活動に一層の
多様性を発揮しましょう
西東京三田会会長 鈴木條吉

平成２５年を迎え、皆様に新年のご挨拶を申し上げます。
本年よりこの会報「ニュースレター」は年２回発行することになりましたが、その最初の７
月１日発行の第９号におきまして、会長就任に当たって所信を述べ、今日まで微力ではありま
すが会の活性化のために努力してまいりました。
地域三田会の目的は、相互親睦・扶助と地域社会への貢献が２本の柱です。
昨年１年を振り返りますと、６月までの活動実績は前号でお知らせしましたが、その後の７
月から１２月までの活動では、従来からのゴルフ、カラオケ、グルメ、ハイキング、及び写真・
作品展は堅実に開催されたほか、歴史散歩会も２度の雨天中止がありましたが１回実施され、
麻雀の会は７月以降３回、年合計５回も実施されました。ブルーベリー摘みの会には家族の方
も合わせて２１人も集まりました。全体行事である総会と新年会を別にすると、各種サークル
の会での動員における最高の人数ではなかったかと思います。そのほか特記すべき実績として、
既成サークルに関係なく呼びかけて会員が集まった高橋邸屋敷林での民芸展見学、有志の個人
的な小学校授業の昔遊びに関する協力、あるＮＰＯの後援などがありました。このように諸行
事は総じて順調に開催されたと思いますが、ただ、既成サークル諸行事への参加者に固定化の
傾向がみえ、今後はより多くの会員の参加が望まれます。
地域社会活動としてのＡＮＡ見学支援は今年も昨年までと同様４校実施いたしました。その
ほか人形教室、チェコのマリオネット講演などを視野にいれた、粘土で人形（テラコッタ人形）
を作るという集まりを２回コースで実施しました。これをなんとか外部向けの教室化につなげ
ることができないかと検討をしています。もう一点、ＪＡＸＡ一般見学会の企画なども検討し
ております。
なお、７月から９月に行われた活動実績が二つあります。
ひとつは、新入会員勧誘を組織的に行い、８人の新入会員を迎えることができました。しか
し今回の勧誘活動については反省点も多々ありました。西東京市・小平市内にはまだ潜在的に
大勢の塾員がおります。引き続き地道に勧誘活動は継続して行きたいと考えております。
ふたつ目は、メールによる情報受信可の方に限られますが、メールマガジン「西東京三田会
通信」を始めたことです。第３号まで配信されております。会の活動実績やこれからの活動予
定、塾や友好団体の様子などを、より早く皆さんにお伝えしようとするものです。多くの会員
の方が活動に参加するきっかけとなっていただけたら幸甚と考えて実施しております。
本年も、西東京三田会が、地域三田会としての可能性を追求してなお一層の多様性を発揮し
ましょう。会員の皆様のご健勝とご多幸を心から祈念いたしまして年頭挨拶とさせていただき
ます。
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平成２５年西東京三田会新年会のご案内
西東京三田会平成 2５年の新年会は下記のとおり開催されます。
多くの会員とご家族の方のご参加をお待ちしております。
日時

平成 25 年 1 月 20 日（日）13 時～15 時

会場

西東京市民会館「松」
（５階）

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 右図（田無駅より徒歩 8 分）

ご案内はすでに皆様に差し上げております。１月４日までに返信いただけますようお願いいた
します。
新年会のアトラクションは、当会会員の智田秀穂氏のグループ「マンドリンアンサンブル６４
３２」
（「ＭＥ６４３２」
）にお願いしております。
今回の新年会には、全員昭和３９年卒の５人のメンバーに演奏していただきます。

マンドリンアンサンブル６４３２について
「ＭＥ」とは「マンドリンアンサンブル（Mandolin Ensemble）
」の頭文字、
「６４３２」とは、
１９６４・６３・６２年卒のメンバーで構成されていることを表しているそうです。
◆◆◆
月 日

