摘んだブルーベリーは 180円/100gでお

持ち帰り頂けます。 

詳しくは e メールでご案内します。メールの届かない方で、ご関心があれば電話

090-3808-7049（宮本）までお問い合わせ下さい。電話にでられないこともありますが、その

際は伝言をお残し下さい。おまちしています。            宮本敬一(S46 工) 

第 32 回 西東京三田会ゴルフ会 

ブルーベリー摘みのご案内 
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◇◇◇東村山三田会ボウリング同好会の紹介◇◇◇ 

 

以下は東村山三田会の今年の会報 10 号に寄稿した原稿です 

初めまして西東京三田会の高橋信一です。4 年前からこの同好会に加えていただき、月一回

のボウリングを久米川ボウルで楽しんで来ました。3 年前に慶應義塾大学文学部に学士入学し

て三田に通い始めましたので、休み期間中以外はあまり参加出来ませんでしたが、漸く卒業し

ましたので、また本格的に再開しています。登録会員数は 12 名で、他に私のような会友が 4

名います。松田前会長や紿田会長ご夫妻を始め、加藤さん、斉藤さん、櫻井さん、田﨑さん、

相川さん、田中さん、朝木さんと常連さんも多いです。 

 私は若い頃もアベレージは 140、50 くらいで大したことはありませんでしたが、毎回自分

なりに投げる工夫をしながら、偶に出るストライクを楽しみにやっていました。投げている時

は、日常的なことを忘れることが出来ます。子どもたちが小さい頃はいっしょに出かけました

が、独立して相手をしてもらえなくなりました。我が西東京三田会でも呼び掛けていますが、

乗って来てくれる方は現れません。それで、こちらの同好会に入れていただきました。月一回

平日のお昼前に集合して、食事後に 2 ゲーム（1,000 円程）行っています。それ以上やると、

楽しみの域を越えてしまいます。 

ボウリング場に行く前に集まって久米川駅周辺の食事処を毎回変えて廻るのも楽しみの一

つです。和食洋食いろいろですが、もちろん投げる前なのでお酒抜きです。お陰で、私が 40

年以上住んでいます田無駅周辺よりも食べ物のお店が詳しくなりました。食事中の話題は地元

のローカルなものが多く、会員同士の近さを感じます。 

生涯のハイスコアは 201（次が 200）ですが、近年は 180 ソコソコしか行きません。なんとか田中さんの

同好会記録 193（2 位は田崎さんの 190）を越えられるようにがんばろうと思っています。     以上 

 

東村山三田会のボウリング同好会に参加されたい方は、私まで申し出で下さい。歓迎されま

す。いつの日か西東京三田会にボウリングの会が出来たらと思います。 

高橋信一（S47 工） 

 

会員自由投稿 

自由投稿のお願い 
西東京三田会ニュース・レター

編集委員会では、会員の皆様から

広く自由投稿を募っております。

「義塾時代の想い出」、「旅行

記」、「読書感想」、「お気に入り

のお店」等々ジャンルは問いませ

ん。 

会員の皆様からの寄稿をお待ち

しております。 
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●1月：平成 31 年 1 月 27 日、西東京三田会麻雀会 新春場所が行われました。12 名の方の出

席でした。優勝は樋口さん、2 位は佐藤さん、3 位は栗原さんでした。今回、小平三田会の土

田氏（一時は当西東京三田会員）が初参加。常連の原洋一さんはインフルエンザで参加が叶わ

ず残念でした。 

●4月：平成 31 年 4 月 7 日、西東京三田会麻雀会 春場所が行われました。13 名の方の出席

でした。優勝は伊勢さん、2 位は原洋一さん、3 位は佐藤さんでした。原洋一さんは前回不参

加でしたが、参加すればすぐ頭角を現します。高梨さん、牛島さんの実力派も等外とはいえ、

まだ 4 場所ある年間賞は狙える位置で虎視眈々としています。 

今後の開催予定日は、6 月 16 日、8 月 4 日、10 月 6 日、12 月 15 日です。和気あいあいの

雰囲気の中、皆さまと楽しいひと時を過ごしたいと存じます。ぜひ皆様の奮ってのご参加をお

待ちしております。 

豊山智明（H13 理工） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◇◇＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 

