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明けましておめでとうございます。 塾員の皆様方におかれましては、2018 年（平成 30 年）

の新春をお元気で迎えられたことと存じます。国内外の政治・経済・社会情勢が大きく変化す

る中、西東京三田会は、昨年 5 月 20 日に「創立 30 周年記念行事」と「創立 30 周年記念誌」

の発行をすることができました。心から感謝申し上げます。 

私たちは、親睦（人間交際）を基本としつつも、慶應義塾の創立の目的「気品の泉源、知徳

の模範、もって全社会の先導者たらんことを欲するものなり」（福沢諭吉）の言葉を反芻（は

んすう）し実践することを通して、地域や国内外の課題に応えていきたいと考えています。 

平成 30 年 1 月 14 日（日）には、新年会が墨花居で開催されますが、多くの皆様のご参加

を期待しております。当面する大きな課題は、女性の会の立ち上げ、サークル活動や関係団体

との交流促進、地域社会や慶應義塾の発展への貢献等であります。親睦を深め合う絶好の場で

もありますので「楽しく、豊かで、創造的」な会になりますようご協力をお願い致します。 

今年 5 月には、講演会・総会・懇親会が開催されます。昨年 10 月の役員会で確認された東

京防災「不都合な真実」をテーマに、「今後 30 年以内に 70%の確率で発生すると予測されて

いる、首都直下地震」について「あなたは、その準備ができていますか」という課題と対策を

提起するものです。西東京市の後援、東京都総務局総

合防災部及び西東京市危機管理室のご協力のもと、市

民の皆さんにも参加して頂く形で実施したいと考えて

います。 

共に創ろう“新たな歴史”、「若き血を胸に、未来へ」

（2017 連合三田会スローガン）を目標に、新たに加入

された会員の皆様と共に、役員一同「明るく元気に」

西東京三田会を運営してまいりたいと考えております

ので、ご理解とご協力を宜しくお願い申し上げ、新年

のご挨拶といたします。 

西東京三田会会長 坂口 光治 

西東京三田会  共に創ろう“新たな歴史” 

― 新入会員歓迎！ 「若き血を胸に、未来へ」― 
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西東京三田会の新たな 30 年を望んでの平成 30 年の新年会が下記 

のとおり開催されます。 

日時  平成 30 年 1 月 14 日（日）13 時～15 時（受付 12 時 30 分） 

会場  中華飯店「墨花居」 

会費  5,000 円（同伴のご家族は 3,000 円）（立食パーティー） 

会場案内図 （田無駅より徒歩 3 分）→ 

ご案内はすでに皆様に差し上げておりますが、奮ってご参加下さい。 

 

◆◆◆  2017年 7月～12月の西東京三田会の主な行事・出来事 

   月 日      件                     名  備  考 

 

 

7.08  ニュースレター19号発行   

7.09 第 4回役員会 田無庁舎 202会議室  16名出席 

7.16 KP会三田会合同企画 高橋敬一邸野草園、牧野記念庭園見学及び昼食会 24名参加 

7.23 麻雀の会 7月場所 Pジャン 14名参加 

8.06  ブルーベリー摘み会 東久留米三田会野崎氏農園 31名参加 

8.20  記念行事・記念誌編纂関係者反省会・懇親会 墨花居 （別掲） 

8.29  ANA見学支援 実地踏査 中田、中野   

9.03  第 5回役員会 イングビル 第 2会議室  18名出席 

9.07  カラオケの会 スナック「ペアー」 4名参加 

9.12  東久留米三田会ゴルフ会 飯能グリーン CC 3名参加 

9.17  麻雀の会 9月場所 Pジャン 14名参加 

9.18  早稲田スポーツフェスタ in東伏見 早稲田大学東伏見キャンパス   

10.08  ハイキングの会 横須賀・猿島と稱名寺（金沢文庫） 3名参加 

10.08  東京六大学野球 慶明戦 2回戦 8名参加 

10.15  慶應連合三田会 日吉 6名参加 

10.26  西東京稲門会ゴルフ会 高坂CC 4名参加 

10.28  グルメの会 北斎美術館とちゃんこ鍋 13名参加 

10.29  第 6回役員会 田無公民館第 1学習室 14名出席 

10.30  ANA見学支援 東小 支援者 中野、中田、宝井、篠崎   

10.30  東京六大学野球 慶早戦 2回戦 5名参加 

10.31  ANA見学支援 本町小 支援者 中田、坂口、篠崎、宮本   

11.09  カラオケの会 スナック「ペアー」 7名参加 

11.14  ANA見学支援 柳沢小 支援者 中野、中田、上杉、佐藤、井上   

11.15  ゴルフ会 高麗川カントリークラブ 19名参加 

11.19  麻雀の会 グランプリ大会 Pジャン 13名参加 

11.21～26 第 14回写真・作品展 柳沢公民館 24名参加 

12.17  東村山三田会忘年会 東村山駅前サンパルネ 坂口、樋口   

12.22 

12.28  

西東京市教育長に面談 坂口、中野、中田 

ニュースレター20号発行 
  

 

