
 

 

 

 
 

 

地域へのつながりを大きくしましょう 

 

                                西東京三田会長 

                         奥村 榮吉 

西東京三田会の存在のドメインは,『 地域の役に立つ集団 』という処にあります。単な

る慶応義塾の卒業生の親睦団体というだけでなく、西東京市・市民にとつて少しでもお役

に立つ集団であろうとするところに、私達の行動の原点があります。会員を増やすことも、

会員相互の懇親を深めることも、この行動力を強化するための手段に過ぎません。常にこ

の集団の目的を忘れることなく活動して参りますことを期して巻頭の言葉とします。 

西東京三田会の前身の田無三田会が発足したのは昭和６２年３月でした。今から１７年

前です。 平成１５年度は、この１７年間に蓄えたエネルギーが一挙に噴出したような年

でした。いろいろな事業が活発に行なわれました。平成１６年度は,１５年度に開いた道を

歩いて行くと共に,次のことをして参ります。 

 

(1) 市民との交流を深め、役に立つ集団となる。 ⇒ 講演会・スポーツイベントなど、

西東京市民と交流を深め、何かお役に立つことをする。 

 

(2) 慶応義塾に協力できることをする。 ⇒  近隣の小平市、小金井市などには未だ  

    三田会がありません。新発足出来るように協力していきたい。 

 

（3）上の二つの目的を達成するために、会員数の増加と会員相互の親睦の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つながりの和
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【 平成１５年度活動報告 】 