 

 

過去 15 回に渡って、毎年 11 月後半に柳沢公民館 1 階ロビーにて開催して来ました当三田会

の写真・作品展は本年度の会場の事情により中止といたします。毎回会員のご家族や他の三田

会、西東京稲門会の方々も多くの作品を寄せていただき、楽しんでいただいていますので、来

年度に仕切り直して再開を期したいと思います。 

                                 坂口光治（S55 経） 

麻雀の会・・新春場所、春場所 

西東京三田会写真・作品展について 

 

新春場所参加者 

春場所参加者 
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～～歴史のスコープ～～ 

地球温暖化というか、５月に何日かの夏日が現出するなどおかしな天候が続いている。

昨年には、西日本で長雨帯が長期に停滞し大雨を降らして激甚被害をもたらした。それ

にしても世界表面７対３の３の方である陸地の日本は0.25％。そのまた一部である中国・四国地方に

なんでまたあんな風に長雨帯が張り付いたように停滞するのか。非情だとしかいいようがなかった。

しかしこれは実に短期的、視野の狭い見方である。 

地球はもともと非情で、人類が居ようが居まいが淡々と時を進めている。人類史代でも氷河期あり、

海進・海退期ありで地殻変動なども多いにあった。そもそも地球史上における人類史そのものがごく

わずかなのである。少し冷酷で、今の時代だと「不謹慎だ」という声が聞こえてきそうだが、顰蹙（ひ

んしゅく）を買うのを覚悟で書こう。良寛の三条大地震のときの、「災難に逢時節には災難に逢がよ

く候。死ぬ時節には死ぬがよく候。是はこれ災難をのがるる妙法にて候」を思い出す。 

地球史には「かつて人類というものが居た」もありかもしれないのである。   樋口明朗（43 経） 

 

◆◆◆  2019年  1月～6月の西東京三田会の主な行事・出来事 
   月 日      件                     名  備  考 

 1.05 西東京稲門会新年懇親会 保谷こもれびホール 樋口 渡辺（康隆）   
 

1.06 第 5 回役員会 イング第 1 会議室 13 名出席 

1.13 西東京三田会新年会 墨花居 会員 41 名＋来賓その他 11 名 （別掲） 

1.26 小平三田会新年会 樋口、篠崎   

1.27 麻雀の会 初場所 P ジャン 12 名参加 

2.02 東久留米三田会新年会 東久留米成美教育文化会館 銀杏寄席 高橋、佐藤    

3.24  第 6 回役員会 田無庁舎 202 会議室 13 名出席 

3.27  グルメ会 文京区界隈の散策と桜見、シビックスカイレストラン椿山荘 16 名参加 

3.31 第 5 回観桜会 小金井公園  （別掲） 

4.07 麻雀の会 春場所 P ジャン 13 参加 

4.14  東村山三田会総会 樋口・高橋   

4.20  東久留米三田会 講演会・懇親会 樋口 渡辺（康隆）   

4.28  竹の子掘りを楽しむ会 東久留米市野崎陽一氏邸 17 加 

5.06  簾立てを楽しむ会 9 名参加 

5.10  連合三田会 大会券頒布会 樋口   

5.11  令和元年度総会・懇親会 コール田無 （別掲） 

5.15  西東京稲門会ゴルフ会 高坂 CC 3 名参加 

5.18  小平三田会 総会・講談会・懇親会  大内 小笠原   

5.19  第 1 回役員会 イング第 1 会議室 14 席 

5.29  ゴルフの会 武蔵ゴルフクラブ 21 名参加 

5.29～

6.02 
第 3 回小平三田会作品展（協賛） 小平市中央公民館 （別掲） 

6.16  麻雀の会 夏場所 P ジャン 12 名参加 

6.16  早稲田大学西東京稲門会総会・懇親会・演奏会 宮本・篠崎   

 

