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5 月 20 日（土）、温故創新：共に祝おう“記念の一日”をテーマに挙行された「西東京三

田会 30 周年記念行事」は、お陰様で盛会のうちにその幕を閉じることが出来ました。開催に

当たりご協力をいただきました、多くのご来賓と市民の皆様、会員と塾員の皆様、関係者の皆

様に心からお礼を申し上げます。 

この行事の趣旨は、「会員相互の親睦と相互扶助、地域社会に貢献することを目的に創設さ

れた、西東京三田会の 30 年の歴史を記念誌として纏め、情報の共有化を図る」と共に、「記念

誌の発行と懇親会を通じて、会の魅力を深め、さらに楽しく、豊かで創造的な活動が、持続し

発展する西東京三田会をめざす」というものでありました。 

昨年の 10 月から本格的な準備に入り、約 8 ヵ月余の記念誌編纂委員会による熱心な論議を

経て結実した「創立 30 周年記念誌」、記念行事実行委員会の企画と演出による「講演会とトー

クコンサート」、懇親会での慶大応援指導部による「エール交換」は、多くの参加者の心に残

る楽しい思い出になったものと存じます。また新入会員 6 名を迎えることができた事は大きな

喜びであります。 

私たちはこの 30 周年を大きな節目として、「次の 30 年に向けた展望」を持たなくてはなり

ません。慶應義塾長に就任された長谷山 彰氏は「伝統と進化の慶應義塾」（5 月 30 日朝日）

の中で「時代の転換期には知識を習得するだけでなく、予想外の事態を乗り切る突破力を備え

た人材が必要です（福沢諭吉）」と述べておられ

ます。 

若い力（若き血）を迎え、西東京三田会も「平

成 29 年度活動計画」に示された、活動基盤の強

化（30年ビジョンの作成、女性の会の立ち上げ）、

サークル活動・諸活動の発展、塾行事、関係団体

との交流促進、地域社会への協力（社会貢献）等

への主体的な取り組みを通じて「先導者たる使

命」を担い「新たな歴史」を創造していきたいと

考えております。新入会員をはじめ、会員の皆様の積極的な参画を心から期待しご挨拶と致し

ます。 

西東京三田会会長（記念行事実行委員長） 坂口 光治 

西東京三田会 「次の 30 年に向けたビジョン」 

―新入会員歓迎！ : 共に創ろう“新たな歴史”― 
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平成 29 年度定例総会は、平成 29 年 5 月 20 日（土）午前 11 時より、コール田無地階多目

的ホールを会場にして町田栄一郎氏の司会で開催されました。出席会員数は 40 名でした。総

会に先立ち、出席者全員が塾歌を斉唱した後、総会が始められました。 

宮本敬一氏を議長に、原洋一氏を書記に選任し、全 5 議案の審議が総会資料に基づき進めら

れました。審議議案並びに結果は以下の通りでした。(詳細は総会資料参照) 

 

第 1 号議案  平成 28 年度事業報告   高橋幹事長説明   ……………………  承認 

第 2 号議案  平成 28 年度収支決算報告 樋口副幹事長説明、原護監事説明 ……… 承認 

第 3 号議案  平成 29 年度活動計画   坂口会長説明   ………………………… 承認 

第 4 号議案  平成 29 年度予算     樋口副幹事長説明 ………………………… 承認 

第 5 号議案  役員一部改選       高橋幹事長説明  ………………………… 承認 

 

第 3 号議案の際、待機児童問題など現在困っている問題を取り上げて、行政と協力しながら 

地域貢献活動として取り組むことや小金井三田会の設立支援を行うことなどの意見が出され

ました。又、第 4 号議案では、平成 29 年度予算は 30 周年記念行事が最大のポイントで収入の

不足分を協力寄付金と繰越金で賄う予算としたとの説明がありました。総ての審議が終了後、

新任副会長の篠崎哲雄氏の紹介がなされました。 

原 洋一（S46 法） 

 

◆◆◆  2017年 1月～3月の西東京三田会の主な行事・出来事 

 

   月 日      件                     名  備  考 

 

 

1.07  小平三田会 新年会 高橋（信）、原洋一   

1.08  第 7回役員会  田無庁舎 202会議室 22名出席 

1.15  平成 29年新年会 墨花居 （別掲） 

1.22  麻雀の会 初場所 雀荘 Pジャン 13名参加 

1.26  カラオケの会 スナック「ペア」 6名参加 

1.28  東村山三田会 講演会 坂口、宮本    

2.04  東久留米三田会 銀杏寄席 新年会 高橋（信）、渡辺康隆    

2.04  西東京稲門会 新年会 坂口、篠崎   

2.11  グルメの会 増上寺・芝共立C・芝プリンスパークタワー東京 20名参加 

2.12  ハイキングの会 秩父・芦ヶ久保 7名参加 

2.23  ANA羽田整備工場内のANAビジネスソリューション㈱訪問 中野、中田   

3.02  西東京市教育委員会、ANA羽田整備工場見学打合せ 中野、中田   

3.12  第 8回役員会 イングビル第 2会議室 19名出席 

3.26 麻雀の会 春場所 雀荘 Pジャン 13名参加 

注）この期間、30 周年記念誌編纂委員会は第 6 回会合から第 14 回会合まで全 9 回開催 

  同様に、30 周年記念行事実行委員会は第 3 回会合から第 5 回会合まで全 3 回開催 
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5 月 20 日、夏のような太陽が降り注ぐ中、当会にとり記念すべき朝を迎えました。 