§ 盛会だった節目の総会       

平成１５年度の西東京三田会総会は、同年６月１日（日）14時から16時半まで、田無のホテル・プラ

イゾ８階の『眺望亭』で行われた。当日は前田雅尚国分寺市長、長友貴樹調布市長、中井 宏西東京稲門会

長、高橋是行東久留米三田会長を初め、平野 豊稲門会副会長、それに西東京三田会の現在も矍鑠としてお

られる初代会長の斉藤 達氏ほか、５０人に及ぶ会員が集まって行われた。会は第１部の総会と、第２部の

懇親会の２つに分けて行われ、第１部は奥村会長の挨拶や議長などの選出、書記任命などがあり、平成１

４年度事業の報告を初め７つの議案（注）が諮られた。今回は役員改選や年会費の改定など重要な議案が

出され、いずれもスムースに議事は進行した。その後１５年度の事業計画が出され、１５年度はかなり有

益な活動が期待されるものになった。このように第一部は案件が多く予定の時間をかなりオーバーするほ

どだった。   

第２部の懇親会は、打って変わって親睦の輪が広がった。アトラクションはここ２年ほどシャンソン歌

手の黒木悦子さんの出演が続いたが、今回はマジシャンの中沢延行さんがオーソドックスな手品を披露し

た。そして何時もの通り『若き血』を歌ってお開きになった。如何にも節目の年の総会らしく、盛り上が

った一日だった。 

注：議案 第I号議案 平成１４年度事業報告； 第II後議案 平成１４年度決算報告並びに会計 

  監査報告の件； 第III号議案 役員改選の件； 第IV号議案 会則一部改訂の件； 第V 

  号議案 年会費変更の件；第VI号議案 平成１５年度事業計画案承認の件； 第VII号議案 

  平成１５年度収支予算案案承認の件 

§ 他会との交流 ：  

  ① 東久留米三田会の設立について 

    西東京三田会の会員であった高橋是行氏、金田政也氏

らが中心となって平成15年4月30日に東久留米の成美教育

文化会館で盛大に設立総会が開かれ、東久留米三田会が発足

しました。当日 63 人が出席し、会長には高橋是行氏（昭 17

高）が選ばれました。来賓として小島与志生塾員センター課

長、野崎重弥東久留米市長、高橋 勤東久留米稲門会長、金森悟国立三田会幹事長、奥村栄吉西東京三田会

長らのご出席があった。また、慶応義塾大学応援指導部も駆けつけ、「慶応賛歌」、「丘の上」、「都の西北」

などを出席者一同唄い、最後に「若き血」を斉唱し閉会した。 

  計画から設立まで一年少しで立上った勢いで、今後一層のご発展をお祈りします。 

  ② 西東京稲門会との交流について 

    西東京市内の他大学の同窓会、あるいは、他市の三田会との交流を一つの目玉として活動した。特

に日頃から親しみのある早稲田大学の同窓会・西東京稲門会とはいろいろ交流が行われた。 

    具体的には、双方の総会に相互に出席し、クラブ活動では、ゴルフ会での交流が盛んで、これまでに

４回コンペが行われた。９月には西東京稲門会恒例の栗拾い会に招かれ楽しい交流の場をもった。この他

に当会写真クラブ展、講演会などに西東京稲門会の方々にご参加いただくなど活発な交流が図られた。 

 

－ ２ －
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§ 平成 15 年度を中心とした行事の状況 

H15. 3.15  ： 市民フオーラム「健康を支える食品と安全」,コール田無で開催 

H15. 4.20  ： 東久留米三田会発足 

H15. 6. １  ： 西東京三田会総会（第16回）開催（望眺亭） 

H15.11.26  ： 第１回ゴルフ会、高根カントリー倶楽部で開催 

H15.12.20   ： 講演会「冬に向かっての健康特に東洋医学の面から｣,講師：村田高明氏知的障害者施 

            設「たんぽぽ｣で同所と共催 

H16. 1.24   ： 第１回ダンスパーティ,コール田無で開催 

H16. 2. 1  ： 宝登山ろうばいハイキング開催 

H16. 2.15    ： 第１回カラオケ大会,スナック｛こころ｝（田無町）で開催 

H16. 2.25   ： グルメの会,フランス料理・北島亭（四谷）で開催 

H16. 3.28   ： 写真展,喫茶店カルディ（田無町）で開催（3.28～4.11） 

H16. 4.25     :  講演会｢春から夏に向かっての健康 特に東洋医学の面からのお話」講師：村田高明氏, 

        韓 晶岩氏,特別養護老人ホーム健光園（田無町）で社会福祉法人千曲会と共催 

役員会開催  ：  ①  第1 回H15 年４月２０日 ②  第2 回7 月６日 ③  第3 回8 月24 日 ④  第4 回9 月28 日 

               ⑤  第5 回11 月16 日 ⑥  第6 回H16 年1 月4 日  ⑦  第7 回2 月29 日  

【新会員紹介】 

丸山 達夫    S32.法/法律 ① 住所＝〒202-0003 北町 1 丁目 ②在学中クラブ活動＝特になし③

メール＝なし④職業＝税理士⑤趣味＝特になし⑥一口コメント＝S46 年会社を退職しこの仕事を始めて３

５年になります。幸い長女の婿が監査法人を辞めて今一緒に仕事をしています。北町に住んで３０年にな

ります。今は妻と２人で暮らしております。今後ともどうぞよろしく。 

和田 実     S47.経(福岡ｾﾞﾐ) ①住所＝〒202-0011 泉町 6 丁目②在学中クラブ活動＝なし ③

メール＝なし ④職業＝兼松繊維㈱⑤趣味＝ドライブ、旅行、社交ダンス ⑥一口コメント＝銀行員時代半

分近くが海外勤務。特に単身赴任のシカゴでは“シカゴ三田会”ではワイワイガヤガヤ、楽しくお付き合

い頂きました。４年前から地元のダンスサークルに所属。先生方にも恵まれ、今では女房共々競技会選手。

週末になるとじっとしていられません。 

松本 洋平    S48.経(大村ゼミ)  ①住所＝〒187-0022 小平市上水本町1丁目 ②在学中クラ

ブ活動＝体育会 競争部(短距離 400M)  ④職業＝自由民主党１９支部職員 ⑤趣味＝旅行、スポーツ、

読書 ⑥一口コメント＝学生時代に体育会競争部で培った体力を基に、ｺﾞﾙﾌ､ｶﾗｵｹ､等諸先輩方と一緒に

様々なことにチャレンジしていきたいと思います。 

今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

小副
おそえ

川
がわ

 琢
たく

    S59.法院 ①住所＝〒187-0002 小平市小金井 1 丁目 ②在学中クラブ活動＝海

外研究会 ④職業＝共同研究員 ⑤趣味＝旅行、読書、音楽鑑賞 ⑥一口コメント＝小さい頃からの鉄道

好きで自然に地図や世界に目を向けるようになった。後年、国際関係を深めるための留学で身に付いた英

語力を活用しながら創造への活力に繋がる鉄道の旅を大切にしていきたいと思っている。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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【訃報】昨年度下記の方々がご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