平成 30年西東京三田会新年会のご案内 
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8月20日（日）AM11:30～PM1:30、墨花居にて表記の会を開催しました。記念行事

プロジェクトメンバ、記念誌編纂委員会メンバと役員有志、合計19人の参加がありま

した。坂口会長(記念行事プロジェクト代表)の開催趣旨説明で始まり、記念誌編纂委

員会委員長渡邊康生氏の開会の挨拶・乾杯がありました。続く意見交換・懇親の場で

は、初めての記念行事実施、記念誌刊行を多くの課題を乗り越えつつ、やり遂げたこ

とに対する多くの発言がありました。高柳雄一氏の記念講演でのあまりにも盛りだく

さんなPPT内容を予定時間内に終わらせて頂くためのハラハラドキドキの舞台裏事

情、80人を超える被写体を効果的に写すための階段ボックス設営での時間との戦い状

況、演奏時間短縮要請を快諾(?)してのチームアルフォンソ近藤氏の感触などの紹介

もありました。また、記念誌については、投稿した会員の統計分析紹介、最後まで残

った表紙・中表紙選定作業、カラーページの割付、歴史記述部分の縦書き、横書き論

争などなどの裏話や意見などが紹介されました。有益な楽しいひと時を過ごした後、

原洋一副会長による、今後の更なる活動進展を祈念する言葉での締めとなりました。 

  篠崎哲雄（S46 工） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

会員の入退会（2017 年 7 月～12 月） 

入会 

  

          なし 

退会 

熊坂妃呂子氏   

吉川 潔氏  

 渡辺 康人氏 

 岡田 紘明氏 

  

 
前回（ニュースレター19 号、7 月 1 日付）118 名 →→ 現在 114 名 

 

西東京三田会創立30周年記念事業・記念誌刊行 
反省会＆暑気払開催 

 

会員の動向  
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西東京三田会の皆さま、こんにちは。 

今年度新入会員の丑山佐枝子と申します。私は、人々が喜びや驚きであふれた豊かな日常を送

れるように、「クラウン（Clown）」の笑いの文化を普及させる活動を行っております。 

クラウンとは、サーカスでおなじみの赤い鼻の道化師のことで、様々な身体表現を使った「笑

いのパフォーマンス」を通し、観客に幸せな気持ちを届けます。また、社会の矛盾、人々の愚か

さを「笑い」に包んで見せるのも、クラウンの仕事です。世界で一番有名なクラウンはチャップ

リンと言われています。 

私は、19歳の時に現在師事しているクラウン・ロネ＆ジージの舞台公演を見て、爆笑しながら

号泣するという衝撃的な体験をしました。それ以来、多くの人にクラウンの豊かな笑いと感動を

届けたいと思うようになりました。 

 慶應義塾大学大学院卒業後、5 年間公共劇場で修行し、その後ロネ＆ジージの劇団“クラウン

劇団 OPEN SESAME”に入団。現在は公演プロデューサー、劇団及び附属クラウンスクールの運

営に携わると共に、クラウン「マギー」の芸名で、パフォーマンスを行っております。 

 クラウンは日本にはなかった文化なので、私も勉強しながらステージに立たせてもらう機会が

あります。その結果、2014年、2015年に参加した、WCA（世界クラウン協会）コンベンション

[アメリカ大会]にて、念願の優勝を果たしました。また、アメリカで約 150 年の歴史を誇るリン

グリングサーカスが運営するサーカスミュージアムのビッグテントで、日本人初オリジナルショ

ーを披露する機会も得ました。 

 年齢も性別も国籍も全てを越えて、皆が一緒に笑い楽しめる奥の深いクラウンの文化を、皆さ

まに知って頂く機会が設けられれば幸せです。 

丑山佐枝子（H18政院） 

 

 

 

 

 

2015年WCAコンベンション世界  丑山（中央）と師匠のロネ（左）    マギーと愉快な仲間たち 

大会において最優秀賞受賞      ＆ジージ（右）           （丑山は左奥） 

 

