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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 

新年おめでとうございます。本年も何卒宜しくお願い申し上げます。 

西東京三田会の会報「ニュースレター（NL）」が新たな編集委員会のもとで衣替えされるこ

とになりました。 

西東京三田会の会報は、前身である「田無・保谷三田会」時代には「田無・保谷三田会会報」

として、会発足当時から会の運営を担ってこられた故齋藤毅氏による、平成 6 年版・8 年版・

10 年版・12 年版と 4 回 B4 横版で、内容に会員名簿やサークル別希望者表などまでを含んだ

10 数ページものとして発行されておりました（第 1 ステージ）。 

そして、平成 13 年、田無・保谷合併で会名が「西東京三田会」になった折の第 5 代会長故

奥村榮吉氏が大平一氏に新会報作成を託し、直井徹也氏、中田勲氏などの力を結集して、名称

を「ニュースレター」とし、2004 年（平成 16 年）に第 1 号を発行、以後営々とある意味でこ

の第 1 号の「型」を維持しつつ、私も途上においてはかなり長い間携わってきて、直前は離れ

てきていましたが、前号第 26 号まで続いてきておりました（第 2 ステージ）。 

ある「型」とは、印刷・製本法を会員手作業から業者印刷へ、あるいはカラー印刷部分の漸

増、1 回/年を 1 回/半年にペースになど変化はさせてきていましたが、A4 横書き 1 段、12 頁

以上の 4 の倍数頁建て固守、さらに、先頭頁に時の会長の巻頭言、最終頁に写真作品クラブ結

果が配されることなどは厳として変わらずに維持されてきていました。 

内容的には、名簿的な要素や会の構成的要素は別物に譲り、単純に良し悪しは言えませんが、

田無・保谷三田会報時代は「こうなっています」（現在形）的に第三者が記者的にみた姿にみ

えていたのに対し、ニュースレターは、「こうでありました」（過去形）という会運営者による

会からの報告的にみえました。 

今回の会報衣替えは、時代の流れのなかで、作成・配布のデジタル化を進めるという役員会

での方針が契機となったものでしたが、その後、新編集委員の決定、頁建てにこだわらない、

年 4 回程度の発行を目指す等々の踏み込んだ報告がされていました。 

今回のこの拙文は、コラム記事としても使えると思っていますが、もし巻頭文として使われ

るならば（年に 4 回は厳しいので）会報史上最後になるでしょう。新年 1 月 1 日号からスター

トする旨ですので、長かったコロナ禍が明けると期待している令和５年を、西東京三田会「会

報第 3 ステージ」の出発点として大いに期待しているところであります。 

新装ＮＬに期待しています 

 

http://nishitokyo-mitakai.net/
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2022 年の当会イベントを振り返る 

５月（会員数：119名） 

4日（水）たけのこ掘りを楽しむ会 東久留米三田会元会長 野崎様の竹林にて 

会員並びにご家族 23名が参加し、初夏の竹林の中で沢山のたけのこを収

穫しました。詳細は特集ページに掲載しております。 

担当幹事 高橋信一（連絡先：090-6515-8460, 

shin123@jcom.home.ne.jp ） 

22日（日）通常総会が開催されました。 

      保谷こもれびホール 

詳細は、特集ページに掲載しております。 

28日（土）東京六大学野球春季慶早戦応援会 

      神宮球場にて伝統の一戦を 4 名にて応援、お陰様で美酒を堪能致し

ました。 

担当幹事                   樋口明朗（連絡先：090-1760-4823 

  ar-higuchi@jcom.home.ne.jp ） 

第 1回小平三田会主催「なんでも知ろう会」 

     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）当会より 3名参加 

1月（会員数：125名）     

16日（日）西東京稲門会「20周年記念 新春の集い」 保谷こもれびホール 

飲酒・飲食はなく着席で、文華女子高箏曲部OG演奏下での諸祝寿会、福引

き会がありました。当会からも 2名参加しました。 

２月（会員数：122名） 

     特に行事はありませんでした。 

３月（会員数：120名） 

5日（土）西東京稲門会創立 20周年記念講演会・式典 於保谷こもれびホール 

    記念講演会（早大教授 中林美恵子氏：バイデン政権下のアメリカと日米関

係） 

記念式典（関係者挨拶・早稲田大学マンドリン楽部演奏・写真撮影） 

４月（会員数：121名） 

     特に行事はありませんでした。 

 

mailto:shin123@jcom.home.ne.jp
mailto:ar-higuchi@jcom.home.ne.jp
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６月（会員数：117 名） 

5 月 31 日（火）～6 月 5 日（日）小平三田会作品展  

   会場：中央公民館ギャラリーA・B 

当会からは、天辻明、井上京子の両人が出展参加致しました。 

    詳細は特集ページに掲載しております。 

１日（水）第 34 回西東京三田会ゴルフ会 飯能グリーン CC にて開催  

約３年ぶり久々の開催で、梅雨入り前の快晴微風の中楽しい

ゴルフ会となりました  

参加者は 11 名 3 組で行いました。  

担 当 幹 事  宝 井 繁 夫 （ 連 絡 先 ： 090-2414-5454 

s.takarai@jcom.home.ne.jp ) 