■ 寺西春雄君    昭和19.経    平成15 年６月 ２２日 ご逝去 

        ■ 早川  博君   昭和21.医     平成16 年１月  ８日  ご逝去 

        ■ 安友省三君    昭和05.高専   平成16 年１月  ８日  ご逝去 
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【講演会】  

市民フォーラム｢健康を支える食品と安全｣ 

 本会の市民へのお役立ちの具体的活動として、

市民フォーラム「健康を支える食品と安全」を平

成１５年３月１５日にコール田無で行った。フォ

ーラムは、社団法人日本機械学会：産業・化学機

械と安全部門が初めて行う市民フォーラムで、企

画の段階から西東京三田会が協力していたものである。同フォーラムは引続き、昨年８月

徳島市で開催され、今夏に札幌市で行い、今後各地で継続して開催される企画である。 

 フォーラムは、前半を専門家が消費・生産・流通行政などの立場から平易に関連事項に

ついて解説し、中間で休憩と市民との意見交換を兼ねポスターセッション、クイズとアン

ケートを行い、後半に市民参加のパネルセッションを行った。クイズ正解を解説書配布で

行い、正解者に本会から花鉢を贈呈し、併せ参加者全員にお礼の品を手渡した。当会は、

会場手配と運営、後援依頼、市民への広報（ポスター、チラシの配布、新聞各紙への記事

掲載依頼、FM 西東京からの呼掛）等を行い、後援は西東京市、田無商工会、保谷商工会、

国際ソロプチミストにご協力いただいた。参加者は６９名。 

 基調講演（鈴木正昭氏（東工大教授・部門長））：ハザード（被害をもたらす潜在性を持

つ状況）とリスク（ハザードによってもたらされた被害の大きさと発生の頻度を掛けた状

況）について解説の後、科学技術はリスクと便益のバランスを考えて使用すること、安全

は危険か絶対安全か白黒を付けるのではなく中間のグレイゾーンを認識することを強調さ

れた。食品の安全の諸問題にふれた後、食品の安全はどんなものでも安全と証明されねば

安全といえない考え方に、また、事故の後追いではなく事前予防処置を講ずる考え方に変

ってきていること、事業者や自治体がリスクアセスメント、マネジーメンﾄを進める中で市

民が参加し一緒にリスクを評価し共有するリスクコミュニケーションの時代に変ってきて

いることを話された。最後に、関係者全員が倫理観を持ち、市民は知識・経験を蓄積・勉

強し、国・産業界に有効な意見や情報の提供をきちんとしていただき、コミュニケーショ

ンを取りながら一緒に安全な食べもの得る努力が必要と結ばれた。 

 講演１：食品の鮮度保持と賞味期限について（新宮和裕氏（（財）日本冷凍食品検査協

会検査事業本部部長）：食品の鮮度が落ち変質する原因を、微生物のによる腐敗、酵素活性

による変質、酸化による変質、再凍結による変質に分け、それらの対策事例を紹介された。

次いで細菌（微生物）増殖のメカニズムをパターン化し保存期間を解説された。また、消

費期限と賞味期限についても事例と共に関連法について話された。 

講演２：安心して食べられる美味しい食品を家庭に届けるまで（工藤信之氏（東農工大

教授））：題目の逆の不安要因として輸入野菜の残留農薬、BSE、農薬使用、偽装表示等を

挙げ、生産、物流、消費、廃棄の各段階の問題点を事例紹介された。量的確保のための農

薬・殺虫剤使用、遺伝子組替え食品（対減農薬）の現状と関連問題の説明がなされた。ダ

イオキシンは濃度が減少してきているが、脂肪分の多い魚に蓄積されやすいことを指摘し、

一番安全な食品はベビーフォードであると自嘲的に述べられた。 

 