２０１２年７月～１２月（ＮＬ１０発行日まで）の西東京三田会の主な行事・出来事
件

名

備

２０１２年 度

７．０１

ニュースレター第９号発行

年２回発行を決めて初の出版

７．０８

第２回役員会

７．１４

麻雀の会 夏場所

８．０８

ブルーベリー摘み会

東久留米三田会会長野崎さんの農園

８．２７

ＡＮＡ羽田実踏調査

本年予定の４校関係者を中野・中田が引率

９．０２

第３回役員会

９．１６

ハイキング 「野上・長瀞 七草寺探訪」

９．２３

第３回歴史散歩の会

９．２９

西東京稲門会懇親会（「バーベキュー・栗拾いの会）に参加

６名参加

10．１４

麻雀の会 秋場所

１６名参加

10．２１

連合三田会大会

10．２３

ＡＮＡ支援

10．２９

グルメ会

ＮＬ９反省、新入会員勧誘計画など

１６ページ

ＩＮＧビル

雀荘「ピーマン」 優勝 長谷川

秋の諸行事、新入会員勧誘状況など

１５名参加
１５名参加

田無庁舎

２１名参加
１８名出席
６名参加

再中止 西武柳沢→東伏見の本コースは後回しにする
雀荘「ピーマン」 優勝久住

直井役満達成

西東京三田会の幟旗のもと１０名以上の会員が立ち寄り

東伏見小学校

中野・中田・曽根原・渡辺が支援

写真・作品展の気勢会を兼ねて実施 「たけざわ」 鳥の水炊き
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いまから１０年前に、智田さ
んを先頭とする慶應マンドリン
クラブ昭和３９年（１９６４年）
卒のメンバーが中心となって結
成し、
「３人でも、５人でも、１
０人でも集まれば簡単にアンサ
ンブルが楽しめます」と、恒例
の年１回の演奏会のほか、介護
施設等への訪問演奏も、年１０
回程度もされ社会奉仕への参画
の位置づけで大切にして活動さ
れております。
本年の定期演奏会は三田の北
館ホールで１０月２８日に行われました。
定期練習は、年間を通じて３週間に１度ほぼまる１日、また毎年７月上旬に一泊二日の
合宿などで腕を磨いているそうです。

会 員 の動 向

会員の入退会（２０１２年７～１２月）

入会
8月

小笠原寿男 （S57 経）
谷戸町
松本光太郎 （S58 文）
芝久保町
北村 礼子 （S53 文）
柳沢
伊藤 信明 （H03 経）
横浜市
寺田 浩平 （H02 法）
川崎市
9月
平野 謙治 （S59 政）
富士町
橋爪 明子 （S57 経）
小平市
10 月
横山 之雄 （S54 経）
新町
７月１日現在 ： 90 人
１減８増
→

退会
７月 半谷公一
転勤のため

本日現在

97 人
（敬称略）

月

日

10．３１
～11．０４
11．０３

件
写真・作品展

名
柳沢公民館ロビー 合計５４点の作品展示

備

考

出展者１４名

２０１２ 年度

下保谷 高橋邸「屋敷林と昔のくらし」見学 高橋塾大 先輩にお会いする

６名会員＋２塾員

11．０７

ゴルフ会 高麗川ＣＣ 西東京稲門会の滝沢氏優勝 合計１５名

当会会員１０名

11．１８

第４回役員会 田無庁舎 新年会、ＮＬ１０などについて

１７名参加

11．２１

人形つくり全２回の初回（吉川会員のｱﾄﾘｴ･ﾊﾟﾈﾝｶ） ２回目は２８日

７名参加

11．２２

ＡＮＡ支援 保谷第一小 中野・中田・直井・林が支援

11．２５

第３回市内歴史散歩 会 「西東京南部を歩く」 玉川上 水など散策

11．２７

ＡＮＡ見学支援 東小 中野・中田・熊坂が支援

12．０２

麻雀の会 冬場所 高梨会員優勝 年間優勝は光山 会員が獲得

１３名参加

12．０８

カラオケ 新会場カラオケスナック「でんえん」にて開催

１２名参加

12．１１

ＡＮＡ見学支援 芝久保小 中野・中田・高梨・伊藤が支援

12．末

ニュースレター１０（１月１日付）発行、配布
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お断り：北村礼子氏は１２ﾍﾟｰｼﾞ「女性ｺｰﾅｰ」に
掲載。寺岡浩平氏の記事・写真、横山之雄氏の
写真は掲載できませんでした。両氏にお詫び申
し上げます。

橋爪明子（Ｓ４７文）
始めまして。今年入会した橋爪明子です。
文学部史学科 ７２年卒業。所属クラブは三田レコード鑑賞会。
小平市花小金井に３０年間在住しています。子供たちは独立しているので、夫と二人暮し。
還暦を過ぎましたが、新宿区にオフイスを置いて（不動産オーナー経営）
、まだ仕事を続けています。
疲れることもありますが、仕事があるほうが精神的にはいいと感じています。
ここ５年ばかり、本業の他にライフワークとして健康インストラクターの仕事を
しています。分野は睡眠で、睡眠の基礎知識の広報活動（セミナーやイベント）を
行ない、人々の健康の維持のためになればと、はりきっています。
趣味は音楽・旅行・読書など。地域社会活動は、ボランテイアとしてＦＭ西東京のパーソナリテイーと小
平市のイベント活動の手伝いをしています。
塾とのつながりは卒業生が運営する投資クラブ（ＮＰＯ法人）やフエイスブックの同窓サイトに参加してい
ます。ＦＢでは時々オフ会があるので出かけております。
いろいろと忙しい毎日で、まだ、会の行事には参加しておりませんが、今後ともよろしくお願いいたします。