5 日（日）第 10 回近隣歴史散歩会  

   約 3 年ぶりに「日蓮宗下保谷村を歩く」として実施しました。 

参加者は過去 9回の歴史散歩会における最大の 10名を超え

る 14 名でした。  

詳細は特集ページに掲載しております。  

担当幹事 樋口明朗（連絡先：090-1760-4823 

ar-higuchi@jcom.home.ne.jp ) 

「学問の大衆化推進会議 第 3 回シンポジウム」が開催 

テーマ ： 中高年世代と日本の可能性  

場 所 ： 慶應義塾大学三田キャンパス研究棟 A 会議室 

担当幹事 篠崎哲雄（連絡先：090-7907-7184 

ktt.shinozaki@gmail.com ) 

 

７月（会員数 117 名） 

8 日（金）グルメ会主催で防衛省市ヶ谷台ツアーを実施 

     参加者全員によるグルメ食事会がない見学会を実施しました。

13 名での見学会でした。見学前に希望者 8 名がホテルで昼食、

見学後の四谷駅近くでの反省打ち上げ会（8 名参加）で多少の

グルメ気分を味わいました。  

     詳細は特集ページに掲載しております。  

     担当幹事 小笠原寿男（連絡先：090-2075-8738 

                         ko.so.rin@gmail.com) 

31 日（日 ブルーベリー摘み会 東久留米三田会元会長 野崎様のブルー

ベリ―畑にて  

     詳細は特集ページに掲載しております。  

     担当幹事 宮本敬一（連絡先：090-3808-7049 

                      miyak1949@nifty.com) 

 

mailto:s.takarai@jcom.home.ne.jp
mailto:ar-higuchi@jcom.home.ne.jp
mailto:ktt.shinozaki@gmail.com
mailto:ko.so.rin@gmail.com
mailto:miyak1949@nifty.com
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８月（会員数：117名） 

     特に行事はありませんでした。 

 

９月（会員数：117名） 

19日（月） 東久留米三田会  

            ワグネルソサイエティ―男声合唱団コンサート 

東久留米まろにえホールにて開催 

 

24日（土）第 2回小平三田会主催「なんでも知ろう会」 

      講師 大内 俊（当会副会長、国際経済学研究者） 

      演題 「地政学的にみるウクライナ問題」 

      場所 小平市東部市民センター 集会室 （洋室）当会より8名参加 

10月（会員数：117名） 

16日（日）連合三田会大会開催 日吉キャンパス 

 

17日（月）～23日（日） 写真・作品展 

      主催：西東京三田会写真・作品倶楽部、 

協力：小平三田会、西東京稲門会 、協賛：杉並三田会 

周辺の三田会・稲門会の会員や家族も加わっての、15名、30点の 出展

でした。作品はアクリル絵、水彩画、油彩絵画に、写真、セラミック、

本と多彩なものになりました。 

詳細は特集ページをご参照下さい。 

 

23日（日） 第 11回歴史散歩会 

      本年度第 2 弾として、「上保谷四軒寺を歩く」として実施しました。参

加者は 5 名、 新川起点として四軒寺、青面金剛庚申像、尉殿神社、又

六石仏群などを汗ばむくらいの秋の好天のもとゆったりとした散策が

できました。 

      担当幹事 樋口明朗（連絡先：090-1760-4823 

                             ar-higuchi@jcom.home.ne.jp ） 

30日（日）東村山三田会 第 10回「デュオの会コンサート」 

     ハロウィンコンサートとして東村山富士見公民館ホールで開催しました。 

 

mailto:ar-higuchi@jcom.home.ne.jp
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はじめまして。1999 年 4 月経済学部入学、2004 年卒業の和田智美です。  

ゼミの先輩から、三田会にはいろいろと勉強になるため、入っておいたほうがいい

という貴重なアドバイスをいただき、地域三田会へと入会させていただきました。  

 西東京市には旧保谷側に古くから土着する農家の出身です。旧姓増田と申します。 

 三田会とはどのようなことをするところなんだろう？とドキドキしながら入会さ

せていただきましたが、早速タケノコ掘りに参加させていただき、とても楽しく貴

重な体験をさせていただきましたこと、感謝しております。  

 コロナ禍ということもあり、思うような活動ができていらっしゃらないと伺って

おりますが、三田会を通して、新しく皆様とお話させていただく機会がありますこ

と、楽しみにしております。  

 今後ともよろしくお願いいたします。  

和田智美（H16 経） 

11 月（会員数：119 名） 

5 日（土）東京六大学野球秋季慶早戦応援会  

     参加者は 5 名、試合は逆転サヨナラで早稲田に負けました。悔し

いとしても、しばしの会員懇親のひとときでした。  

 

12 月（会員数：120 名） 

7 日（水）第 1 回慶早校友ゴルフ会  

     高坂カントリークラブ米山コース 

     慶早併せて 24 名、当会から 8 名参加 

          詳細は特集ページに掲載しております。 

     担当幹事 宝井繁夫（連絡先：090-2414-5454 

                  s.takarai@jcom.home.ne.jp ) 