- 4 - 
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 パネルディスカッションは上記講師に佐田守弘氏（部門委員）との岡本玲子氏（西東京

市薬剤会会長）が加わり行われた。討論は農薬問題と倫理について主に行われた。注目す

べき事項を以下に記す：輸入野菜、遺伝子組替食品は子供と妊婦は避けること.見てくれに

とらわれぬ作物の選択が各種処理工程削減に寄与すること。有機野菜は農薬・化学肥料無

使用ではなく農業の中で必要なものは使って良いと有機 JAS 法では認めていること。 

倫理面では、消費者は企業にレッドカードを出す権利を持つこと。経営は倫理を持ってい

る人が行うべきで、なってから倫理教育を受ける問題など、信頼できる環境づくりが大切

なことがあげられた。 アンケート結果：市民の関心が高いテーマは、①健康と医療、②食の安全

（食物アレルギー、食生活等）③安全、であった。             （ 中田 勲 記 ） 

【 健康フォーラム盛大に開催 】 

 昨年１２月２０日、知的障害者施設『たんぽぽ（※下記）』で、村田 高明先生（当会理

事 慶応義塾大学医学部講師 仁和会総合病院婦人科医長）の講演会が開催された。 

演題は『冬に向かっての健康 特に東洋医学の面から』であった。 

 いきなり堅い会話からは入らず、先生自らの編集による、『動画とＢＧのファンタジック

な組み合わせ』で１００人を超える聴衆を魅了した。それから豊富な統計やイラストを使

って、次のようなテーマで分かりやすく話された。 

・ 健やかに老いる ・ 身体的加齢変化 ・ 冬の季節病 ・ 生活習慣病 ・東洋医学から 

 以上の項目別に丁寧に説明され、海上の徴収も熱心に聞き入っていた。得に普段は読ん

だり聞いたりする機会の少ない東洋医学の話は、今回の主題だっただけに、皆関心が大変

高かったように思われた。 

 この講演会が開催された経緯は、村田先生はよく、ＮＨＫや みのもんた の『おもい

っきりテレビ』に出演されており、ある日このテレビを見ていたタンポポを経営しておら

れる田無の会の田中夫人（会理事長夫人で常任理事）が、『大変言いお話しをなさるわね、

こういうお話を聞かれればいいわね』と当三田会の前会長であったご主人が、是非この方

にお願いしてみようという事になり、話はトントン拍子に進み、西東京三田会と田無の会

の共催という運びになった。 講演会は予定時間をオーバーし、アンケートの結果もおお

むね好評で、当会の『市民の方達にお役に立つ仕事』が一つは足せたのではないかと思わ

れる。                                               （ 弘津 力 記 ） 

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

※《 知的障害者更生施設 たんぽぽ 》について 

 たんぽぽは ,向台町 3 丁目にある福祉施設です。６１２坪の土地に延面積 562 坪の３階建の

真新しい建物が建ち ,知的障害を持つ人５０人が入居し .生活しています。  

この様な施設の多くは都会から遠く離れた所にあるものです。たんぽぽは田無駅から５分とい

う住宅地にあり ,しかも全てが一人一部屋という恵まれた環境にある特異な施設です。 この施

設は ,社会福祉法人田無の会が２０００年４月に設立し ,以後運営にあたっています。創設者は

西東京三田会の前会長田中  清氏です。私財を投じてつくりました。西東京三田会からも増田

純一 ,金  秀澤 ,弘津  力 ,奥村栄吉の４人が役員として協力しています。非常に友好的なつながり

を持ち ,昨年１２月には .共同して講演会を開催しました。  

 

- 5 - 
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【ダンスクラブ】   

「西東京三田会新春ダンスパーティ会場」の

立て看板がコール田無の表玄関にライトア

ップされたのは１月２４日の午後６時であ

った。道往く人が興味深げに眺めている。 

いよいよ三田会にとって待望の記念すべ

き第１回のダンスパーティが間近に迫って

きた。 

 