自由投稿 
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植物の観察とグルメの会 
 

慶應義塾大学薬学部の三田会（共立薬科大学卒業生含む）KP 会と西東京三田会 

の女性会員、会員の奥様の女性を中心とした共同企画を 7 月 16 日（日）に実施し 

ました。 

3 か所での植物観察と昼食会という盛りだくさんの企画でした。参加者は KP 会 

から６名、三田会から 7 名の女性 13 名で、男性会員の参加もいただき、計 24 名と 

なりました。梅雨の時期でしたが、晴天に恵まれ、気温はかなり高くなりました。 

戸外では汗だくになるシーンもありましたが、それぞれの場所で色々な植物に出会 

うことが出来て、有意義な時間を過ごすことが出来ました。 

まずは下保谷の高橋敬一邸の野草園を見学しました。ボランティアの高橋敏郎様 

の奥様は野草の知識が豊富で色々な説明をして下さいました。薬の原料となるハシ 

リドコロなど、珍しい植物にも出会えました。 

次に大泉学園駅近くの牧野富太郎記念館、庭園に移動。世界的に有名な植物学者 

の生い立ち、功績なども勉強できました。 

イタリア料理カルドでの貸し切りでの昼食は、自家製の野菜を使った本格的なも 

のでした。 

最後に西東京市役所保谷庁舎近くの都築邸での蕗取り、こどもの頃を思い出すよ 

うな自然に触れることが出来ました。 

それぞれの場所でたくさんの方々にお世話になり、楽しい企画となりました。 

三角節子（S51 薬） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP 会・西東京三田会合同企画 

下保谷の高橋大先輩邸の野草園から 

はじまり、大泉の牧野富太郎記念館で  

植物学に触れ、カルドで絶品のイタリ

アンを頂き、〆は都築邸での蕗の収穫

体験・・・・・暑かったけど、皆さん

大満足の一日でした！ 
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春過ぎて夏来たるらしブルーベリー 

2017 年夏もブルーベリー摘みの行事に多くの方の参加を頂いた。

参加人数は会員 18 名＋ご家族等 14 名の合計 32 名で、会員本人の

都合がつかずご家族だけの参加が数組あったのも今年の特色であ

る。このイベントは東久留米三田会会長(当時)野崎さんの果樹園で

2011 年に第 1 回が行われ、回を重ねて今年 7 回目になるが毎年開催を待っているリピータが

おられるのも嬉しい限りである。 

ブルーベリーは健康成分アントシアニンを含有する甘い果実である。アントシアニンとは自

然界に 500 種類以上存在する天然色素の総称で、植物が紫外線などから自らの実を守るために

生成している色素とのこと。ヒトがこれを摂取すると紫外線から保護され、健康維持に役立つ

とされている。 

そのまま食べても良いが、ジャムなどに加工して保存しておけば秋が過ぎても楽しめると今

年も参加者の情報交換が盛んであった。 

宮本敬一(S46 工) 

 
 

 
 
第 7 回の「ブルーベリー摘みの会」が 8 月 6 日（日）に東久留米三田会の野崎陽一さんのブ

ルーベリー園で開催されました。今年は赤ちゃんから大先輩まで 31 人の参加がありました。 
午後 3 時に豪農のお屋敷のような木々に囲まれた野崎さんのお庭に集合し、みんなで農園に

向かいました。当日の気温は高かったものの、風が心地よく吹いていました。今年は不作だと

のことでしたが、西東京三田会用に未収穫のエリアを確保してくれていました。ブルーベリー

の木には、大きく甘く熟した実が鈴なりでした。味見をしながら収穫すること 1 時間弱。バケ

ツ一杯もの収穫がありました。冷凍しておくと来シーズンまで美味しく食べられるとのことで

したので、我が家では冷蔵用と冷凍用のふた袋に分けて保存しました。冷凍したまま食べても

ブルーベリーアイスそのものでとても美味しくいただきました。 
収穫後は、野崎さんのお庭で「夕涼み会」が開催され、缶ビールやジュース類、おつまみや

手作りのお漬物を美味しくいただきながら、楽しい時間を共有す

ることができました。 
我が家は夫婦で初参加でしたが、次回はぜひとも子供も一緒に

参加したいと思いました。次回、みなさんも参加なさってはいか

がでしょうか？ 
横田均（H1 政） 

 

ブルーベリー摘みを楽しむ会 
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お江戸両国散策、北斎美術館とちゃんこ鍋に行くカイ 
10 月 28 日（土）お昼頃から、ポツポツと雨が降ったりやんだりの生憎のお天気。参加者 13 

名はガイドの女性の方に挨拶する。すると彼女も塾員で昭和 62 年卒。墨田三田会で幅広く活 
動されている話を聞くと、参加者全員も親近感が生まれた。観光協会のおはからいに感謝した。 
両国散策の間、丁寧な説明をレシーバーで聴け、聞き漏らすことが 

なかった。美術館前でガイドの方と集合記念撮影を行い、墨田区の 

名所の絵葉書のお土産を頂いた。常設展をじっくり観た。中でも北 

斎の晩年の肉筆画、牛嶋神社の絵馬「須佐之男命厄神退治之図」（復 

元）は圧巻だった。 

小雨が続いているので、早めにちゃんこ鍋をスタート。坂口会長の 

乾杯のご発声で宴会へ。舌が湿りだすと、会話も弾みだし、みそ味 

のちゃんこ鍋を囲みながら、冷酒の本数も予定よりも増え、皆でわ 

いわいと大きな声で、楽しい時間を過ごさせてもらいました。 

 小笠原寿男（S57 経） 

 