11 日（日）歳忘れ懇親会 墨花居にて開催 

     会員・ご家族併せて 27 名参加  

     詳細は特集ページに掲載しております。 

 

18 日（日）麻雀会  

     3 年振りの麻雀の会が行われました。  

     8 名が参加し熱戦が行われ、優勝は原護さん、  

     2 位は原洋一さんでした。  

新入会員の紹介 

mailto:s.takarai@jcom.home.ne.jp
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2022年度（令和4年度）西東京三田会の総会が、5月 22日(日) 西東京市保谷こもれびホー

ル（小ホール）にて行われました。 

 

新コロナの感染拡大により 2年ぶりの総会開催になりました。西東京三田会の会員がそれぞれ

受付をすますと、笑顔がこぼれ、塾員の繋がりを感じながら、ごぶさたの挨拶と自然な会話が続

き、なごやかな雰囲気で総会前の時間が穏やかに流れておりました。新しく入られた和田さんも

総会に参加され、これから始まる企画を通してご一緒に楽しんで頂くことと思います。 

総会の準備では、篠崎副会長と大内副会長が中心に計画企画に奔走され、大変ご苦労様でござ

いました。また、総会の段取り運営をしました役員の皆様方、ご苦労様でございました。 

今回の総会は 2021年度（令和 3年度）の締め括りと、2022年度（令和4年度）の活動に対す

る思いを西東京三田会会員の皆様と共有し、その中で重要な点について議論を致し、総会参加者

の皆様全員からご承認を頂きました。今回の総会に参加された方々は、今年こそは・・・・と、

新たな思いを持たれた方が多いのでないか、と感じました。 

  

総会終了後、今までは飲食を伴う懇親会がありましたが、今年はまだ東京都も新型コロナウイ

ルスの感染が高止まりしており、今回の西東京三田会の総会出席者の感染防止を重視して、飲食

をせずに同じ会場での交流会と題し、商品を多数揃えての大抽選会を行いました。懇親会担当の

ご配慮で、参加者全員に心ばかりの景品があり、私も抽選会に当たり景品を頂くと、笑みがこぼ

れてきて、当選の喜びを味わいました。その後、恒例の宮本副会長が白い手袋をして角帽をかぶ

って外見をバッチリ決めて、「若き血」のエールを決め、全員でエールに合わせて歌うことで、

塾員の結束を改めて固く感じました。 

 

最後に、総会参加者全員が舞台に上がり記念撮影を行いましたが、結婚式の記念撮影のように

何度も撮り直しが続き、参加者全員が好きなことを言い、当日大一番の盛り上がりでした。この

盛り上がりを作ったカメラマンの皆様のお気遣いが、とてもありがたかったと感じております。 

小笠原寿男（S57経） 

2022年度（令和 4年度）西東京三田会の総会 
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 令和 4 年 5 月 4 日、正に五月晴れの下、爽やかな風を感じなが

ら、小さなお子さんたち数人を含め会員の家族総勢 23 人で、東久

留米三田会の野崎陽一さんの竹林をお借りして竹の子掘りを楽しみました。小さな

スコップで一生懸命竹の子の周囲の土を掘っている所も見られました。今年の春先

は暑かったり寒かったりで生育が心配されましたが、小ぶり大ぶり取り混ぜて結構

な収穫でした。いつものように糠袋も頂戴して帰り、茹でた新鮮な竹の子はとても

おいしかったです。広い野崎さんのお宅の敷地内には様々な草木・樹木が植えられ

ています。その自然の緑も堪能しました。 

高橋信一（S47 工） 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 5 日に 3 年ぶりに下保谷村付近を散策す

る会が催され、総勢１４名の参加者であった。

ルートは地元に精通されている古賀氏のご案

内で、保谷駅北口⇒OB の高橋敬一郎旧邸⇒天

神社⇒福泉寺⇒元組頭の高橋隆邸を廻る。  

OB 高橋邸では現在特別緑地保全地区であるが、邸内の見学や屋敷林の散策をさせ

て頂いた。福泉寺ではお堂の中に入れて頂いて貴重な三十番神の見学。高橋隆邸で

は、明治時代には染物に使う藍玉の製造が盛んだった事やその後は練馬大根を仕入

れて陸軍に沢庵漬を納めていた事など歴史を感じる話が聞けた。  

改めて古賀氏には貴重な機会を頂いて感謝を表します。  

高橋幸三（S49 工） 

竹の子掘りを楽しむ会 

 

歴史散歩の会  

日蓮宗下保谷村を歩く 
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異色イベントである「防衛省市ヶ谷台ツアー」が、7月 8日実施されました。 