淑女、紳士が三々五々2F のイベントルーム A・B

に集まり始めた。６時半開演である。 

オープニングのワルツ曲、ファッシネーションが

流れると 1 組、2 組、3 組と踊りが始まり、タン

ゴ、ルンバ、チャチャ、スローフオックストロッ

ト等ダンス曲が進むに連れて踊りの輪が広がり殆

ど全員がところ狭しと踊っている。誠に華やかで、

若若しく、躍動感に満ち溢れている。幹事役の石

毛、金、高梨の３人も踊りの輪にいつしか参加していた。三田会からの補助金で飲み物や

軽食も用意されており、余興のゲームを楽しみながら盛会裏に幕を閉じたのは９時半であ

った。 

 このたびの運営については西東京社交ダンス連盟の加藤初枝会

長初めメンバーの方々に全面的にご協力願った。改めて御礼申し上

げたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年はレッスン等にも取り組み、年末には 

クリスマスパーティを予定している。 

乞うご期待 ！ 

                              （ 高梨 勇一 記 ） 

- 6 - 



                                                             News Letter 2004.6.6  
 

【カラオケクラブ】 

深々と冷え込む真冬の夜、２月１５日田無２丁目

のスナック【こころ】で第１回目のカラオケ大会が

開かれた。『こんな時にこそ､集まって和やかに楽し

みませんか！！』との呼びかけに、会員（奥村夫妻、

高梨、坂口、曾根原、宇賀神、大平、石毛、蔵野、

渡辺、松本）１１名に西東京稲門会のカラオケ同好

会メンバー７名（浜野、板津、金児、嶋田、鈴木、中野、脇 さん）、坂口氏友人たち７名

の計２５名がマイクを奪い合うように、日ごろ鍛えたのどを競い合った。 

 

 ⇔ プロ歌手『谷川さと美』さん（H5 年 NHK のど自慢大会チャ

ンピオン）が飛び入りで『おんな荒波日本海』『酔いしれて歌舞伎町』

の２曲を熱唱し、拍手に包まれた。 

      

           H16 年５月２５日 NHK 火曜コンサートに出演した  

                                          

               

            

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              （ 奥村 榮吉 記） 
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宇賀神さんの熱唱  稲門カラオケ会の脇さんと  

鈴木さん  

稲門会カラオケ会会長の浜野さん  

曾根原さん  

最後はお決まりの“若き血”と  

“都の西北”の大合唱  

司会の坂口さんから紹介  

される新会員の松本さん  

皆さん“おじょーずですね

ぇ～”  