会場準備から多くの役員等が集まり、各員の逸る気持ちが否応なく伝わってきます。11 時か

らの総会、それに続く記念行事、懇親会とそれぞれの会場の準備を、分刻みで進めて行く皆さ

んの表情には、心地よい緊張感が漂います。 

 開演前の 30 分、義塾各キャンパスの映像と塾員には懐かしいキャンパスソングが会場に流

れ、来賓をはじめ当会員、そして一般市民の方々を自然と和ませてくれます。開演に際し当会

を代表して坂口会長が挨拶をされ、清家塾長からの祝電の披露、西東京稲門会、東久留米三田

会からの祝辞に続き、当会 30 年の系譜を 10 分に凝縮した「西東京三田会ヒストリー」を幹事

長が映像を以って発表されました。 

 記念講演は、高柳雄一多摩六都科学館館長による「地球文明の未来」と題する講演が行われ、

非常に興味深いお話を伺うことができました。続く記念演奏では、チームアルフォンソの近藤

兄妹お二人によるピアノ演奏が行われ、聴衆と一体となる素晴らしい演奏を披露頂きました。

お二人の信条である「魂を尽くす演奏」に相応しいものであったと思います。閉会に際し、宮

本副会長より謝辞があり、最後は来賓、出演者、そして全会員が舞台に上がり記念撮影をし、

盛会のうちに記念行事を終了することができました。    当日司会者・大内 俊（S57 経院） 

 

◆◆◆  2017年 4月～6月の西東京三田会の主な行事・出来事 

 

   月 日      件                     名  備  考 

 

 

4.02 第 2回観桜会 小平三田会、日中友好協会共催総勢 45名 （別掲） 

4.15 東村山三田会懇親会 直井・高橋（信）   

4.15 小平三田会総会・懇親会 坂口・大内   

4.22 東久留米三田会講演会・懇親会 成美教育文化会館 篠崎・高橋    

4.23 第 1回役員会 田無庁舎 202会議室  18名出席 

4.27 カラオケの会 スナック「ペアー」   

5.07 竹の子掘りの会 下保谷・高橋敬一邸 39名参加 

5.10  連合三田会大会券頒布会 高橋（信）   

5.13 第 2回役員会 イング第 1会議室  17名出席 

5.20  平成 29年総会・創立 30周年を祝う会・懇親会 コール田無 （別掲） 

5.24  西東京稲門会ゴルフの会 6名参加 

5.25 西東京市教育委員会訪問（ANA支援）  4名参加 

5.28  麻雀の会 初夏場所 10名参加 

6.07  ゴルフの会 武蔵OGMゴルフクラブ 17名参加 

6.11  第 2回役員会 イング第 2会議室   

6.11  西東京稲門会総会 坂口・篠崎   

6.15  グルメ会 旧マッカーサー執務室・信濃町医学部キャンパス見学と夕食会 23名参加 

注）この期間に 30 周年記念誌編纂委員会は第 15 回から第 17 回まで全 3 回会合を開催 

  同様に、30 周年記念事業実行委員会は第 6 回から第 8 回まで全 3 回会合を開催 

30 周年記念行事 
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今年は西東京三田会創立 30周年を迎えての記念すべき懇親会でした。「平成 29年度総会」

ならびに「記念行事」に引き続き、同じ会場で「平成 29年度懇親会」が開催されました。 

西東京市の丸山市長をはじめ、記念行事でご講演いただいた多摩六都科学館の高柳館長、記

念コンサートのチームアルフォンソの近藤様、稲門会の皆さん、近隣の三田会、KP会の皆さ

んにご参加いただき例年にもまして賑やかな懇親会となりました。 

原洋一副会長の開会挨拶に続き、新入会員の横田さん、行田さん、川嶋さん、豊山さん、丑

山さんから自己紹介をいただきました。奥村顧問の乾杯のご発声を皮切りに、懇談、ご来賓挨

拶と楽しい時間が続き、会も佳境に入ったところでエール交換となりました。今年は慶應義塾

応援指導部より現役のリーダーとお二人のチアリーダーをお呼びしてのエール交換となりま

した。「若き血」では皆で肩を組んでの大合唱となり大いに盛り上がりました。 

渡辺康生理事より中締めのご挨拶をいただき、思い出に残る懇親会を終了しました。 

  宝井繁夫（S52商） 

 