4 月に当会 HP を通じて入会されたばかりの和田智美さんの提案企画をグルメ会サークルの小

笠原幹事が推進してくださり実現したものでした。 

この防衛省市ヶ谷台地区は現在、防衛省・自衛隊の庁舎が集合しており 1 万人もの関係者が域

内にいるとのことですが、ここにはほかに、先の戦中には旧陸軍大本営の「地下壕」があり、ま

た戦時の中枢地で、戦後の極東軍事裁判法廷や近時には三島由紀夫が蜂起演説した部屋などが見

学できる「市ヶ谷記念館」があり、この２か所を中心に 13名の参加のもとガイドさんの案内で見

学しました。 

概要は西東京三田会通信第 119号、および当会HPで紹介しております。 

HPは グルメ会：親睦サークル-西東京三田会(nishitokyo-mitakai.net) です。 

過去に、年次行事化しようとしていてコロナ影響で頓挫している「簾立てを楽しむツアー」など、

新たなイベントが西東京三田会会員人材の発案で今後もどしどし企画実現されることを期待して

います。 

樋口明朗（S43経） 

 

 

グルメ会主催  防衛省市ヶ谷台ツアー 

http://www.nishitokyo-mitakai.net/circle5-gurume-2022.html
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2022年 7月 31日（日）午後 3時に東久留米三田会の元会長野崎様のお宅に集合して、野崎様

のブルーベリー畑でブルーベリー摘みをしました。 

 会員と会員の同伴者を合わせて 34名の参加で、今年は野崎様のご説明によると実の付き方が良

く、更においしくなっているとのこと、各自ポリバケツを持ち（子供は少し小さめなバケツです

が）バケツ一杯にブルーベリーを採ろうとソワソワしながら、歩いて数分の所にあるブルーベリ

ー畑に向かいました。 

 案の定着いてみると濃い紫色に熟したブルーベリーが採り切れないくらい実っており、一時間

もたたないうちに各自バケツに一杯収穫でき、参加した方々は皆満足そうに精算をされ、それぞ

れ家路につかれました。                        森茂樹（S52政） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年 12月 7日（水）待望の第 1回慶早校友ゴルフ会を埼玉県の高坂カントリークラブ米

山コースで開催いたしました。 

 参加者は、三田会関連で 10名、稲門会関連で 14名、計 24名、アウトインそれぞれ 3組ずつ

でスタートしました。天気は 12月には珍しく陽が降り注ぎ、中には半袖でラウンドする人も出る

くらい暖かい一日でした。 

 当会の代表は昭和 38年卒業の稲月名誉幹事、西東京

稲門会の代表は昭和 39 年卒業の増本代表幹事で、80

歳以上の方が 4 名も参加されるというゴルフ会でした。 

 結果は、所沢三田会の吉田禎子（よしだていこ）さ

んが優勝、当会名誉幹事の稲月さんが二位、三位は西

東京稲門会の濱野さんで濱野さんは 44，45計 89と見

事なベストスコアを出されました。 

 次回は当会が主幹事となって来年 5月か 6月ごろ開

催する予定です。        森茂樹（S52法） 

ブルーベリー摘みに参加しました 

西東京稲門会との合同ゴルフ会を終えて 
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中村邦彦（H06医） 

 

コロナウィルスの流行は現在も続いていますが、以前ほど騒がれなくなり、旅行や外食もほぼ

普通に行われ海外からの旅行客も制限なく受け入れるようになりました。その大きな理由は以前

ほどこの感染症が致死的なものではないとの認識に至ったことと思われます。横浜市立大学の研

究グループ堀田氏らの報告では、全世界のコロナウィルスによる致死率は、2020年 2月では 8.5％

であったのが 2022年 8月には 0.27％で約 30分の 1以下に低下したとなっています。その要因と

しては、ワクチンの普及あるいは感染による免疫の獲得、治療法が確立してきたこと、ウィルス

そのものが弱毒化してきた可能性などが挙げられています。通常のインフルエンザの致死率は

0.05～0.5%とされており、これに近づいてきたと言えます。 

一方で、コロナウィルスは変異しつづけており、現在流行しているものはオミクロン株がほぼ

100%となっていますが、それはさらに亜型が増え続け、人間の免疫をかいくぐり続けています。

残念ながらコロナウィルスが完全に消え去ることはなく、インフルエンザと同様に流行を繰り返

して続けていくと推測されます。対策としてはインフルエンザと同じで、ワクチン接種を今後も

受け続けていくことが望まれます。 

ワクチン接種の度に発熱をしている方は、もううんざりしているかもしれません。しかし、ワ

クチン接種による発熱等の副反応は３回目以降では接種回数が増えるごとにその頻度は減少して

いくと報告されています。また、抗体価は発熱の程度と抗体価の上昇に相関性が見られ、性や年

齢にかかわらず発熱者で大きく上昇したとされています。さらにその抗体価の上昇は解熱鎮痛剤

を使用しても変わらないとされています。ですから発熱した際は、ワクチンが十分に作用してい

ると思っていただき、我慢せず解熱鎮痛剤を服用することが勧められます。ワクチンの型につい

ては最新のものでなければ効果がないということはなく、４回目接種を従来型で受けた人とオミ

クロン対応型を接種した人の中で、接種後に感染（いわゆるブレークスルー感染）してしまった

人のオミクロン株に対する抗体価を比較すると差が無かったとの報告があり、前回の接種から時

間が経っていれば型にこだわらず接種した方が良いようです。一方で、オミクロン対応ワクチン

は接種後１カ月以上経ってから抗体価が上昇するとの報告もあり、選べる状況下であれば最新の

ものを選択した方がよいかもしれません。いずれにせよ、ワクチン接種を受け続けることが、感

染の可能性や重症化を低下させる最善の方法であることは確かと言えます。 

 