 NishiTokyo Mitakai                                

コ  ラ  ム  

§ スコットランドにおける対中東観と中東研究  

  スコットランドは英国において歴史的に独自の文化を誇ってきた地域であり、イングラ

ンドに対するライバル意識、更には反感も強い地域である。また英国が行ってきた数々の

植民地戦争において、常に前線兵士の供給源であった。今回のイラク戦争においてさえ、

英国が押えている南部バスラの模様がテレビ放映されたが、町の街路で警戒に就いている

戦車の車腹には部隊の出身地であるスコットランド旗が描かれていた。スコットランドに

とりこの戦争は「勇敢なスコットランド人」というイメージを、またもや英国政府によっ

て利用されることになったと言える。イラク戦に参戦するか否かをめぐって英国議会が割

れた時にロビン・クック前労働大臣が辞任したのは、彼の選挙区がエジンバラ近郊の町で

あり、戦争が起きると真っ先に犠牲になるのは自分達というスコットランド人の気持ちを

代弁した行動でもあった。 

 スコットランド人はまた、中東を身近な「脅威」としても捉えている。この認識はここ

数年、アル・カーイダを繋がりがあるとされる「テロリスト」たちがエジンバラ、グラス

ゴーといった主要都市で逮捕されたことに影響されている。セント・アンドリュース大学

では「テロリズム」研究を行っているが、英国の対テロ政策に理論的支柱を与えていると

同時にスコットランド人からも一定の支持を得ているようである。他方、南アジア出身者

を中心にしたイスラム教徒が集住する地域も上記の二都市には存在する。こうした中でエ

ジンバラ、グラスゴー両大学ではイスラム教徒との「共生」を視野に入れて社会人類学的

アプローチを用いた中東研究が盛んである。中東を「脅威」と捉えつつも「共生」を模索

しているスコットランドの現状が大学での研究にも影響を与えているのであろう。 

（ 小副川 琢 記 ） 

小副
お そ え

川
がわ

琢
たく

 君 略歴：1972 年 7 月 17 日生、1998 年３月：大学院法学研究科政治学専攻修士課程修了、 

1999 年９月：英国国立セント・アンドリュース大学大学院国際関係学部入学  

2004 年２月：博士論文の口頭試問に合格、研究テーマ：現代中東の国際関係、特にアラブ地域 

趣 味 クラシック音楽鑑賞、鉄道旅行、読書、スコットランドに関係することを調べること 

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

§ 会員の書籍紹介 

会員の桐井昭彦君（昭和３１年法政  卒）が、このほど『人生、６０才が

最高』という本を神田の碧天社からで出版した(¥１ ,000)。人生８０年の時

代、６０才からはなるべく他人の迷惑にならないように幸せな人生を送り

たく、アクティヴに生きましょうという趣旨で書いたものだそうである。  

桐井君の話：『今まで本など書いた事はありませんでしたが、ヒョンな事か

ら銀行を退社後、第二の人生で色々悩んで、ストレスと闘ったり、また今

年９４才になる母親を見ていて、自分が高齢になった時、何とか他人や家

族に迷惑を掛けず、自分の事は自分で始末し、周囲の人や家族に有難うと言って感謝して死

にたいと考え、それには日頃から前向きに行動し、何事にも感謝する気持ちを持つ事が大事

と悠仁と話をし合っているうちに、勧めもあって書いたものです』。  
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【グルメクラブ】  

 平成 16 年 2 月 25 日「西東京三田会」主催の

グルメを楽しむ会が,四谷の「北島亭」で開か

れた。会長の奥村氏を初め 12 名の会員が集っ

た。普段と違い,４人の会員の奥方も出席され,

和やかな雰囲気で親睦,交流がなされた。その

証拠に当初予定していたワインの本数も多め

に出てしまった。 

 特別コースの料理は,肉か,魚を選び,最後に

デザートとコーヒー。美味しいワインと食事

でお腹もいっぱいになり,心も身体も至福の

時を過ごさせてもらった.。 

 九州男児の熱血漢,北島素幸氏は,フランス

の三ツ星レストラン｢トワグロ｣で修行した名 

 

シェフである。店は肩肘張らない、家庭的な

ムード。北島シェフが腕をふるう料理は, 

その日の朝市場の高級な素材を活かした逸品

ぞろいの本格派フランス料理である。 

 

《西東京三田会グルメ会の特別メニュー》 

【アミューズ】 

 ベーコン･たまねぎ・サワークリームのピザ 

【オードブル】 

① 青森産 さくらますのマリネ・皮カリカ   

  リ焼き－北島亭風 

② フランス産 ホワイトアスパラガスと田 

  芹とたんぽぽ、卵添え 

【メインディッシュ】 

① 銚子産金目鯛の皮カリカリ焼き・春キャ 

  ベツ添え 

② 仔羊の網脂包み焼き・豚足と野菜のみじ 

  ん切り 

【デザート】 

① タルトタタン（焼きりんごのパイ） 

② ブラウンマンジュ（アーモンド風味の 

  ババロア） 

コーヒー･紅茶 

 【飲み物】 

 プティフール（96 年産赤ワイン） 

北島素幸シェフと石毛茂氏とはストラスブールの街で共に青

春のひと時とお互いの夢の実現のために努力していた頃の友

です。 

 

※ 北島素幸（きたじま もとゆき）氏のプロフィール 

  １９５１年福岡県生まれ。ロイヤル花の木レジャンス  

  を経て７７年に渡仏。トロワグロやジョルジュ・ブラ 

  ンアルケストラート ラ・マレーにて、ティスリーでは

エスプラナードジャン・ミエエルガーリシュにて修行を積み

８２年に帰国し ドウ・ロアンヌパンタ・グリュエルの料理長を務め、９０年北島亭を独立開

店させた方でグルメ通のみならず一般の主婦まで良く知られた名シェフ。 

                                    ( 石毛 茂 記 ) 
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いずれ劣らぬ舌自慢の面々 



 