 

 

 

平成 29 年の西東京三田会

の新年会が 1 月 15 日（日）

14 時から田無駅北口の中華

料理店「墨花居」において盛

大に開催されました。 

家族 2 名の方を含め 45 名

の会員の方々の出席があり、

ご来賓として西東京稲門会の

古賀会長と緒方副会長兼幹事

長、東久留米三田会の大野会長と田島幹事長、東村山三田会の松田会長と岡崎様、小平三田会

の田村会長と吉川副会長（現会長）、そして、KP会より三角西部支部長と上原様、の皆様にご

出席を頂きました。 

大内副会長と黒瀬理事の司会のもと会は進行し、冒頭に坂口会長から 5月に控える西東京三

田会の 30 周年記念式典に関するご案内と今後一層の発展を期したいとの挨拶があり、続いて

高梨顧問の乾杯の音頭で宴が開始されました。 

出来立ての中華料理に舌鼓を打ちながら歓談の進む中、ご来賓のご挨拶や多くのイベントの

ご紹介があり、会場は例年になく華やかで活気に満ちた雰囲気となりました。女性は総勢 6名

出席されました。 

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」が宮本副会

長のリードで声高らかに歌われた後、直井顧問に中締めの挨拶をいただいきました。最後に恒

例の全員での記念撮影に移り、2時間の予定時間があっと言う間に過ぎる大盛会となりました。 

黒瀬浩一（S62商） 
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私は、昭和 44年商学部卒業後、東芝テック㈱の監査役、その後公益社団法人日本監査役協

会の専務理事を経て、現在コスモエネルギーホールディングス㈱の社外取締役をしております。

当会では、ゴルフ会に入会させていただきました。スコアーは 100を切るのがやっとですが、

健康のために緑あふれる中でのびのびとゴルフを楽しみたいと思っております。どうぞよろし

くお願いします。                         宮本照雄（S44商） 

                 

私は、志木高から法学部政治学科に進み、平成元年（1989 年）に卒業しました。卒業後は

損害保険会社勤務し、北は青森から、南は福岡まで国内 10ヶ所の転勤を経験いたしました。 

3年ほど前に退職し、出身地の西東京市（旧保谷）に帰り、自営業を営んでおります。西東京

三田会ではいろいろなサークルが活発に活動されているようですので、ぜひとも積極的に参加

させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  横田 均（H1政） 

                                  

私は、昭和 63年に経済学部に入学、平成 4年 3月に卒業しました。ゼミは若手助教授であ

った寺出ゼミに所属し、卒業後は鉄鋼メーカー・NKKに入社し、最初の 3年間は川崎市の京

浜製鉄所に勤務しました。その後 10年ほどは川崎市で寮生活を送ったのですが、現在は社員

約 70名の機械メーカーに移り、泉町の自宅から朝霞市の工場へ通勤しております。今後とも

宜しくお願いします。                        行田健二（H4経） 

 

 平成 8年法学部政治学科卒の川嶋伸一です。本年 4月より、野村証券㈱田無視点にて勤務し

ております。出身は埼玉の川越です。前任地の青森支店でも三田会に入会させて頂き、慶早ゴ

ルフ、納涼会、クリスマス会等に参加し、親睦を深めて参りました。西東京三田会においても、

出来る限り精一杯参加していきたいと思いますので、何卒宜しくお願い申し上げます。 

                                 川嶋 伸一（H8政） 

 

私は生まれも育ちも西東京市で、本町小学校、保谷中学校を卒業し、大学から慶應生になり

ました。麻雀の研究と実践に余念がなく、慶應が大好きだったこともあって、学部に 5年間在

籍しました（笑）。現在は、司法書士をしており、相続や遺言、後見、不動産登記、商業登記

に関する各種相談・手続を主に取り扱っています。何か気になることなどありましたら、お気

軽にご相談下さい。若輩者ですが、先輩方、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。 

                                    豊山智明（H13理工） 

 

大学院卒業後、公共劇場でプロデューサーの職務を経たのち、現在、日本を代表する“クラ

ウン（Clown／道化師）”のロネ&ジージと共に、コメディの舞台制作や出演、教育普及活動な

どをしています。昨年は、クラウン世界大会のコンテストで最優秀賞を受賞し、本場アメリカ

のサーカスに出演しました。クラウンの笑いの文化を通し、出逢う方々に楽しい時間をお届け

できるよう日々修行中です。趣味は、料理と乗馬。三田会ではまず色々な会に参加していきた

いです。よろしくお願いいたします。                            丑山 佐枝子（H18政院） 

新入会員紹介 
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増上寺・芝共立 Cの見学とザプリンスパークタワー東京での昼食会 