伊藤信明（Ｈ０３経）
西東京三田会に新しく加入させて頂きました伊藤信明と申します。
西東京とは、約 3 年前に転勤にて、ひばりが丘に勤務することになったことがご縁でございます。
ひばりが丘に勤務するようになり、地元の方々と何らかの繋がりを持ちたいと考えており、そのひとつと
して、三田会があれば是非加入したいと考えておりましたが、なかなか存じ上げる方もおらず時間だけが過
ぎ、ひばりが丘に勤務し始めてから約 2.5 年が過ぎようとしておりました。
そのような中で、東久留米三田会の野崎会長と親しくさせて頂くようになり、西東京三田会を紹介頂き、
この度、加入させていただくことになりました。今後、何卒宜しくお願い申し上げます。
なお、当方の経歴等は以下の通りでございます。
１．経済学部 1991 年卒 ハンドボール部
２．スポーツ：ハンドボール、ランニング、野球
３．趣味：野球・ラグビー観戦、読書
４．会でやってみたいこと：麻雀大会参加、ゴルフコンペ参加
５．やってみたい地域社会活動：小学生社会科見学同行
６．塾とのつながり：ハンドボール部OB 会事務局メンバー、連合三田会設営部会
メンバー（2001 年、2011 年）

松本光太郎（Ｓ５８文）
昭和 35 年３月６日生まれ、東京都世田谷区大蔵出身、塾では文学部社会学科(山
岸ゼミ)で、体育会 端艇部に属しており、N ゲージ鉄道模型、ゴルフなどが趣
味
塾との関係は、三田漕艇倶楽部に所属、その他適宜塾の催事に参加
勤務先は JX 日鉱日石エネルギー㈱
初めまして、松本光太郎でございます。1990 年に結婚し田無に引っ越して以来、一時新座に４年間移っ
ていたのを除いて１８年間住み続けています。私は小田急線沿線で育ちましたので、西武沿線には全く縁が
ありませんでした。たまたま田無が妻の母の実家がある関係で、すっかり定着をしてしまいました。田無の
中でも、西原町、本町、芝久保町と家を変わっております。
今回西東京三田会からお誘いがありましたので、即入会を申し込ませていただきました。
仕事の関係でなかなか催事に参加することが難しいのですが、今後ともよろしくお願いいたします。
-4-

News Letter 2013.1.1
平野 謙治（Ｓ５９政）
法学部政治学科 神谷不二研究会で国際政治論を専攻しました。所属サークルは卓球同好会
で、昭和５９年３月卒業ですので「１２５三田会」にも属しています。
やってみたいこととしては、１）スポーツ：水泳、バドミントン、
軽登山 ２）趣味： スポーツ観戦（野球、ラグビー）、街歩き、軽
登山、市民農園での畑仕事（富士町トミー農園所属） ３）特技：
特になし、で
４）会でやってみたいことは、①野球、ラグビーなどの早慶戦観
戦。②東伏見で開催される早慶定期戦の応援（女子サッカー、アイ
スホッケーなど）です。
やってみたい地域社会活動としては、西東京市社会福祉協議会の諸活動（ほっとネット推進
員、ふれあい街作り、居場所作り、防災ボランティア組織作り）に参加。人と人とのつながり
を通して西東京市を住みやすい町にしていくための活動をしている人たちへの支援をしたいと
思います。
塾とのつながり（OB/OG として）：福澤諭吉記念文明塾１期生（２００９年）、同環境教育１
期生（２０１０年）修了、１２５三田会 政治学科Ａ組クラス幹事
小笠原 寿男（Ｓ５７経）
高校は志木高でした。私は、下町の両国生まれの両国育ちでしたので、
武蔵野の自然に憧れていました。ここ、西東京市は緑が豊かで、高校時代
の志木、新座の感じを思い出し良い街の印象を持っております。ちょうど、
娘の学校が秋津にあり、家内の実家が石神井公園のソバなので、家族そろ
ってひばりヶ丘に引越しをしてきました。
私は、ガラスメーカーに勤務し早期退職制度で退職しました。転勤で東
京、大阪などを転々としておりました。早期退職後、仕事につかず東京の
大学院に通い会計修士を取得しました。その際、財団法人日本学生支援機
構から奨学金を頂き、さらに大学院を主席で修了したことから、奨学金返還免除の認定を頂き
ました。
大学院にて会計修士を取ったこともあり、現在茅場町で IR（ｲﾝﾍﾞｽﾀｰﾘﾚｲｼｮﾝｽﾞ：投資家に対す
る広報活動）の仕事についております。また、サラリーマンの生活に戻った現在であります。
趣味は絵画鑑賞であり、若いころから印象派が好きでした。絵画を見るためだけに各地を今
でも旅しております。ゴルフ、ヨット、水泳も趣味に入ります。大阪にて勤務していた時、単
身でもあったため、毎週京都の美術館に通っておりました。京都画壇の絵画、掛け軸について
教えてもらう機会が増え、今は日本画が大変好きであります。
慶應義塾とのつながりは、実家の墨田区の三田会からもお声掛けをいただいておりますが、
再就職をしましたので時間がとれず、不精が続いており、いかんなと感じております。
皆様のお仲間に入れさせていただきたく、今後とも宜しくお願い致します。
横山之雄（Ｓ５４経）
神田の生まれで、塾では、深海ゼミ(国際経済）、剣友会・経済新人会（貿易研究部）、連合
三田会福引部会に所属ないし担当してきました。昭和５４年富士銀行入行、平成２０年日清食
品に入社いたしました。
今回、西東京三田会があることを知り参加したいと思って入会申し込みをさせて頂きました。
現在日清食品ホールディングスでＣＦＯを拝命しておりますが仕事で海外出張も多く全ての行
事に参加出来るかわかりませんが、慶應社中の一人として、皆さんとご一緒に活動できればと
思っております。これからよろしくお願い申し上げます。
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健 康 の ペ ー ジ