【ゴルフクラブ】 

 

昨年11月26日に念願の第一回西東京三田会ゴルフ会が高根カ

ントリー倶楽部で西東京稲門会から4名と東久留米三田会から4

名の皆様をお招きし盛会裡に終わりました。 

 

 稲門会の比留間治男さんが優勝者し第１回優勝トロフィー

（奥村会長杯）を獲得した。2位から4位は東久留米三田会の皆さ

んがそれぞれ上位を占め西東京三田会は次回のために猛特訓をし

ましょう。 

 

参加者のスコアは下記の通りです。 
順位 氏  名 所  属 西 南 グロス H  C ネット 

１ 比留間治男 西東京稲門会 47 47 94 19.2 74.8 

２ 佐武  昇 東久留米三田会 48 53 101 25.2 75.8 

３ 川鍋  弘 東久留米三田会 51 49 100 24.0 76.0 

４ 野崎 陽一 東久留米三田会 58 53 111 34.8 76.2 

５ 高梨 勇一 西東京三田会 47 47 94 16.8 77.2 

６ 鈴木 條吉 西東京三田会 48 52 100 22.8 77.2 

７ 石井 武昭 西東京三田会 56 50 106 27.6 78.4 

８ 三村 淳一 西東京三田会 47 50 97 18.0 79.0 

９ 広瀬 行宏 東久留米三田会 51 52 103 24.0 79.0 

１０ 増本 靖典 西東京稲門会 49 54 103 24.0 79.0 

１１ 石井 節子 西東京三田会 57 58 115 34.8 80.2 

１２ 中沢 良彦 西東京三田会 57 57 114 32.4 81.6 

１３ 植松 隆吉 西東京稲門会 51 60 111 28.8 82.2 

１４ 川崎 洋暉 西東京稲門会 60 52 112 28.8 83.2 

１５ 奥村 榮吉 西東京三田会 62 64 126 30.0 90.0 

１６ 奥村  則 西東京三田会 77 83 160 36.0 124.0 

 
 
※ ニヤピン賞は下記の方々が獲得 
  西6番 高梨勇一  西8番 川鍋 弘 南3番＋南6番 比留間治男    
 

  
優勝の                  優勝のスピーチ 
比留間さん                  比留間さん  

西東京稲門会              西東京稲門会  

  

 

 

 

西東京          東久留米三田会                          

稲門会          の佐武さん    

植松さん                

                          

 

 

                                       （ 石井 武昭 記 ） 
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第２回ゴルフ会を６月３０日（別紙要項）及び

第３回コンペを１１月に開催を予定しており

ますので、ご参加ください． 

（ 担当役員  石井、高梨、大平、中澤、鈴木 ） 

 

優勝するのは「この私 ！とおもってスタートしたのですが・・・ 」 



 

【ハイキングクラブ】 

 