2017年 2月 11日（土）お天気に恵まれ、参加者 20名が芝増上寺のロビーに集まった。大

殿の奥にある、静寂で心が鎮まる空間にある圓堂大師堂に移動し、法然上人立像を前に座りあ

りがたい法話。「働く」とは傍を楽にすることで、自分の為でなく身近な人を楽にするために

「働く」とか、非常に身近なボルボ、TPPAP についても仏教的な視点での話にいろいろ感じ

るところもあり、有意義な時を過ごした。 

山内見学では安国殿の勝ち運を運ぶ黒本尊、勝ち運祈願でご朱印をされる方々、徳川将軍家

霊廊、秀忠公（台徳院殿）、静寛院和宮の説明には改めて歴史の深みをしる。山門の説明を聞

いた後、記念撮影し、慶應義塾大学薬学部芝共立キャンパスの特徴を三角さんから説明頂く。 

昼食はザプリンスパークタワー東京の 33階のレストランブリーズヴェールで、坂口会長の

乾杯で始まる。丹沢までみえる景色と優しい味付けの料理を食べながら会話が弾む。宴たけな 

わで、直井さんの締めの挨拶で会食もお開きに。2017年最初のグルメ会でした。 

                           小笠原寿男（S57経） 

前日の小雨交じりで底冷えのする寒さとは様変わりの穏やかな気候の中での増上寺見学

会・グルメ会ツアーでした。江戸初期建立当時の面影を残す入母屋造りの威風堂々とした山門

前で暫し歩を緩めつつ集合場所に到達。上人様法話のこの一つだけは記憶に留めて下さいと言

われた「自身の行動は常に周りの人たちを楽にしてあげることを第一に」については私自身の

70 余年なかなかそう胸を張れたものではないと反省し、記憶外の歴史教科書のページを何と

か繰りながら史跡見学。西方極楽浄土の主尊「阿弥陀如来」たる秘仏「黒本尊」には年 3回の

祈願会以外の日は非公開で拝顔の栄に浴する機会は逸したものの、今年の六大学野球での塾の

優勝を祈願しご利益に定評のある御守「勝運」を購入してきました。引き続いてのザプリンス

パークタワー東京での昼食会も、高層階からの丹沢の景観も料理の方も申し分ありませんでし

た。幹事の皆様の毎回の見学会・食事会の選定、お手数な事前のご準備に対しては敬服と共に

感謝致します。                           伊勢尚一（S43経） 

 

 

5月 7日（日）正午より下保谷・高橋敬一邸の竹林をお借りして、お子さん 5名を含む総勢

39名で竹の子掘りを楽しみました。小平三田会やKP会西武支部からの参加もありました。ご

臨席下さった高橋さんは今年5月1日に数え年百歳になられ、お祝いの色紙をお贈りしました。 

清々しい風の中で、テーブルと椅子を円形に並べて食事をしました。参加費で飲み物やツマ

ミも買いましたが、漬物や天ぷら、コロッケ、バナナ、サクランボなどの差し入れも沢山あり、

会場での調理は省略しました。会食後邸内の樹木や野草園、そして竹林の世話をされている白

髭の高橋俊郎さんから、竹の子掘りの心得を伺って竹林に入りました。今年は竹の子が不作で

心配されましたが、1時間余りあちこちで喜びの声が上がっていました。みなさん成果があっ

たようです。野草園も開放されていました。高橋邸は今年度中に完全に西東京市の所有になり、

来年からは不透明な部分がありますが、地域の住民からも竹の子掘り継続の要望が出ています

ので、西東京市（みどり公園課）の対応を見守ります。これまでも沢山の会員に楽しんでいた

だいているこの会を持続させたいと思います。            高橋信一（S47工） 

グルメ会 ～ 春の巻 

 

竹の子堀りを楽しむ会 
 



 

 

               

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

孟 繁傑さんの歌唱 

5月 7日（日）、初夏の陽気の中、お子さん 5名を含む 

39名が参加し、高橋敬一邸竹林にて恒例の「竹の子掘り 

の会」が開催・・・・来年以降の継続に期待ですね 

2月 11日（土）、増上寺・芝共立 C 

見学後、ザプリンスタワー・レストラン

ブリーズヴェールにて会食 

観桜会 

4 月 2 日（日）、小金井公園

にて第 3回観桜会 

小平三田会、西東京日中友好

協会協賛にて開催 

グルメ会・春の巻 

カラオケ会 

竹の子掘りの会 

1 月 26 日、4 月

27 日、いずれも

田無「ペア」に

て開催 

歌の良否より、

仲良く集うのが

趣旨 

お酒中心の方も 

写真は 4月例会 

カラオケの会 



 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記念の一日の幕開け 

総会開始前に会員全員で塾歌斉唱 

司会により議長団の選出 

前年度の事

業報告・会

計報告、新

年度の事業

方針と予算

等 5 議案を

審議し、総

会は予定時

刻に閉会 

総会 

記念行事開演前には、御来賓、会員、

一般市民の皆さまで満席となりました 

「記念の一日」の集合写真は、 

多くの皆さんの笑顔が溢れたものになりました 



 