 

 

 

 

 

秋のカラオケ会は、9 月 7 日と 11 月 9 日にペアーで開催されました。 

 9 月 7 日は、当日所用のある人が多く、参加者は僅か 4 名でしたが人数が少なかった分だけ 

1 人あたりの曲数が増え、また会話も盛り上がり、会の最後には若き血を歌い散会しました。 

11 月 9 日は、7 名の参加者があり、歌はジャズから歌謡曲にわたり、また若き青春時代の歌 

から現代の歌まで多岐にわたり歌われました。曲の数は 33 曲にもなり大いに盛り上がりまし 

た。ただ最後の方で他のお客様が増えたので慶応の歌は歌えずそれだけが残念でした。        

カラオケは、楽しく歌うことにより気持ちの発散にもなり、またカ ロリーの消化にもつな 

がるので健康に良いと言われています。是非とも皆様の、特に女性の参加を期待しています。 

 牛島康朗（S40 政）  

 

 

グルメの会 

カラオケの会 



 

 

               

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

４月１３日「春場所」 

麻雀の会：原洋一さん連続優勝  8 
  8 

猛暑の中にも緑陰には

時折の風が心地よい 

会員 18人（小平三田会

員含む）含む総勢 31

名・・・いつもの野崎邸

に集合しました。ご家族

だけが参加されたのが

2 組 4 名、“ご家族にも

好評”の現れです 

ブルーベリー摘みを楽しむ会 

植物園観察とグルメ会 KP会合同企画 

 初めての試みである KP 会との合同企画で植物園等の観

察とグルメ会が 7月 16日に実施されました。下保谷の 

高橋敬一郎先輩邸の野草園、大泉の牧野記念庭園を見学

後イタリア料理カルドにて昼食・・・その後都築農園に

て蕗・茗荷の収穫体験を行いました 

グルメ会・・・・・お江戸両国散策、 

北斎美術館とちゃんこ鍋に行くカイ 

小雨が降る 10月 

28 日、両国駅を

スタートし、墨田

区の名所を散策

し、夕方から「巴

潟」にてちゃんこ

鍋を頂き大満足 

麻雀の会 

本年下期の麻雀の会は 7 月、9 月、11 月

に行われました。年度順位を決するグラ

ンプリ大会では先輩・若手が熱戦を繰り

広げました・・・ 

激闘後の和気藹々の一コマです 



 

 

               

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハイキング会 
連合三田会 

10 月 15 日、本年の連合

三田会は生憎の雨模様に

も係らず、多くの関係者

が日吉キャンパスに参

集・・・当三田会からも 6

名が出席しました 

カラオケ会 

本年下期のカラオケ会は、9月 

7日と 11月 9日にいずれも 

田無のスナック「ペアー」にて 

行われました・・・ 

11 月の会では参加者 7 名が 2

時間半に亘り、33 曲を歌い上

げる大盛況になりました 

秋のハイキ

ング会は、10

月 8 日秋晴

れの中横須

賀・猿島と稱

名寺を巡り

ました・・ 

空と海の青

色が眩しい 

９ 

ゴルフ会 

秋のゴルフ会は、11 月 15 日紅葉盛り

の高麗川 CCに於いて行われました 

稲門会をはじめ、小平三田会・東久留

米三田会からの参加もあり、和やかな 

中にも熱い闘いが繰り広げられました 

ANA羽田機体整備工場見学会 

秋の好日、市内 3 小学校の 5 年生を引率して

の社会科見学会が実施されました・・・ 

今年は会員の引率ボランティアも増え、生徒達

にとって思い出多い体験になったと思います 
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今年も西東京市の特定健診の時期となりました。健診の結果、脂質異常症