注：抗体価：血中抗体量 

 

健康のページ 

コロナ感染症はパンデミック（世界的流行）から 

エンデミック（地域的流行）ヘ 
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丑山佐枝子（H18 政メ院） 

 「クラウン(Clown)」をご存じですか？  

クラウンは、オペラやバレエ等と並ぶ欧米の伝統的な芸術で、ひとことで言うなら

笑いを生み出すドラマのこと。中でも特徴的なのは、日本の歌舞伎のように表現の

型があること、おかしな動きやとぼけた演技で単に笑わせるのではなく、社会や人

間の愚かさを別な視点で切り出して疑問を投げかける、ユーモアあふれるコメディ

で観客の心を揺さぶるアートである点です。世界で一番有名なクラウンは、喜劇王  

チャップリンと言われています。  

クラウンは、「物事を多角的にみる一つの生き方」だと私は捉えています。福澤諭

吉先生が、「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」とおっしゃいましたが、

それをまさに体現しているのがクラウンです。これを学ぶことで、差別をしたり偏

見を持ってしまう人間の愚かさを知り、より人を思いやる社会になる可能性がある

と、私は信じています。  

さて、そんなクラウンに私が出会ったのは、人生に悩む大学 1 年生の頃。日本を

代表するクラウンの劇団「OPEN SESAME」のロネ＆ジージの舞台を観た時です。

心底爆笑しながら涙を流して泣く、という不思議な体験をしました。その時、これ

が「感動」だ、と知りました。そして、こんな素晴らしい経験を他の人とも共有し、

生きているのが楽しくなる、そんな舞台を私も創りたいと思いました。  

 数年後、クラウンをより深く知りたい気持ちが止められず、ロネ＆ジージの劇団

に入団します。そしてそこでの学習の成果として、国内外の祭典、舞台やサーカス

でパフォーマンスをする機会に恵まれましたし、世界中のさまざまな人と多様な価

値観に触れました。残念ながら、場所によっては非常識で差別的な扱いを受け悔し

い思いをしたこともありますが、そんな時こそクラウンのユーモアだと思い、笑い

飛ばして生きてきました。  

私自身まだ学習の途中ですが、クラウン

の笑いを伝えることで、人に優しい世の中

になっていくように、今後もこの活動を続

けたいと思います。三田会の皆様にも、私

のやる舞台をいつか見て頂けるように、が

んばります！  

 

 

 

左から、OPEN SESAME ロネ、ジージ、丑山（マギー）  

[2022 年表参道で開催されたコメディライブにて] 

会員寄稿 

私がクラウンを志すワケ 
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コロナ感染者が一定程度の落ち着きを見せていた 6月 1日（火）～5日（日）、第 5回となる小

平三田会作品展が開催された。会場は例年通り小平市中央公民会ギャラリー。 

前日の 5月 31日午後から搬入展示を参加者共同で行う。展示完了後会場にて出品作家によるギ

ャラリートークがもたれた。作品についての思い、制作方法など興味深い話がなされた。 

今回も西東京三田会・小平稲門会から協賛をいただいての開催。西東京三田会から 2名 3作品、

小平稲門会から 4 名 11 作品の出品参加を頂いた。小平三田会会員・家族の 8 名 25 作品を加え、

14 名 39 作品の展示となる。油彩、ガラス絵、アクリル、水彩、パステル、写真、書、彫刻、陶

彫とバラエティー豊かな作品でギャラリーの壁が埋められた。 

貴会からは昨年同様、天辻明さん、井上京子さんの力作を飾らせていただいた。来年も同時期

の開催を目指す予定。今回よりいい条件のもとでの開催を期待したい。ご協力のほどよろしくお

願いします。            小平三田会 アートクラブ世話人  吉川 潔（S46経） 

 

 

 天辻明 「窓辺」           天辻明 「赤い薔薇」    井上京子 「ニューヨーク」 

第 5回 小平三田会作品展 
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令和 4 年 10 月 17 日から 23 日まで、西武柳沢駅前の柳沢公民館 1 階ロビーで昨

年に引き続き写真・作品展を開催しました。コロナ感染の沈静化で利用スペースの

制限が緩和されたので、小平三田会、杉並三田会、西東京稲門会からも出品してい

ただき、出品者会員・家族併せて 15 名、作品総数 37 点が集まりました。作品は写

真、水彩画、アクリル画、油彩画、セラミック人形、著作などでした。設置後に、7

名程で内覧・説明会を行いました。今回は作品名だけでなく、寄せて下さった説明

文も同時に掲示しましたので、作者がおられなくても、制作意図が伝わったと思い

ます。 

 公民館・図書館にはサークル活動等でお出でになる方が、装飾のようにロビー全

体に展示された作品をご覧になっていらっしゃいました。杉並三田会や西東京稲門

会の会員の方々や一般市民の中には趣味を同じくする方がおられ、作品の批評をし

て下さいました。  

 23 日の撤収後に、5 名で柳沢駅北口の焼き鶏「おさ田」で打上げをやりました。

いろいろな話しで盛り上がりました。  

高橋信一（S47 工） 

 