 

               

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

記念行事 

塾長から届いた祝電の披露、そ

して市長をはじめ来賓のご祝

辞を頂戴しました 

記念行事では、幹事長から「西

東京三田会ヒストリー」の映像

を紹介 

高柳雄一氏による「地球文明の

未来」と題された講演 

チームアルフォンソの近藤兄

妹によるクラシック名曲の連

弾演奏が観客を魅了 

懇親会 

懇親会では、新入会員の紹介、来

賓のご祝辞と進み、終始和やかな

時間が流れ、応援指導部によるエ

ールにより会場は大興奮 



 

 

               

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

４月１３日「春場所」 

麻雀の会：原洋一さん連続優勝  8 

ゴルフ会 

6月 7日（水）武蔵 OGM GCにて 

17名参加で熱戦が繰り広げられる・・・ 

優勝は滝沢さん（稲門会）に輝く 

ハイキング会 

2 月 12 日（日）、木枯らしが吹くも晴

天の中、7 人にて芦ヶ久保氷柱見学と

秩父散策を実施・・・充実した一日 

麻雀の会 

左から初場所（1月 22日）、春場所（3月 26日）、初夏場所（5月 28日）の歴戦の勇士の写真・・・ 

優勝者は、初場所が直井さん、春場所が牛島さん、初夏場所が光山さん・・・今年の年度チャンピ

オンはどなたになるか・・・ 

グルメ会 初夏の巻 
6 月 15 日（木）、日比谷第一生命本社にて GHQ マッカ

ーサー元帥の旧執務室を見学、義塾医学部信濃町C見学、

そして新宿維新號にて寧波料理を堪能・・・満足&満腹 
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中村邦彦（H03 医） 

 

今年もまた熱い夏がやってきました。夏にはやる病気としてよく知られ

たものに、はやり目がありますが、名前を聞いたことがある方も多いでし

ょう。はやり目の正式な名称は流行性角結膜炎で、ウィルス感染によって

起こるものです。なんだ、結膜炎か、と思われる方もいるでしょう。確か

に自然治癒するありふれた病気で、眼科でも軽くみていました。ところが

近年は思いのほか、発症者が増え重症化して診察する側もとまどうことが

増えてきました。その原因は、以前とは違う型のウィルスによって流行していることによると

言われています。 

流行性角結膜炎は空気感染しませんが、感染力は強く目ヤニを媒介してうつります。結膜炎

ですから充血と目ヤニが出るのは当然ですが、症状は強く、まるで涙があふれるように目ヤニ

が出て、まぶたも腫れます。首の横の腫れと痛み、ウィルス感染により免疫反応であるリンパ

節の腫脹によるものですが、これがあればまず確実に流行性角結膜炎です。診断を確定するた

めのウィルス検出キットがあり眼科で使用されていますが、ウィルスが変わってきていること

もあり検出率は残念ながら 60%程度と言われています。多くのウィルスによる風邪と同じよう

に、現段階では流行性角結膜炎に対する特効薬はありません。ウィルスに対する免疫がついて

自然治癒するのを待つことになりますが、治るまで 2～3 週間かかります。問題なのは、とき

に重症化してウィルスによる炎症反応のため角膜（いわゆる黒目）に混濁を残し視力低下やま

ぶしさを生じたり、ドライアイになったりすることです。これらの症状が何年間も続き不快感

に悩む人も少なくなく、たかが結膜炎とあなどれません。重症化を防ぐ、あるいは軽症で済ま

せるにはステロイド点眼剤の発症早期からの強固な使用により炎症を抑えることが有効です。

ステロイド点眼剤の投与が遅くなるほど重症化しやすいので、そのうち治ると放置したり市販

の目薬で自家治療したりせず眼科を受診することが大事になります。 

もちろんなによりも、うつらないようにするのが一番です。感染力は強く濡れたタオルを感

染者と共有すると容易にうつります。ですがウィルスは乾燥には強くありませんので、洗って

よく乾燥させればうつりません。身近に感染者がいる場合は、小まめに洗濯と流水により手洗

いを励行するとともに、不用意に自分の眼部を触らないようにすることが勧められます。基本

的には一度かかってしまえば免疫ができるのでもううつらないはずですが、ウィルスの型が違

うので、かなり前の既往歴は役に立たないことは注意が必要です。 

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

  

 

 

暑い夏には、パワーがぎゅっと詰まったブルーベリーを摘んでみませんか。 

 今年の、「ブルーベリー摘み 2017」は 8月 6日(日)に開催します。例年同様、15時から東

久留米の野崎さんの果樹園で実施し、収穫後の夕涼み会も計画しています。 

宮本敬一（S46工） 

健康のページ 

はやり目はやり目はやり目はやり目 

ブルーベリー摘みのお知らせ 
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小平三田会新年会に参加 

1月 7日に小平・ルネ小平で開催、高橋（信）・原（洋）が参加。立食でなくテーブル席で

の会食。途中席替えを行い、参加者間の交流が深められました。 

 