：

会員寄稿

加齢黄斑変性
中村

邦彦（H03 医 ）

先日 、iPS 細胞を開発したこ と で山 中 伸 弥教 授 が ノ ーベ ル 医学 生理 学 賞 を 受 賞し、
日本 中が 湧 きたった。
この iPS 細 胞を 利用した治療 に大きな期待がされているが、中でも加齢黄斑変 性の
治療 は早 期 に実現 する 可能性があるとされている 。網膜はカメラで言えば フィル ム
にあ たる部 分でありここで光や色 を感じる働きをしており、網膜中心部の黄斑は最
も重 要と な る。 網膜の 下には 網膜色素上皮細胞（ RPE 細胞 ）があり網膜を正常に 保
つ役 割を 担 ってい るが 、加齢 とともには RPE 細胞の機能が低下して網膜黄斑部に障
害が 生じ 見 えにくくなるのが 加齢黄斑変性であり 、欧米では成人の失明原因 の第 2
位、 日本で も、 社会の 高齢化と生活 の欧米化 により 近年著しく 増加しており 、失 明
原因 の第 4 位となっている。
iPS 細 胞か ら RPE 細胞を作製 して移植 する治療 が期待されているのだが 実用化 はま
だ 5 年以 上は先 であるとされている 。加齢黄斑変性 には、滲出型と萎縮型 があり、
日本 人で は 滲出型 が多 くこれは RPE の下 から 新しい 血管（新生血管）が生えてく る
のが 特徴で この 血管はもろくて透過性が 高いため 、破れて出血 したり、水分が滲み
だし たり し て網膜 が浮腫をおこし 急速に 悪化 する 。滲出型は新生血管を抑える抗 血
管内 皮増 殖 因子 （VEGF）製剤 の眼内注射で進行抑制 が可能であるが、治療開始が遅
れる と治 療 に抵抗 しやすい。よって 現時点では予防 と早期発見早期治療が重要と な
る。
加齢 黄斑 変 性の 原因は完全 には分かっていないが 、喫煙は、たくさんの研究 で 明ら
かに なっ て いる 確実な 危険因子である。 喫煙 は、 血液中にある 酸化ストレス を抑え
る物 質を 壊 すことが知 られているので、 すでに加齢黄斑変性を発症しているか発 症
して いな く ても 加齢黄斑変性の前段階所見、軟性 ドルーゼンのある人はすぐに禁 煙
した 方が よ い。 また太陽光のなかの 青色光によって 視細胞が酸化し傷むことが、黄
斑の 老化に 関係 するといわれており 、紫外線が強い 時期には 屋外 では 帽子をかぶり、
サン グラ スをかけた方 がよい。予防効果のある食品 としては、ビタミン A、C、E、
など の抗 酸 化ビタミン 、ルティン 、などのカロテノイド、亜鉛 などの抗酸化 ミネ ラ
ル、ω-3 多 価不飽和脂肪酸などが 知られている。すでに滲出型になりやすい前 段 階
所見 が黄 斑 にある 人では、 抗酸化 ビタミン、抗酸化 ミネラルからなるサプリメン ト
の服 用が 滲 出型 の発病予防に有用 だったというデータがある。
加齢 黄斑 変 性は 、中心 がかすむ、暗く見える、ゆがむといった 症状ではじまる 。他
の疾 患や 治 療を 必要としないものでも同様の症状 を生じる場合 もあるが、このよ う
な症 状が で たら 一度検査を 受けた 方がよい。現在 は光干渉断層計検査で極早期の も
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ので も診 断 が可能 となっている。また 症状がなくても眼底検査で加齢黄斑変性の前
段階 所見、軟性ドルーゼン が見 つかる 場合もあるので、50 歳以上では 1 年に 1 回 眼
底検 査を 受 けた 方がよい。
もし 滲出 型 加齢黄斑変性と 診断さ れた場合でも、抗 VEGF 製剤 の眼内注射 を 月 1 回
3 回 続け ることで 多 くの場合視力 を保つことができる 。まだ高価 な薬剤であるが 高
額療 養費 助 成制度 で自己負担額は 抑えられている 。