 

  

第 17 回 西東京三田会 写真・作品展 



 NishiTokyo Mitakai                                                                  

14 

 

 

 

 

 

  

 令和4年 12月 11日に「歳忘れ懇親会」が開催されました。コロナ禍により対面での行事が制限

され、令和 2年1月 19日に開催された新年会以来となる約 3年ぶりの懇親会です。当日は今 

 年度の新入会員 3名を含め 27名の仲間が集いました。新入会員の紹介やご長寿の先輩方から長 

寿の秘訣などの楽しいお話をいただきました。連合三田会大会の記念品と福引のO賞を賞品と 

した抽選会では空くじなしでみなさんが賞品を獲得できました。久しぶりの対面での懇親会のた 

めか話題に事欠かず、話が盛り上がり時を忘れてしまいあっという間に閉会時間となってしまい 

ました。次回はもっとたくさんの皆さんに参加していただけるような懇親会を開催したいと願っ  

ています。                                                             

横田均（H1政） 

 

 

 

 

 

今回の「歳忘れ懇親会」は新型コロナ第 8波が迫る中、準備段階の役員会でも様々な意見が出る中

での開催となりました。With コロナと第 8 波の狭間ではありましたが三田会らしく冷静に判断し、

的確に開催できたことは誇らしく思います。久しぶりに再会できた諸先輩や後輩たちと大いに盛り上

がり、波乱の 2022年の最後に楽しい思い出を共有することができました。来る 2023年を明るく迎

える元気をいただきました。皆様ありがとうございました。                    

宝井繁夫（S52商） 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇親会を開催しました 

「歳忘れ懇親会」プロジェクトメンバーに参加して 
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5 月の総会は久方ぶりにリアルでの開催にこぎつけ

たものの、恒例の「第二部懇親会」は「くじ引き会」

に代替され、何となく物足りない気持がしたのも事実

でした。7 月の役員会では、秋に懇親会を実施する方

向性が打ち出されました。有志によるＰＴを発足、メ

ンバー５人で準備を開始することとした矢先にオミ

クロン新種株が猛威を振るい始め先送りせざるを得ない状況となりました。9 月の

役員会では、正式に秋の懇親会実施を断念し、今期中、すなわち令和 5 年 3 月まで

の実施を視野に入れたプランを再構築することが決まりました。  

我々ＰＴメンバーの意見交換やプランニングの検討は、主にメール上で行わざる

を得ませんでしたが、10 月 25 日に初めて対面でのミーティングを持ち、そこで、

11 月に役員会に提案する骨子を検討しました。  

コロナ第八波の予測や国の施策動向等を見据えながら、時期的にはいつ頃（①12

月の忘年会、②定例の新年会、③2～3 月の懇親会）が最適かを検討した結果、中止

リスクを回避することを最優先に考え、先に行けば行くほどコロナの動向が読みに

くく、更なる延期や中止さえあり得ることを考慮して年内の開催を決定しました。  

 また、会場については、公私両方を検討し、制約が多く見通しの立てにくい公的

施設を敬遠し、まず民間施設の利用を決断、中野サンプラザや所沢パークホテル等、

遠征することも視野に入れましたが、最終的には足の便の良い市内施設、とりわけ

過去に利用実績の多くある「墨花居」に絞り交渉をすることとなりました。  

その他、何名程度の参加を見込むか、来賓はどうするか、立食か着座か、余興は

どうするか等、種々検討し方向性を定め役員会の承認を得て、多分、西東京三田会

史上、初めてであろう年末の懇親会が実現したのです。  

懇親会規模としては、参加者が通常(コロナ以前)の 6 割程度の 27 人と目標にして

いた 30 人には届きませんでしたが、ドタキャンもなく、80 歳以上の長寿諸先輩に

も 7 名参加いただくなど、コロナ下のパーティーとして、今後に向けての一定の道

筋は示せたものと思っています。来賓の不参加、黙唱、マイク不使用、エール交換

の見送りなど、まだまだエンジン全開とは参りませんが、これらは次回へのお楽し

みといたしましょう。今年の総会では是非とも 4 年ぶりの第二部（懇親会）が復活

することを祈っています。  

最後に、私がご紹介する際、お名前を間違えてしまったＷ先輩にはこの場をお借

りして、お詫び申し上げます。また、医学的な見地から適時適切なご助言を下さり、

我々ＰＴメンバーの背中を押してくれた中村理事、並びに、予算面や時間延長など

式進行への協力をいただき、美味しい料理を個別盛付けで提供いただいた墨花居さ

んにも御礼を申し上げたいと思います。  

佐藤貢一（S48 経） 

懇親会開催までの道のり 
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[大内] 