東村山三田会講演会に参加 

1 月 28 日に東村山サンパルネで講演会が開催、坂口・宮本が参加。多摩六都科学館館長高

柳雄一氏の「地球史でみる気候変動と日本列島地震地帯の形成」の講演。 

                   

東久留米三田会銀杏寄席・新年会に参加                 

 2 月 4 日に東久留米成美教育文化会館で開催、高橋（信）・渡辺（康隆）が参加。駒与志社

中の落語と慶應義塾大学混声合唱団楽友会のアトラクションがありました。 

 

東村山三田会総会・懇親会に参加 

4 月 15 日に東村山サンパルネで開催、直井・高橋が参加。懇親会の前にピアノとソプラノ

のミニコンサートがありました。 

                   

小平三田会総会・講演・懇親会に参加 

4月 15日に小平・ルネ小平で開催、坂口・大内が参加。吉川潔氏が新会長に就任。牧野健

太郎氏の「浮世絵から見たお江戸の謎解き」の講演がありました。 

 

東久留米三田会講演会・懇親会に参加                 

 4月 22日に成美教育文化会館で開催、高橋（信）・篠崎が参加。慶應義塾大学名誉教授池井

優氏の「オリンピックと日本外交“三つの東京大会”を中心に」の講演。  

 

西東京稲門会 会報「けやき野 45号」発行                 

会報 45 号が 5 月 6 日に発行されました。会長古賀良郎氏の挨拶、第 17 回総会案内、その

他トピックスや会員短信など記事多数。「寺子屋ふれあい通信」が添付。    

 

連合三田会大会・大会券頒布会に参加 

 5 月 10 日に三田キャンパスで開催、高橋（信）が参加。「若き血を胸に、未来へ」のスロ

ーガンで 2017年慶應連合三田会大会は 10月 15日、日吉キャンパスにて開催されます。記念

館が建て替えられるので、最後の連合三田会になります。 

                        

早稲田大学西東京稲門会総会・講演会・懇親会に参加 

6月 11日に早稲田大学東伏見キャンパスで開催、坂口・篠崎が参加。西東京市教育委員会

の亀田直美氏による「国史跡『下野谷遺跡』～自然と生きる縄文人のムラを探索する～」の講

演。 

以上編集委員 

地域・社中交流 
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地域社会活動の主体をなしている市立小学生の社会科見学支援地域社会活動の主体をなしている市立小学生の社会科見学支援地域社会活動の主体をなしている市立小学生の社会科見学支援地域社会活動の主体をなしている市立小学生の社会科見学支援    

ANA 羽田整備工場（MC）見学の前段階は、2017 年 2 月 23 日の強風雨中の ANA 羽田整備

工場内の ANA ビジネスソリューション㈱訪問から始まりました。前年の見学担当子会社との

交渉支援への御礼と今年の見学支援のお願いをし、快く了承くださり、手続と同スケジュール

の打ち合わせを行ないました。 

    3 月 2 日、西東京市教育委員会・教育指導課を訪問し、今年の見学希望校（最大 4 校）の募

集調整をお願いしました。調整が遅れ ANA 子会社の期間別見学日決定作業に手数をお掛けし

ましたが、最終的に西東京市小学校の見学日は、次のように決りました。 

2017 年度見学校と見学日 

小学校名  見学日   見学生徒数 クラス数 

東 小   10 月 30 日(月) 49 名    2    

本町小   10 月 31 日(火) 48 名    2 

柳沢小   11 月 14 日(火) 66 名    2 

  

会員のみなさま、上記日程に合わせ見学支援くださいますよう、よろしくお願い致します。支

援可能な方々は会長にご連絡ください。（メールの写しは中野と中田に送付ください。） 

 尚、5 月 25 日、西東京三田会創立 30 周年記念誌を西東京市教育委員会へ贈呈のため、渡辺

昭司教育委員会教育部長(教育長代行)を坂口会長が訪問しました（渡辺編纂委員長・担当・中

野と中田同行、詳細省略）。                     中田 勳（S36 工） 

 

 

 

 

 

今年の観桜会は 4 月 2 日(日)に小金井公園で開催されました。前日が

雨で、お天気は若干心配ありましたが、幹事は朝 8 時に現地集合し場所

取りしました。 

桜そのものはまだ 2 分咲き程度でちょっと寂しい感がありましたが、多くの仲間が集まり大

盛況となりました。 

従来通り西東京市日中友好協会と小平三田会との合同開催ですが、今年からは写真・作品倶

楽部のサークル行事ではなく、当三田会の正式行事と格上げされました。11 時に開始し終了が

14 時、参加者は最終的に 45 名となりました。飲食物はすべて持ち寄りです。各自好きなつま

みを食べ、好きなお酒で喉を潤し、楽しい時間を共有する事ができました。参加いただいた方々

に改めてお礼申し上げます。 

渡辺康隆（S52 工） 

地域社会活動地域社会活動地域社会活動地域社会活動    

注   1：谷戸小はキャンセル 

     2 : 実踏調査は 8 月 29 日、8 名参加予定 

     3：午後の見学は 3 校ともありません 

観桜会観桜会観桜会観桜会    
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西東京三田会「麻雀の会」は、今年これまで 3 回行われました。初場所 1 月 22 日、春場所