屋敷林と昔の暮らし
佐田一江（Ｓ33

文）

塾の 大 先輩 の 屋敷林 で民具展 が催されると知って、急遽三田会役員 に連絡 した と
こ ろ、 鈴 木会 長 、渡辺前会長 、 副会長の弘津氏と 樋口氏 、新会員 の北村礼子 さん が
駆け つけ て くださった 。
民具展示といろいろな地方の民家の模型が並び、林知子氏（群馬大学名誉教授）に
よる「保谷の民家と武蔵野の暮らし」の講演があった。この地域の方たちによる竹と
んぼ作りや縄を綯う実演、藍染めとどんぐり染めの体験、野点コーナーもあった。
屋 敷 林の 持 ち主、 高橋敬一氏 は、近年急速 に開発 された保谷駅北側 の 新道路 や荒
屋 敷 公 園（地下 は駐輪場 ） 等の 土地を市に寄贈され、西側の福祉会館 のあたりも そ
れ以 前に 手 放しておられる。
公 園に 続 く武蔵野 の面影 をとど めた 屋敷 林では、 毎朝近隣の 人々が集ま って中 国
体 操を 行 っており 、 野草を 楽しみ ながら手入れをする 仲間も集 い、沢山の 動植物 、
小鳥 、昆 虫とともに 皆の憩 いの場所と
なっ てい る。
高橋敬一氏は昭和１７年慶應義塾
法学 部政 治 学科 を卒業 され、翌年南方
軍 総 司 令 部 付 き で マレ ー 半 島 に 渡 り 、
戦後 ２年 し て帰国 された。銀行や他の
会社 の役 員 も引退 されたのち、９４歳
になられた今日もかくしゃくとして
屋敷 林の 管 理をしておられる。
ある 日、トルストイがお好きなので
すか と尋 ね てみると、
高橋邸で高橋さん中心に当会会員
６ 名を含 む慶 應義塾 関係者
「い や僕 は 老子 だよ」
「僕 は 運 が 良いんだ 。だから 運を大事 にしている 。だけど運に頼っちゃいけ ない
よ 」「 そ れ か ら 人の 話に良く耳 を 傾けるようにしているんだ」「福澤先生 の 学問 の す
す め を教 わったけど 、教わっただけじゃだめだよ、実行しなくちゃ 」と語 ってく だ
さっ た。 福 澤精神 が生 き続 けていることに感服してしまった。
春の 花 が 咲 きほこり 、竹林 に 筍が顔をのぞかせる 頃、この 屋敷林で三田会員 の親
睦の 集ま り ができたら 良いなと願 っている。
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さあ張り切るぞ
ゴルフ会(11.7)
高麗川カントリークラブ
稲門会の滝沢氏（後列左から
４番目）が優勝

連合三田会大会（10.21）
好天のもと
大勢の会員立ち寄り

ハイキング（9.16）
秩父に秋を求めて
萩寺にて

市内歴史散歩会（11.25）
青面金剛庚申塔前
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カラオケ会（12.8）