 昨年 11 月末の秩父丸山ハイキングと鍋を囲む会は、季節

外れの台風で中止となった。当日は当会会員のほかに、西東

京稲門会と東久留米三田会の方々も加わり約 20 名参加が予

定され残念であった。本年に入り 2 月 1 日に宝登山ろうばいハイキングを挙行した。今

後も、広く会員にご参加いただくよう花と紅葉を求め、時には帰りに温泉につかるハイ

キングを行う考えです。以下に宝登山ハイキングの報告を致します。 

 当日は所沢に集合し、直通電車に乗車したが、好天に恵

まれ人出が多く、一同座れたのは下車駅の秩父鉄道・野上

の一駅手前の長瀞であった。駅前広場で西東京市体操会会

長の吉田さんご指導のもとストレッチを行い出発、直ぐに

国道１４０号を渡り、三叉路を左に折れ、道なりに進み大

樹のある鎮守様で装備を整える。桑畑を眺めながら進み小

学校の北側をクランク状に曲がり、氷池への行く入口を確かめるべく地の人に聞くとも

っと先とのことで歩を進めるうちにＴ字路に突当り行過ぎに気付く。そのまま舗装され

た林道を登ることとする。途中，アンパンタイム（エネルギーと水分補給のために約１

０分の小休止）を取り、奥村会長からのドーナツを味わう。緩やかなのぼりを続け、野

上峠分岐付近で鍋料理の一団を横目で見やりながら宝登山登山口についた｡ここから右

手に奥秩父の山々を遠望しながら急登を進み、幻の頂をいくつか越え、蝋梅咲く宝登山

山頂に立った。蝋梅と両神山、武甲山を眺めながら昼食をと

り、宝登山神社奥の院にお参りし、西斜面を降りながら紅梅

と白梅が咲きはじめた梅園に立寄り、秩父の街並と白い武甲

山の眺望を楽しみ、ロープウエイ駅に降りた。駅は乗車待ち

の列が長～くなが～く続き、若干名の乗りたい方もあきらめ、

下山ルートに入った。ヘヤピンルートを１回通った後、ロー

プウエイ側のショートカットコースを使い、途中の急降部も手を取合いながら無地に通

過し、一気に降りきった。無事の下山のお礼とそれぞれのお願いに宝登山神社を参拝し

後、国道沿いの蕎麦屋で秩父錦、天婦羅と蕎麦で暖をとった。帰路は、長瀞からぎりぎ

りで池袋行き直通電車に乗り、ボックス席で談笑しながら帰ることができた。下山ルー

トに入る手前の可憐な福寿草が蝋梅とともに印象に残る早春の花山行であった。  

[宝登山ろうばいハイキング山行記録] 行動日：2004 年２月１日（日） 天候：快晴  集合：所沢駅飯能方面  

行きホーム前方 ８時２０分  費用：2,000 円 (ひばりヶ丘、または、田無起点，秩父フリー切符使用 )  

参加者：奥村栄吉ご夫妻，吉田耕司，石井武昭，坂口光治，中田勲（計６名）  

コースタイム：所沢発 8:30＝ (長瀞･寄居行 )＝野上 10:16/10:33…鎮守様 10:42…野上峠分岐 11:51…宝登山登山口  

12:08…宝登山山頂 (497.1ｍ )12:38（昼食）14:15…宝登山神社 15:15…蕎麦屋 (さくらい )15:35/16:10…長瀞発  

16:18＝（池袋行）＝所沢着 18：07                                  

                                                                               （  中田 勲 記  ） 
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【 写真クラブ 】 

２００４年３月２８日（日）～４月１１日（日）までの２週

間、西東京市田無町の喫茶店『カルディ』で開催された『第

１回写真展』は、桜の花の咲くなか、ホットに開催され、盛

会のうちにその幕を閉じる事が出来ました。 

奥村会長、二科会入選の平野 豊氏（西東京稲門会）をは

じめ計１１名の参加者から２６点の作品を出品して頂きまし

た。作品名（代表作）は以下の通りです。 

今回の成果（写真を通しての楽しい会話）と反省点（短い展示期間・展示方法）を踏まえて、次

回はより楽しく、魅力的な写真展としていきたいと考えております。 

 参加者の皆さん、カルディの田中 銈子さん、観賞して下さった皆様方、ご協力本当にありがと

うございました。                    （ 坂口光治 記 ） 

                                                           

 

 

 

 

             

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 編集後記：今回はイベントを中心に編集しました。次号への皆さんのご意見、ご提案をお待ちしています。 
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風光る 

アーちゃんは目が四つ ？ 

ブランコ セントアンドリュース市街 

ドゥリケル高原の朝 

壁面をお借りしたカルディーさん 

慶応出てから５０年ヨイショ！ 

世界ラン展から「 テンドロビウム・ベラツルム 」 タイの美女 ？ 



 

    注 ： ニュースレター第一号は、デジタルデータとして入手できたものは各ページ毎１ファイルの

もので、各ファイルによりページレイアウトその他諸点で異なっており、ｐｄｆ化するためになん

とか連続ファイルに仕上げましたが、 

      ① ヘッダーがもともとのものに出来なかった 

      ② 全１２ページの文書であるが、どうしてもこの白紙の１３ページができてしまった 

 

      上記ご承知ください 