3 月 26 日、初夏場 5 月 28 日の各日曜日、「P ジャン」（田無郵便局北側、田無栄ビル 3F）で

開催されました。いずれの場所も和やかな雰囲気の下で、楽しいひと時となりました。 
 初場所は 13 名の方々が出席されました。優勝は前回も高得点を記録した直井さんで+111 で

した。2 位は原洋一さんで+93、3 位は常勝の高梨さんで+30、BB は亀山さんが獲得しました。 
 春場所も 13 名の方々の出席でした。優勝は前年度グランプリ賞を獲得した牛島さんで+73、
2 位は久しぶりに出席された伊勢さん+56、3 位は川満さんで+30 でした。 
 初夏場所は 10 名の方々の出席でした。優勝は、西東京三田会の最高齢でおられる光山さん

で+57、2 位は牛島さん+42、3 位は皆川さん+35、BB は樋口さんでした。 
年度後半の期間の麻雀の会の予定は、夏場所は 7 月 23 日、秋場所は、9 月 17 日、グランプ

リ場所は 11 月 19 日の予定です。多くの皆様のご出席をお待ちしております。 
 原 護（S45 法） 

 

 

旧マッカーサー執務室、信濃町 C を見学し、中華料理をいただくカイ 
6 月 15 日(木)曇り後晴れ、風が気持ち良い日比谷、第一生命保険の皇居前の玄関に 23 名が

集合。皆川雅紀さんから、秘書課の美人にご依頼され、マッカーサールームへ。調度品、記念

品に説明を頂き、マッカーサー時代の保存と「YOUTH」の詩に感動しました。皇居が一望で

きる食堂へ上がり記念撮影。 

信濃町まで電車移動 

村田高明さんから信濃町キャンパス内を案内頂き、北里柴三郎図書館へ。塾員センターの北

村課長、総務課の皆様から「医学部 100 周年」事業、病院改装、高度先端医療の説明を頂き、

ペンマークに親近感を感じました。 

伊勢丹の維新號へ移動 

素材重視の寧波料理に舌鼓。村田高明さんの乾杯のご発声で始まり、会話が弾み、宴たけな

わになったころ、皆川雅紀さんの歴史的話を交えた締めの挨拶。とても楽しい 1 日でした。 

                               小笠原寿男（S57 経） 
 
 
会員の入退会（2017 年 1 月～6 月） 

入会 
宮本 照雄氏 （S44 商）    横 田  均氏  （H01 政） 
行田 健二氏 （H04 経）   川嶋 伸一氏 （H08 政） 
豊山 智明氏 （H13 理工）  丑山小枝子氏 （H18 政院）

退会 
橋爪 明子氏  

所  卓也氏  
 

前回（ニュースレター18 号、1 月 1 日付）114 名 →→ 現在 118 名 

 

グルメ会・・初夏の巻 

麻雀の会 

会員の動向 
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【山行記録】  行動日: 2017年 2月 12日（日）天候：晴 地図：昭文社 秩父 

集  合 : 所沢駅飯能方面行前方ホーム 8：00   

費  用： 交通費 1370円(ひばりヶ丘起点)＋入場料 200円 

コース： 所沢 8：07＝飯能＝9：03芦ヶ久保 9：20・・・9：40 あしがくぼ氷柱 10：10・・・ 

芦ヶ久保  10：52＝11：01西武秩父・・・11：13慈眼寺・・・秩父神社・・・武甲酒造・・・ 

入船（そば屋）・・・西武秩父 14：08＝飯能＝所沢 15：32（解散） 

参加者: 樋口明朗、宮本敬一、原 洋一、大内 俊、曽根原良仁、小笠原寿男、中田 勲 

少し雪が残っている奥武蔵を抜ける中、記念誌編纂メンバーは車中で協議を行なっていたが、

芦ヶ久保到着時に終えており、すっきりした気分で一同ハイキングモードとなった。氷柱のあ

る場所は西武秩父線横瀬に向う最初のトンネルの近傍にあり、その山を巻くように設けられた

木片チップを敷きつめた山道を進み、西武線ガードをくぐると着く。川を塞き止め、北斜面全

部に氷柱群が造られている。頂上で甘酒のサービスがあり、小休止の後、山を下り、苺つみは

不作のため農園が開いておらず中止し、秩父散策に切り替えました。 

始めにお花畑駅傍の眼の守り本尊・薬師様が祀られている慈眼寺を参拝し、昭和の色彩が濃

く残る街中を歩き、2000 年以上の歴史を誇る秩父神社を訪ね、学問に霊験あらたかな北辰の

梟、左甚五郎作の「つながりの龍」、「子宝、子育ての虎」などの彫り物を観賞しました。その

後、武甲酒造を訪ね武甲正宗やにごり酒を試飲しました。店の主人に教えてもらったそば処・

入船（挽きくるみのそば汁で食す山ぐるみそば）で昼食をとり、昭和レトロの街を歩きながら

西武秩父に戻り、ハイキングを終えました。次回は湘南を予定しています。 

                                  中田 勳（S36工） 

 