今年もＡＮＡ見学支援４回

ブルーベリー摘みの会
なんと総勢２１人
（8.8）

作品を前に（11.28）

麻雀冬場所
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年間賞も決定（12.2）

NishiTokyo Mitakai

地域社会活動
地域社会活動は、ANA 羽田整備工場見学支援、研究発表会「持続可能な社会のためのエネルギー
問題解決に向けて」
（NPO 法人 CEO 協議会）の後援、会員個人参加による保谷小での「昔の遊びの
伝承」などを実施しました。
時々話題に出ている「会員のノウハウ」を地域に活かせないかという課題に対応する手段とし
て「公民館市民企画事業」が使えないかと考えて、公民館での説明会に参加もしてみましたが、
この事業は「外部講師派遣補助」事業で、当面の我らの目論見（例：宮本会員や吉川会員への依
頼講座など）には合致しませんでしたので打ち切りにしています。
以下に主な事項ついて報告いたします。
西東京市立小学校５年生社会科見学の中で ANA 羽田整備工場見学支援は８年目を迎え、１１月
末現在、東伏見小、保谷第一小、東小の３校の生徒２１８名が見学し、芝久保小の生徒７２名が
１２月に参ります。昨年、活発な質疑が行われ、ANA 側も即答に困った点もあり、今年は予め質問
書を各校から提出いただき、ANA に提出し航空教室で回答を織り込んでお話いただいています。む
ろん教室内での質疑も行っております。また、社会科で自動車産業について学ぶことに対応し、
航空機関連産業についても学べるよう、中野秀夫氏に「航空機と民間航空の歴史」と「飛行機に
関する話あれこれ」を昨年執筆いただいたものを見直し、８月の実踏調査時に担任の先生方に手
渡し、生徒に事前にお話いただき、予備知識をもって見学してもらっています。
また、帰路に見学時に質問できなかった事項について車中で、支援者と質疑がなされました。
なお、確認を要する事項は ANA に問合せ最短で回答いただき伝達しております。まだ全校見学が
済んでいませんが、飛行機を設計してみたい子供達が多い傾向が見られます。

新鋭機Ｂ７８７を前に

エンジンの前で

工場見学では、昨秋就航の B７８７（機体の５０％が強化炭素センイの新型機）が工場内に入っ
ており、１１月の見学校は直ぐ傍で見学しました。帰路はレインボーブリッジを通るルートをと
るよう教育委員会からバス会社に依頼してもらい、スカイツリーと東京タワーと実際に対比して
見て、毎回大きな歓声が上がっています。
一方、研究発表会では、エネルギーに関連する事項を俯瞰した「知識地図」や「本質安全とリスク」
など、他分野で役立つ手法や考え方について知っていただく機会の提供が出来たと考えます。
中田 勳（S36 工）
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地域・社中交流
西東京三田会は、年度別ほか各種（登録のもの）で 870 余ある三田会（2011 年末）
のうち地域三田会に属し、
「地域」との関わりという点で、単に会員相互親睦・扶助
のほかに「地域社会に貢献」が会則第１条（目的）に明記されています。近隣三田
会や友好団体との連携を強め、この私たちが住む、あるいは勤務する街への恩返し
も常に意識していたいものです。
「連合三田会」
１０月２１日、日吉キャンパスにて「2012 年慶應連合三田会大会」が開催されま
した。西東京三田会も記念館前のテーブル席の一角に幟旗を立て、存在をアピール
しました。この日は天気も良く、年度三田会、クラブ三田会を始め地域三田会も場
所取りに苦労するほど盛況を極め、西東京三田会は調布三田会様の一角をお借りす
る形でようやく居を構えることができました。
西東京三田会席には三々五々会員が立ち寄り、終始賑やかな一日でした。
訪れた会員は、熊坂・鈴木・曽根原・高橋・立田・直井・樋口・弘津・町田・横
山（新入会員）
・渡辺(康生)ほかの各氏。東久留米三田会の佐藤・野崎・篠田各氏も
顔を出されました。
「西東京稲門会」
西東京稲門会秋季懇親会「バーベキュー・栗拾いの会」が９月２９日（土）都築
金次郎氏邸にて行われました。
当西東京三田会から佐田・渡辺・曽根原・鈴木・松本・石毛が参加いたしました。
当会でも類似のような会をもてないものかと考えています。
西東京稲門会のゴルフ会にもいつもお誘いいただき、１０月３１日の高坂ＣＣで
の定例ゴルフ会には当会から高梨・智田・小川・曽根原・鈴木の５名が参加いたし
ました。
来年１月１２日の西東京稲門会新年会のお誘いもいただいており、３名の会員が
参加させていただく予定です。
なお、西東京稲門会とは、相互に行う行事などにつき情報を会員に流し合う協力
をするようにしています。当会の写真・作品展情報を稲門会会員さんに流していた
だき、当会も東伏見芸術祭の情報を、メール受信可能者に限られましたが多くの会
員の皆さんに提供しました。
「東久留米三田会」
東久留米三田会会長の野崎様の農園では今年もブルーベリー摘み会を実施させて
いただきました（グラビアページ及び１４ページ参照）。
西東京三田会の弟のように誕生した東久留米三田会が 10 周年を迎え、５月 19 日
にその記念式典が行われ、当会から６人もが大挙して参列させていただいたことは
前号で佐田会員が記したところですが、記念行事はこれだけにとどまらず、市の後
援を得て東久留米三田会主催「慶應ワグネル男声合唱コンサート」が 11 月 25 日に
行われました。西東京三田会にもチケットを下さって、同日午前の第３回歴史散歩
会を終わらせてから、鈴木・佐田・中田・久住の４会員が駆けつけました。
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～～ 今というチャンスを大事に ～～
北村 礼子（Ｓ５３文）
この夏に西東京三田会からお誘いを頂き
ました時、実は私は主人の海外赴任先の三
田会に参加してみようと思い色々調べてい
ました。残念ながらそちらの活動があまり
無く諦めていましたら思いがけず一番身近
なところからお誘いを頂きました。知り合
いもおりませんし、どうしようと暫く考え
たのですが何かの御縁と思い勇気を振り絞
って入会させて頂きました。
普段の私はサッカーで言えばディフェン
ス。守りが主で自分から行動するのがちょ
っと（大分）苦手です。ただ最近になって
少し生き方を変えてみよう、
“今が一番大事、チャンスは何でも掴んでみよう、少し行動してみよ
う！”と思っていたところにこのお誘い。今までの自分でしたら次の機会にとか、少し様子を見
てからにしようとしていたと思います。そして多くのチャンスを逃していたに違いありません。
吉川さんのアトリエ・パネンカで皆さんと
私は右側前から２番目