会員自由投稿 
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◇◇ 日本人の構造的な特質 ◇◇ 

地域社会における「ならわし」や「しきたり」のほとんどが単純に全て神社由来の風習とい

うわけではないが、日本人の生き方や考え方には、根底に神道の精神が脈々と流れているはず

だ。しかしながら、現代を生きる我々にとって神道は直感的に感じとらなければ心に適応する

ことが難しくなっているようだ。それゆえ、「神道とはなにか？」ということになると、明確

な表現で表すことが困難になる。正当的な表現をとるとすれば、日本人の道徳観は、朱子学の

影響を受けているが、儒教の道徳観そのものではないし、長い歴史の中で神道と仏教は時代に

適合し、混ざり合いながら日本の文化を形作ってきた。我々日本人の構造的な精神は単純でな

く、それゆえに神道を言葉で表すことは難しいのである。 

 日本に生まれ育つと、お正月に神社に参拝し、お盆にお寺に参り、年末にはクリスマスを楽

しむ人が大多数であろう。人生儀礼においても七五三は神社に、結婚式はキリスト教、葬式は

仏式で行う。よくはわからないけれど、時には無宗教であると言い、時には宗教に寛容である

と言って社会的慣習として我々はそれらを受け入れる。受け入れるのはいいが、本質的なこと

を理解するまで多くの人々は及ばない。現代日本人にとって「ならわし」や「しきたり」は非

常に曖昧な存在であり、見えにくいものになってしまった。 

日本の総人口は平成 20 年前後をピークとして減少に転じた。高齢化のピッチは今後ますま

す速まっていくであろう。わが国は超高齢・人口減少社会に突入したのである。日本を取り巻

く環境は、刻一刻と変化している。今こそ、本質を見抜くことで真実と対峙しなければならな

い。「神道」は古来から日本人が守り伝えてきた民族固有の信仰である。七五三参り、十三参

り、成人式、初宮参り、結婚式など、神道に関する社会的慣習の意味合いを、直感を用いずに

理解していかなければならない。少子高齢化が進む近未来の日本は、これまでとは異質の社会

を迎えるであろう。その中にあって、我々一人一人が日本文化を後世に伝える大きな責任を担

っていることを認識する必要性がある。 

最後になりますが、西東京三田会会員の皆様の御健勝と御多幸を心より御祈念申し上げます。

稚拙な文章でありますが最後までお読みいただきありがとうございます。 

賀陽智之（H23 医（院）） 

 

 

 会員の入退会（2019 年 1 月～6 月） 

入会 

 稲月 充子氏  

退会 

光山 哲夫氏 

安部 泰利氏 

星崎 治男氏 

奥村 栄吉氏 

前回（ニュースレター22 号、1 月 1 日付）108 名 →→ 現在 105 名 

 

会員自由投稿 

会員の動向 
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去る 5 月 30 日～6 月 2 日(日)の 4 日間、小平三田会主催の「第 3 回作品展」を小平市中

央公民館のギャラリーA/B で開催しました。西東京三田会の協賛も頂きました。参加者は小

平三田会会員およびご家族 9 名、西東京三田会 6 名、小平稲門会 3 名の合計 18 名で、出品

総数は 45 点(絵画：17 点、立体・工芸：6 点、写真：20 点他)でした。 

会期前日(29 日)の展示準備終了後に行われた、出品者によるギャラリトークでは、作品制

作にまつわる裏話や苦労話を披露しあい、興味深い意見交換ができました。 

今回は書の作品が少なく、小平稲門会からの 1 点だけでしたが、次回の作品展にはもっと

沢山の作品が集まればと念じています。書だけでなく、版画・陶芸・生け花なども大歓迎。

令和 2 年の初夏に第 4 回の作品展を計画しています。無審査・出品料無料です。西東京三

田会の皆様、来年も奮ってご参加お願いいたします。 

小平三田会幹事長：剣持庸一（S44 工） 

 

 

 

第３回小平三田会作品展報告 

編集後記 

令和最初のニュースレター23 号をお届けします。今回は誌面の構成を一新しまし

た。これまでのグラビア・ページをやめて、会の活動を記録する写真を行事の直近に

配置しました。それとともに全ページをカラーにしました。通常のサークル活動以外

の新しい記事も入れました。今後とも会員の皆様からの自由な投稿を積極的に掲載し

て行きたいと思っております。感想などもお寄せください。 

編集委員：高橋信一、坂口光治、中田勲、原 護、篠崎哲雄、大内俊 
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