 

6 月 7 日（水）第 28回ゴルフ会が、開催されました。参加者は当員から 13名、西東京稲門

会からも 4名の参加を頂き、計 17名がアウト、インに分かれ 5組でのプレーとなりました。

折しも梅雨入り当日ではありましたが、事前の小雨の予報もなんのその会員各位の日頃の善行

の御利益か、薄曇りで暑くもなく絶好のゴルフ日和に恵まれました。また今回コースは初めて

武蔵OGMゴルフクラブでしたが、フラットでフェアウェーも広く伸び伸びとプレーできる上、

キャディさんの質も高く参加者からは、上々の評判の声が多く出されました。今後、当ゴルフ

会の定番コースのひとつとなる気がします。 

 新ペリア方式競技の結果、優勝は滝澤功氏（稲門会）、準優勝智田秀穂氏、3 位太平一氏でし

た。プレー終了後は恒例の表彰式・懇親会となり、盛会の中楽しい一日となりました。次回秋

のゴルフ会は、11月 15 日（水）高麗川カントリークラブで開催の予定です。初めての方も大

歓迎、たくさんの方々の参加をお待ちしています。          斎藤嘉久（S54政） 

 

西東京三田会のゴルフ会にはじめて参加させていただきました。梅雨入りの日でしたが雨に

も降られず、緑の綺麗な武蔵OGMゴルフクラブでのびのびとゴルフを楽しませていただきま

した。参加された 17名のうち 10名は私より先輩の方々で、80歳を超える方々も私より元気

にゴルフをされている姿に感銘しました。私も、先輩の姿勢を見習い、今後もゴルフに精進し

たいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。         宮本 照雄（S44商） 

ハイキングの会 
 

ゴルフ会 
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開催期間 ： 11 月 21 日（火）準備（内覧・作者説明会） 

11 月 22 日（水）～26 日（月）10 時～17 時 

場 所  ： 柳沢公民館 1 階 ロビー 特設会場  

募集作品 ： 写真（A4、四切、ﾜｲﾄﾞ）・絵画（油･水彩･他）、工芸品･書など 

会員家族作品も歓迎 

連絡先  ： 事務局 大平 一 TEL/FAX:042-462-0168, 090-7848-2899 

E-Mail :yakimono_1@jcom.home.ne.jp 

西東京三田会ホームページ http://nishitokyo-mitakai.net/syasin0-index.html【写真･作品倶

楽部】をご覧頂くと『年間活動』『写真/作品 NET ギャラリー』で過去の作品がご覧頂けま

す。また、『今月の 1 枚』のコーナーでは毎年の出展作品から毎月一枚、作者の意図やエピソ

ードなどのコメントと共にご紹介していますので是非ご覧ください。会場では約 60 点を目途

に西東京三田会会員に加え西東京稲門会や小平三田会有志からも協賛の作品を展示していま

す。 

募集要項は西東京三田会通信 9 月号（61 号）にご案内いたします。 

大平一（S39 文） 

 

 

小平三田会主催・協賛 西東京三田会の『第 1 回小平三田会作品展』が 4 月 18 日～23 日小

平市中央公民館で開催されました。参加者 24 名（小平三田会会員及び家族 16 名､西東京三田

会 7 名､小平稲門会 1 名､作品数 63 作品（写真、版画、油彩、水彩、ｱｸﾘﾙ水彩、ﾊﾟｽﾃﾙ、組紐、

刺繍、鉛筆画、木彫、ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽ、ﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞﾌﾗﾜｰ、塑像、書）と素晴らしい会でした。   

小平三田会アートクラブ事務局 吉川潔 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 
編集後記 

ニュースレター19号をお届けします。西東京三田会創設 30周年の記念行事が無事終

了しました。今までにない試みに挑戦した１年間でしたが、会員各位の熱意の賜物です。

皆様のご協力に改めて感謝申し上げます。新たな 30 年に向けた節目の記録となるよう

グラビア頁を増設しました。 

編集委員： 高橋信一、坂口光治、中田勲、樋口明朗、原 護、篠崎哲雄、大内俊、亀

山仁史 

 

 第 14 回西東京三田会写真・作品展のお誘い 

『平和を願う１０万羽の折鶴』 

坂口さん 

第 1 回 小平三田会作品点報告 

http://nishitokyo-mitakai.net/syasin0-index.html
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