実際に入会させて頂き西東京三田会の行事が多いことにびっくりしています。まず柳沢公民館
での写真・作品展、次に高橋様の屋敷林を訪問させて頂きました。五日市街道近くの我が家から
自転車で保谷駅まで北上したのは初めての経験でした。鈴木会長様他役員の皆様とお食事をしな
がら“西東京をどうしたら魅力的な所、人に来て頂ける所にできるか。こういう企画はどうか、
他に何かできないか”というとても熱心なお話を沢山伺わせて頂き感動致しました。女性会員の
佐田様との出会いも宝物です。
吉川様のアトリエでの粘土教室にはギリギリの申し出にも拘わらず久住様・吉川様に快く承諾
して頂きましたことを心から感謝しております。曽根原様のお言葉通り“小学校以来の粘土”で
した。下絵を描かれていた方、その場で考えながら作品の形がどんどん“進化“していく方。そ
れはそれは楽しいお教室でした。吉川先生に見守られ、とても温かく素敵な御奥様との会話。本
当に素晴らしい時間でした。アトリエ・パネンカはおとぎの国のような、絵本の世界のような不
思議な、魅力的な空間です。多くの方に是非見て頂きたいと思いました。
これからも沢山の会がありますがちょっとした勇気を出して参加してみると世界が広がる気が
致します。何でもそうですが後でやろう、明日やろうではなく、今やろう！という意識を持って
行動すると新しい発見があったり物事がどんどん進むのではないでしょうか。私もまだまだです
が、これからも今というチャンスを大事にさせて頂きたいと思います。
［注］
：北村様は本年の新入会員ですが、すでに各種活動に参加くださっており、新入会員紹介コ
ーナーでなく編集部からお願いして、こちらに一文をお寄せいただきました。
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三田会を心身充実の場に利用しましょう
今号では、定着して、年間賞まで設けて盛会裏に進められている麻雀の会のほか、既成
サークルとは違った活動である人形づくりへの挑戦、屋敷林民具展見学への参集など三田
会の同好の士による新たな親睦の「場」の形成が注目されます。
地域社会活動および以下の諸クラブ活動の様子は８、９ページのグラビアのページにま
とめましたので、併せてご覧ください。

ゴ ル フ 会
平成 24 年 11 月７日（水）に埼玉県日高市の高麗川カントリーにおいて、第 19 回西東京
三田会ゴルフ会を開催しました。
参加者は西東京三田会から 10 名、西東京稲門会から５名の合計 15 名のコンペとなりました。
当日は天候に恵まれ、
（ 10 回連続
晴れ）素 晴らし いゴ ルフ日 和とな
りました。
成績です が、優 勝は 稲門会 の滝沢
さん、準 優勝も 稲門 会の紅 一点柴
田さん、 三位は 三田 会の中 野さん
が入賞されました。