と言われた方もいらっしゃるかと思います。脂質異常症は悪玉と言われる

LDL コレステロール（LDL-C）の過剰、善玉と言われる HDL コレステロ

ール(HDL-C)の過小、中性脂肪の過剰の状態のどれか、または複数が生じ

ているもので、改善されなければ動脈硬化を引き起こします。LDL-C は血液循環によって肝臓で

作られたコレステロールを運ぶ働きをしますが、増えすぎると血管壁にたまり、動脈硬化を進行

させる要因となるため悪玉と呼ばれます。HDL-C は、余剰なコレステロールを回収して肝臓に戻

す働きをしていて動脈硬化を抑える方向に作用するため善玉と呼ばれます。中性脂肪はエネルギ

ー源の一つでありますが過剰になると、やはり動脈硬化の要因となります。ですので、脂質異常

症の治療はLDL-C と中性脂肪を減らし、HDL-C を増やすことであり、また動脈硬化の予防、改

善につながります。 

脂質異常症はすぐには症状が現れませんが、気がつかないうちに動脈硬化が進行することで脳

や心臓の深刻な疾患につながるおそれがあります。すなわち動脈硬化によって血管がもろくなり、

血栓が詰まりやすくなったり破れやすくなったりすることにより脳梗塞、脳出血、心筋梗塞、大

動脈瘤破裂など死につながる合併症を引き起こす可能性が高くなります。また死亡に至らずとも

網膜の動脈や静脈の閉塞症により視力を失う場合もあります。脂質異常症の発症は、過食、運動

不足、肥満、喫煙、飲酒過多、ストレスなどが関係しているといわれています。つまり脂質異常

症の治療には食事療法や運動療法と合わせて、節酒、禁煙、ストレス解消も必要となります。食

事療法については、以前行われていたようにコレステロールのみを単純に制限しても効果がない

と言われてきており、脂質全体の過剰摂取を避けるとともに食物繊維摂取を増やすなどバランス

のよい食事が大事となります。 

食事療法や運動療法などによる生活習慣の改善を十分に行ったにもかかわらず、脂質異常症が

改善しない場合には薬物治療が必要となります。生活習慣の改善により高中性脂肪血症や低HDL-C

血症は比較的効果が出やすいのですが、高LDL-C 血症は効果が不十分になりやすく薬物療法を必

要とすることが少なくありません。また最近は遺伝性の代謝異常である家族性高コレステロール

血症が注目されており、診断された方は動脈硬化が進行するリスクが高いので、すぐに薬物療法

開始する必要があります。近親者に高齢ではないのに心筋梗塞を発症し

た方がいる場合は要注意です。 

中村邦彦（H03 医） 
 

 

健康のページ 

脂質異常症 



                                                                   News Letter 2018.1.1  

11 

                                             

 

 

東村山三田会 会報 vol.6 発行 

 会報 vol.6 が 6 月 20 日に発行されました。4 月 15 日開催の第 3 回定期総会の報 

告の他、「講演会」、「誕生会」、そして各種同好会の活動の報告があります。  

 

東久留米三田会 会報「若き血 第 39 号」発行                

 会報39号が7月1日に発行されました。第15回総会・講演会（慶應義塾大学名誉教 

授池井優氏）の報告と9月9日開催（東久留米まろにえホール）の恒例のコンサート 

（慶應義塾大学ライト・ミュージック・ソサイェティ）の案内。 

 

西東京稲門会 会報「けやき野 46 号」発行                 

会報 46 号が 7 月 29 日に発行されました。第 17 回総会報告、その他。 

 

東久留米三田会ゴルフ会に参加  

9 月 12 日に飯能グリーンカントリークラブにて行われました。当会からは 3 名が 

参加しました。 

                 

連合三田会大会に参加 

 「若き血を胸に、未来へ」のスローガンの下、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した。雨の中、当会会員数名が参加し、 

日吉記念館に別れを告げました。 

 

西東京稲門会ゴルフ会に参加  

10 月 26 日に高坂カントリークラブで行われました。当会からは 4 名が参加。                 

 

慶早戦でリーグ優勝  

 10 月 30 日、神宮球場で開催された東京六大学野球秋のリーグ戦慶早戦２回戦に 

勝利し、7 シーズン振りに優勝しました。当会会員数名が参加しました。 

                           

東久留米三田会 会報「若き血 第 40 号」発行  

 11 月 27 日に会報 40 号が発行されました。2 月 3 日の新年会及び恒例の銀杏寄席 

の案内が載っています。東久留米駅北口成美教育文化会館で木戸銭 500 円です。 

 

西東京稲門会 会報「けやき野 47 号」発行                 

会報 47 号が 12 月 2 日に発行されました。東京三多摩支部大会報告、新年会案内。  

 

東村山三田会忘年会に参加  

12 月 17 日に東村山三田会の忘年会が開催され、坂口会長、樋口が参加しました。 

以上編集委員 

地域・社中交流 
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2017 年羽田機体整備工場（MC）における西東京市立東小学校、本町小学校と柳沢小学校 3
校の 5 年生の社会科見学を支援しました。 