西東京三田会のニュースレター（NL）が今回から電子化、リニューアルされた訳で

すが、私以外の皆さんは新たに編集委員になりました。先ず、新編集委員としての

抱負伺わせて頂けますか。 

 

 

 

 

［横田］小学校時代の壁新聞以来の編集委員です。愉しい誌面作りに貢献できればと思います。 

［行田］私は、当会に入会した時のフレッシュな気持ちを忘れずに編集作業をしたいです。 

［森］会員の皆さんも編集に携わりたいと思って頂けるNLを作りたいです。 

［高橋（幸）］全く経験したことの無い分野なので、先ずは皆さんの足手まといにならないよう頑

張ります。 

［井上］私は、かねがね当会の女性会員の少なさを感じていました。三鷹三田会や調布三田会は

17～18%の女性比率ですが、当会は僅か 5%です。女性会員の記事で、少しでも女

性会員の数を増やす一助にしたいと思っています。 

 

 

 

 

 

［大内］皆さん、とても前向きなお考えで、とても頼もしく感じます。きっと良い誌面作りがで

きそうですね。 

それでは、編集委員になる前、会員としてこれまでの NL をどう感じていらっしゃったかを伺い

たいと思います。本音の処でお話し下さい。 

［高橋］実は、あまり詳しく読んでいなかったのが事実です。 

［森］私も特段興味を感じていませんでした。 

［井上］少し地味だと・・・。それも女性会員が少なく、編集委員にも女性がいらっしゃらなか

ったからかもしれませんね。 

［行田］私は皆さんとは逆に、このコロナ禍で活動が制約されていた中で、NLはとても貴重な情

報源でした。 

 

NL新編集委員 誌上座談会 

新編集委員の抱負 

これまでの NLへの思い 
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［大内］本音のお話を聞けましたが、それでは今後どのような NL にしていくこと

が必要だと思われますか。  

［行田］私にとっては、今お話ししましたように、NL はとても貴重な情報源でし

た。多忙で会合やイベントに参加できない方でも、NL を読んでいれば情報共有で

きるものにしたいです。  

［森］読者の方々から意見を貰える、いわゆる「双方向」の遣り取りがで

きる内容にしていきたいと思っています。 

［井上］私は、個々がモザイクのように輝く様を映しだす NL が目標です。

人間、死ぬまで個々が生き生きして過ごす、そういう人間性を持つ塾員の

集まりでいたいと思います。そうした意味から、多くの会員の方々から発

信して頂き、私達の三田会は、お互いの違いを認める豊かさを持っている団体だと

いうことを誌面で体現出来るものにしたいと思います。一寸抽象的な説明になって

しまいましたが、多様性を具現化する、一言でいえばそのようなことだと思います。  

［大内］皆さんから、とても崇高で、建設的な発言を頂きました。是非、編集委員

と読者の皆様で、そうした誌面を作っていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

［大内］それでは次に、新装 NL にこれまで無かった内容を盛り込むとしたら、ど

の様なものが良いと思いますか。是非こういった企画を実現したいというお考えを

聞かせて下さい。  

［高橋］私達も卒業して随分と年月が経ちますが、現在のキャンパス

はどのようになっているかを皆さんと共有する企画は如何でしょう。

毎回、異なったキャンパスを紹介するようにしてはどうですか。 

［横田］私もその企画、大賛成です。私達が学生時代、三田、日吉、

矢上、信濃町しか大学キャンパスはありませんでしたが、現在大学キ

ャンパスは湘南藤沢、芝共立が加わり、そうしたキャンパスも紹介できれば良いで

すね。 

（編集委員会 注 大学キャンパス以外に、新川崎タウンキャンパス、殿町タウン

キャンパス、鶴岡タウンキャンパス、浦和共立キャンパス、慶應大阪シティキャン

パス、慶應丸の内シティキャンパスがあり、付属校では計 11 校があります）  

 

［森］そうした企画も面白そうですね。私は、地元西東京に因んだ話題を取り上  

新装 NL の役割 

新たな企画について 
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げてみたいと思います。私達が住む西東京でも、意外と知らない場所が多くあると思いますし、

西東京の著名な方のお話も掲載してみたいです。 

［行田］私は、読者の方々からも広く新しい企画を募ってみたらどうかと考えます。きっと有意

義で、愉しいアイデアをお持ちの方が多いのではないでしょうか。 

［大内］私は、書評を書く機会が多いのですが、是非会員の皆さんから「お薦めの一冊」、もしく

は「お薦めのお店」を紹介頂くことも面白いのではないかと考えています。 

皆さんから多くのアイデアを頂いたので、是非それをNL誌面の上で実現させていきたいですね。 

 

 

 

 

 

 