前段階：見学担当子会社への見学申請は整備工場経由で行い、併せ実踏調査を 8 月 29 日に

実施し、その際事前学習（中野秀夫氏作成の参考資料と機体組立ビデオの利用）、生徒の質問

取りまとめ、見学準備の打合せをしました。昼食場所候補を調査しました。その後、中野・中

田は西東京三田会創立 30 周年記念誌贈呈のため ANA 妹川副社長を表敬訪問しました。その

際 2 年前まで工場見学後に行ってきたパイロット・CA の航空教室復活を検討していただくこ

とになりました。 

見学当日：出発後バスの中で、空港、飛行速度・高度，航路、パイロット、機体材料（強化

炭素繊維、アルミ合金）などにつきクイズ形式と計算で航空知識を整理し、日本開発のホンダ

ジェット、MRJ の話、都心の主要建築物や東京五輪施設建設予定地などを説明しました。

ANA-MC 到着後、講堂で航空機部品に触れ、羽田空港施設概要、特別塗装機、航空機到着か

ら翌朝出発までに関与する整備士、グランドスタッフ、パイロット、CA が安全と安心な飛行

に努力している姿の映像による解説を受けました。 

     見学参加校と参加人数                希望する職種人数 

見学校 生徒 教職者 西東京三田会（支援者）      見学校 整備士 パイロット CA  設計者 

東 小  47    4+1 篠崎、宝井、中田、中野      東 小  6      18   4    19 

本町小  46   4  坂口、篠崎、中田、宮本       本町小  0      6    8    9 

柳沢小  68   5  井上、上杉、佐藤、中田、中野    柳沢小  2      3    2    3 

合 計  161   13+1  （東小+1 はカメラマン）     合 計  8      27    14   31 

その後ヘルメットを着用し、生徒の質問支援をしながら、工場 3 階から整備工場全般を見学

し、整備中の機体間近でエンジン、車輪と機体を見学し、離着陸する航空機を見て、記念撮影

し見学を終えました。本町小と柳沢小はターミナル 2 展望デッキでの昼食後、ターミナル内の

出発・到着口、外貨交換所、商店・レストラン街を見学し帰路につきましたが、東小は城南島

海浜公園で昼食後ユニセフハウスで子供憲章、多くの水に関連した保健衛生・食料問題、地雷

による死傷問題などを勉強しました。特に掌に入る蝶型地雷は注意が必要です。           

中田 勳（S36 工） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

西東京三田会では、会則の理念に則って会員相互の親睦と同時に地域社会に役立つ活動を行

って参りました。過去には「健康」や「宇宙」をテーマにした講演会、東日本大震災・熊本地

震の被災地支援、12 年間に渡る市内小学校の全日空羽田整備場見学航空教室の実施協力等で

す。昨年の創立 30 周年記念行事では、多摩六都科学館館長高柳雄一氏の講演とチーム・アル

フォンソ近藤晃司・真豊子兄妹のピアノ演奏を企画し、絶大な好評を得ました。今後とも社会

に貢献する活動を続けて参ります。会員の皆様におかれましては、絶大なご理解とご協力をお

願い申し上げます。                           編集委員会 

地域社会活動 
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麻雀の会はこの期間 3 回行われました。毎回、場所はいつもの「P じゃん」で日曜日の午後

1時からでした。 

7 月 23 日の夏場所は 14 名の方々が出席されました。前回休場の伊勢さんが+80 を記録しダ

ントツの優勝でした。2 位は川満さん、3 位は新たに三田会に入会された豊山さんが獲得され

ました。 

秋場所は 9 月 17 日に 14 名の方々が出席されました。優勝は+57 で本年も好調の直井さんが

優勝されました。2 位は光山さん、3 位は豊山さんが再度獲得されました。 

年間グランプリを決める大事な場所は 11月 19日に行われました。13名方々の出席でした。

優勝は＋57 で吉田さんが初優勝されました。2 位は同点で豊山さん、3 位は常勝の牛島さんが

強さを発揮されました。このあと年間グランプリの発表と表彰が行われました。栄えある年間

の優勝者は+113 で伊勢さんが獲得されました。2 位は豊山さんで+110、3 位は牛島さんで+108
した。 

平成 30 年の開催予定日は、1 月 21 日、3 月 25 日、7 月 1 日、9 月 16 日、12 月 2 日を予定

しております。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。 

原 護（S45 法） 

 
 
近年は殆ど機会も無い麻雀でしたが原護さんに誘って頂き参加しながら、熱中した若かりし

頃の自身と時代を懐かしく思い起こしました。今年は 4 場所参加致しましたがツキが味方して

くれまして、年間を通しても成績上位の先輩方が最終場所に参加されなかったことによる繰り

上げ入選で年間グランプリまで頂戴いたしました。有難うございました。 

伊勢尚一（S43 経） 

 
 
私は、昨年の 4 月に西東京三田会に入会させて頂き、麻雀の会にも参加させて頂くようにな

りました。麻雀というと、賭博のイメージがあり、少し近寄りがたいものとみなされる事もあ

りますが、知的ゲームとしての麻雀は、賭博要素を抜いても余りあるほど面白くて、奥深いも

のです。また老若男女を問わず楽しむこと出来、世代を超えて親睦を図ることができる、よい

遊びだと思っています。西東京三田会の麻雀の会は、競技麻雀（成績上位者には賞金あり）で

あり、純粋に知的ゲーム、親睦の道具です。麻雀を通じて、多くの先輩方と親睦を図ることが

できれば、これに勝る喜びはありません。このような機会を作って下さっている、原護様をは

じめ、諸先輩方に心から感謝と敬意を表します。     

豊山智明（H13 理工） 
 
 

麻雀の会 
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11 月 15 日（水）、高麗川カントリークラブにて第 29 回ゴルフ会が行われました。今回は当初

申し込みが22 名でしたが、体調不良等により間際になってのキャンセルが4 名あり、当日の競技

参加者は18 名となりました。当会会員から13 名、西東京稲門会から3 名、小平三田会と東久留

米三田会からそれぞれ 1 名の参加となりました。舞台は安田幸吉氏設計になるなだらかな丘陵に

ひろがる戦略的なコース。当日は快晴で風もなく絶好のゴルフ日和となりました。 

稲門会の皆さん、小平三田会の皆さん、今回初参加の東久留米三田会の坪山さん紹介の後、大

平一氏から「好天のもと元気に楽しくプレイしましょう」との朝の挨拶を受けて皆さん張り切っ

てスタートしました。美しい紅葉の中、アンジュレーションに富んだ高速グリーンに悩まされな

がらも各ホールでナイスショットが連発され、皆さんの笑顔があふれるゴルフ会となりました。 

新ペリア競技の結果、優勝は大平一氏、準優勝が滝澤功氏、第3位は伊藤道明氏でした。 

プレイ終了後の表彰式は、和気藹々の雰囲気の中で楽しい相互交流と親睦の場となり、曽根原良

仁氏の挨拶で終了しました。 

次回は第30 回記念大会となります。平成30 年6 月6 日（水）に前回好評であった武蔵OGM
ゴルフ倶楽部を予定しています。記念すべき大会への皆さんの参加をお待ちしております。 

宝井 繁夫（S52 商）

52 年前（2 年生の秋）以来の優勝に感激しました！

10 月30 日、台風22 号が通り過ぎた神宮球場で慶早2 回戦が行われました。今日勝つと慶應義

塾は 7 シーズン振りに優勝！というので、慶應応援席は試合前から盛り上がっていました。西東

京三田会を通しての観戦で、横田均さん・佐藤貢一さん・私ども夫婦の4 人が10 時30 分に集合

して応援席での応援です。

晴れ渡った空、強くて冷たい風・・・野球観戦には少し厳しい条件を体力と若さ？でカバーし

ました。50 年前には飾られていたミッキーマウスもフクちゃんもなく、代わりにピチピチしたチ

アガールが大活躍です。初めての応援歌や応援の仕草に戸惑いながら、立ったり座ったり、メガ

ホンを振ったり回したり、SMAP のコンサートと同じ位疲れました。試合の方は1 年生投手の大

活躍と4 年生の勝負強い打力で、慶應義塾が7 対2 で勝ちました。優勝です！

春の慶早 2 回戦では一般席で応援しましたが、残念ながら敗退。優勝を逃しました。秋は西東

京三田会のお世話で、慶明 2 回戦（勝利）、優勝のかかった慶早 2 回戦を応援席で応援でき、52
年振りに優勝を祝うことができました。大きな声で塾歌を歌い、歌詞の素晴

らしさを改めて実感し、肩を組んでの“若き血”に興奮し、また強風の中、

塾旗（一番古くて、一番大きいもの）を懸命に支え続けた応援指導部の学生

さん達に敬意を表したいと思います。来シーズンも優勝して、塾歌はもちろ

ん、「丘の上」を大きな声で歌いたい！！と期待しています。 

稲月喜一（S38 商）夫人 稲月充子（S42 法）

自由投稿 慶早戦観戦記

ゴルフ会 
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ハイキングには少々暑さを感じる快晴の天候で駅から埠頭まで歩き一汗かきました。船の