［大内］最後になりますが、編集委員として、読者の皆様へのお願いがあれば仰って下さい。 

［森］当会会員の年齢構成は非常に広いですが、なかなか若い会員の方の声が会務自体に届かな

いと感じています。是非、若い会員の方の声をNLにお寄せ頂きたと思います。 

［横田］趣味の事や興味を抱いている事、旅行記、携わっている活動の事、ジャ

ンルを問いませんので、是非寄稿をお願いしたいと思います。 

［井上］私も同意見です。とにかく自由に投稿してみては如何でしょう。内容も

自由です。日々の気付き事項でも良いですし、ある日の冒険でも良いのではない

でしょうか。 

［高橋］皆さんからご意見を頂きながら、私達編集委員としてこの NL と西東京三田会通信との

棲み分けも考えて行く必要があるかと思います。 

［横田］電子版の利点を活かしたタイムリーな情報提供が出来る誌面作りが必要になるでしょう

ね。 

［大内］新編集委員の皆さんから、非常に前向きなご発言が沢山あり、新装 NL が益々充実して

いくことに確信を持つことができました。 

NL27 から装いが新たになり、これから記事の内容にも変化が生まれることと思います。然し、

これまで多くの先輩達が創り上げてこられた NL を全面的に変えるものではありません。これま

での歴史の上に、新しい編集委員の皆様と共に、「新しい風」を当会に届けたいと存じます。今般

の NL の特筆すべき変化点は電子版にあります。電子版であることの利点を活かし、会員の皆様

に極力時宜を得た情報をお届けして参りたいと存じます。何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

読者の皆様へのお願い 

今回、新たに編集委員に就任した 5名の皆様と共に、西東京三田会のニュースレターに

ついて、様々な視座からご意見を伺いました。 

新たに電子版という形式で皆様にお届けすることになりましたが、可能な限りその特性

を活かして、会の諸イベントへのお誘い等、リアルタイムに情報を発信していきたいと

考えております。また、多くの皆様からの投稿・寄稿をお待ちしております。 
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ニュースレター電子版の発行と新たな企画、そして皆様からのご協力のお願い 

本ニュースレターの巻頭言で、会長から新装ニュースレターへの期待のお言葉を頂きまし

た。また、新編集委員 6 名によるニュースレター編集への意気込みも掲載させて頂き、会員

の皆様に今後のニュースレターの概要の一端をお知らせ致しました。 

電子版という形態での発信となりますが、電子メールをお使いになっていない方には郵送

にて紙ベースのものをお届けさせて頂きます。また、ニュースレターの記事、構成が従来の

ものから総て変わるものではありません。以前から大変好評であった中村先生に依る「健康

のページ」や、サークル活動等の会のイベントのお知らせや報告も勿論継続させて頂きます。 

然しながら、電子版に依って大きく変わることは、原稿を推敲し、構成する時間、そして

印刷や発送に掛かる時間が大幅に短縮できることです。それ故、会員の皆様に西東京三田会

の活動内容や、ご連絡事項を「新鮮な形」でタイムリーにお届け出来るようになることだと

思います。その特性を活かす意味でも、従来の年 2 回の発行から、年 4 回の発行にしようと

考えております。また、ページ建てに拘らず、柔軟性のある編集を心掛けて参りたいと思い

ます。そして何よりも、会員の皆様に身近に感じて頂け、有益な情報提供を出来るようにし

ていきたいと思うものです。そのためにも出来るだけ多くの会員の皆様に「執筆側」になっ

て頂ければと思います。今回も丑山さんから貴重な寄稿を頂戴しました。是非、皆様から多

くの寄稿をお願いしたいと存じます。「私のお気に入りのお店」、「お気に入りの書籍の紹介」、

「塾生時代を振り返った思い出」、「現在打ち込んでいる趣味」等々、どうか気軽に皆様から

の寄稿をお待ち申し上げます。また、こんな企画を掲載したらどうかといったアイデアを頂

戴できれば何よりです。 

今回、私達 6名が編集委員として新装ニュースレターの編集に当たること 

になりましたが、皆様の中から、「私も加わってみたい・・」とお思いの 

方がいらっしゃれば、編集委員として大歓迎です。是非、お手をお挙げ頂け 

ればと存じます。このニュースレターが、西東京三田会と会員の皆様を結ぶ 

架け橋となれますことを、心から期待しております。         編集委員一同 

編集後記 

電子版に変更するにあたり、解決しなければならいない問題は数多くあり、電子版での発

行について様々な方から懸念の声が挙がりました。特に電子メールでお送りして見ていただ

けるのだろうかという声が大きく、また紙も捨てがたいというものでした。役員会では電子

版に対するアンケートを取るという決議がなされ、結果は 40名近いの方から返信があり、そ

の大多数の方から賛成をいただいたことは大いに編集サイドの意を強く致しました。 

 一方で電子版のメリットは大きく、それは特に費用面でした。年間 2 回発行する費用は三

田会の収入の半分近くでそれがほぼ無くなります。また、編集の自由度が上がり、発信する

直前に変更することも可能となりました。Zoomでの会議、電子メールでのやり取りとそれぞ

れの都合に合わせて取り組むことが出来ました。 

これからも会員の皆様からご意見をいただき、このニュースレターを通じて西東京三田会

が慶應義塾同窓生の社中交流の会として将来にわたりあり続けていけたいと願っています。

(smah-mori@nifty.com / ohuchi@kbk.co.jp/ )                    編集委員一

同 
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