上部甲板まで満員で、風にあたりながら横須賀の海上から山手まで眺める船旅でした。島は

要塞で弾薬庫跡のトンネルまで U 字溝をゆっくり上り、フランス式レンガ積みのトンネルの

途中に弾薬庫があります。トンネルを下ると砲台跡があり、さらにその先を下ると海に洗わ

れる日蓮上人の祠が見えました。島は標高 30m そこそこですが、アップダウンがあり、房

総や防衛大学タワーや観音崎方面を眺めながら島内を回りました。帰港後、三笠記念艦を訪

ね、日本海海戦勝利のための訓練の様子を知りました。艦砲の命中率 1％を 10％に上げる訓

練、砲手は終日砲から離れられず、ハンモックを吊して寝ました。東郷元帥の「皇国の荒廃

此の一戦にあり、各員一層奮励努力せよ」など海戦に係る事柄や明治の国造りのあり方を学

びました。昼食はよこすかポートマートで好みの海鮮丼を食し、駅まで街を散策しました。

次に金沢文庫に向い、国宝・運慶作大威徳明王座像のある金沢北条家菩提寺称名寺を訪ねま

した。庭園は神奈川県立公園になっています。坐像は東京国立博物館で開催中の運慶展に出

品中です。庭園は鷺が羽を休め、反り橋、平橋からなる苑池があり、金堂、薬師堂とともに

紅葉の頃は一段と美しいと思われます。しばし休息後品川に戻りました。中田 勳（S36 工） 

【行動記録】  行動日: 2017年10月8日（日）天候：晴 地図：昭文社 横須賀 

集  合: 品川駅2階 JRと京急線との改札口(JR側) 8：00  

費  用： 交通費 2610円+渡船料500円＋戦艦三笠観覧料500円(シニア割引) 

コース： 京急品川8：08＝横須賀中央8：53・・・三笠公園埠頭9：30＝9：40猿島・・・（島内探索）・・・ 

猿島11：45＝11：55三笠公園埠頭・・・三笠記念艦・・・よこすかポートマート・・・横須賀中央14：27

＝14：36金沢文庫・・・称名寺・・・金沢文庫16：03＝16：42品川（解散） 

参加者:牛島康朗ご夫妻、中田 勲 

満 65 歳と 2 ヶ月にして 43 年間に及んだ職業人生活にピリオドを打った。私にとっての一つ

のゴールである。今の時代、雇用延長や再就職などで就労を継続する人も少なくない中、私は

完全リタイアという道筋を躊躇なく選んだ…。というと格好よいが、退職を前にして私の連れ

合いにその意向を恐る恐る伝えた時、彼女が一も二もなく快諾してくれたことが後押しとなっ

たのは間違いない。

実は私の父、そして祖父、いずれも 58 歳で脳卒中を発症し他界している。そんな家系も心

理的に影響している。人が心身ともに自立し健康に生活できる期間である健康寿命は日本人男

子で平均 71 歳余。とすれば、あと 10 年もないではないか。60 代後半にして入手可能となっ

た人生の黄金時代を自分のために使わないでいつ使う？ 私は躊躇なく「仕事」よりも「時間」

を選択した。

退職後は、毎朝 6 時から約 1 時間、近所の公園での「ラジオ体操会」に欠かさず参加してい

る。また、かつて受診した脳神経外科の先生に「週 3 日酒をやめなかったら面倒は見ないから」

と喝を入れられて可能な限りそれを実行している。30 代から 40 代にかけて、1 年 365 日のう

ち 360 日は酒を飲んでいた私からすれば信じがたいことではある。 
今後、三田会での諸活動はこれからの人生の中での大きな彩りとなるだろう。健康に留意し

おおいに楽しみたいと考えている。 佐藤貢一（S48 経） 

ハイキング 

自由投稿 
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期日・場所 ： 2017.11.22（水）～11.26（日） 柳沢公民館 １階 ロビー 

参 加 者  ： 24 名（内西東京稲門会 3 名、小平三田会 2 名、家族会員 3 名） 

作品内容  ： 写真 14名、版画 1 名、油彩１名、水彩 1 名、日本画 1 名、 

ﾎﾞﾀﾆｶﾙｱｰﾄ 1 名、書 1 名、木彫１名 等 

編集後記 

ニュースレター20号をお届けします。西東京三田会創設 30周年の記念行事が終了

し、新たな 30 年に向けてスタートを切りました。新しい活動の企画や新会員の獲得

を目指し、ニュースレターも変革していく必要があると感じています。会員各位の忌

憚のないご意見をお寄せください。併せてホームページ（表紙に URL 掲載）に沢山

の三田会の活動の写真が載っています。是非ご覧ください。 

編集委員：高橋信一、坂口光治、中田勲、原 護、篠崎哲雄、大内俊、亀山仁史 

平成 29年 第 14回西東京三田会写真・作品展 

2004年からの会も 14回目を迎え、今年は特に会員のご家族の方々からも 3

名ご参加いただいた。柳沢公民館 1 階ロビーをお借りし、壁面約 6mに会員の

3 夫人の日本画､ﾎﾞﾀﾆｶﾙｱｰﾄ、福澤塾祖の慶応義塾の目的を懸軸に仕立てた

作品も加え展示。6 尺パネル 13 面に 52 点の写真･作品を、2 面に【創立 30 周

年記念行事】5枚：【ANA羽田機体整備工場見学会】について 5枚、計 62点の

展示をし、柳沢図書館や公民館の来館者、会員知人関係の皆様に 5 日間ご覧

いただきました。 

   （事務局：大平一 S39 文） 

【ﾚｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ】小笠原寿男 

【夢】高橋久実子（会員家族） 【CUAUHTEMOC 号メキシコ軍】中田 勲 【バトル】坂口光治 【慶應義塾の目的】 

坂口眞理子（会員家族） 
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