順位
優勝
準優勝
３位
４位
５位

氏名
滝沢 功
柴田 巴
中野 秀夫
原 洋一
増本 靖典

所属
稲門会
稲門会
三田会
三田会
稲門会
弘津

GR
90
100
112
120
108

H.C
11
16
24
30
17

力（Ｓ36

NET
79
84
88
90
91
政）

グ ル メ 会
１０月２９日（月）17 時から西武柳沢駅北口の「たけざわ」にて写真・作品展の前夜祭
を兼ねて本年第２回を開催しました。
料理は鳥の水炊きで、鳥は名古屋コーチンを仕入れてもらい、絶品の甘みとコクを参加
者全員で堪能しました。
なんだかんだ言っても鳥はコーチン、値段も高いが食べたあとの満足感が違う。また食
べたいなー。
鳥の水炊きコース：4000 円、 酒の飲み放題：2000 円 でした。
参加者は、伊勢、宇賀神、亀山、曾根原、高梨、直井、中田、中野、原（護）、弘津、
松本、渡辺（康生）、鈴木の当会会員と木村西東京稲門会会員の 14 名でした。
鈴木條吉（Ｓ44 政）

カラオケの会
本年は６月１９日（火）に、例年通り田無駅北口、スカイビル 3F にあるスナック「ペア
ー」で実施しました。この日はあいにく強力な台風が関東地方を襲い、鈴木会長とも中止
を検討しましたが、せっかくの機会だからと強行しました。雨の中を１１名が頑張って参
加し、歌声を張り上げました。まさに「雨にも負けず」の盛り上がりでした。１２月は趣
向を変え、８日（土）に田無駅南口、イングビル地下のカラオケ「でんえん」にて開催し
ました。初参加の会員も加わり、１２名が参加されました。
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久住眞太郎（Ｓ41

工）
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麻 雀 の 会
本年２月に立ち上げた「麻雀の会」は、年間に５回開催できました。麻雀は頭と身体を使い適度な刺激が
あり、老化防止には良いゲームと言われています。そのせいか常連の皆様は、ますます若返って（？）おら
れます。全体では２５名の会員が参加され、毎回 3～4 卓を囲んできました。会場は田無「総持寺」のそば
の「雀荘ピーマン」です。
当日３回の対戦成績を合計し、総合点数で順位を決め、飛び賞を含む数々の賞品獲得を目指します。本年
の打ち納めは 12 月２日（日）に「冬場所」が実施され、高梨会員が優勝されました。特別賞として年間合
計点数がＴＯＰの光山会員が年間最優秀賞を勝ち取られました。来年も同様に開催いたしますので、参加ご
希望の方は幹事までご連絡ください。

久住眞太郎（Ｓ41 工）
、亀山仁史（Ｈ08 経）

人 形 つ く り
木彫りやテラコッタによるかわいい妖精が沢山飾られたアトリエ、吉川会員が作品を常設展示する「アト
リエ・パネンカ」は、国立市の一橋大学キャンパスのそばにあります。愛らしい人形と、柔らかい色調の絵
画は、当会の「写真・作品展」にも展示されましたので、ご覧になった方も多いかと思います。そのアトリ
エの中で、吉川先生の指導を受けながら粘土で人形を作ろうという会を有志で実施しました。11 月の 21、
28 日の２回コースで、粘土いじりは小学校以来のことだと、参加した７名は大はしゃぎでした。それぞれ
当初のイメージとは若干違った人形になってしまいましたが、何とか仕上げることができました。粘土は乾
燥させ、素焼きをするとオレンジ色の地肌になるそうで、年明けにアトリエで再会するのを皆楽しみにして
います。とても楽しい経験でしたので、来年も吉川先生にお願いしたいと思っております。ご関心の方は幹
事までご連絡ください。

久住眞太郎（Ｓ41 工）
、鈴木條吉（Ｓ44 政）

ブルーベリー摘みの会
小平、東久留米地区にはブルーベリーの農園が多くみられます。アントシアニンを多く含み、目に良いと
注目されている果実です。
東久留米三田会会長としてご活躍の野崎陽一さんが経営されるブルーベリー農園
に昨年に続き今年もお邪魔しました。８月８日（水）の午後に、
３組の家族連れを含む２１名が参加し、
とても賑やかな会となり
ました。今年は春から夏にかけて気温が低かったので、やや完熟
が遅れているとのことでしたが、
たわわに実った新鮮なブルーベ
リーはとても甘く、思い思いに試食しながら、籠に摘んで大量の
お土産を持ち帰ることができました。
暑い中 1 時間程度の収穫作
業の後、
一同で野崎さん宅の木陰でテーブルを囲んで飲んだビー
ル、清涼飲料の味は格別でした。広いお庭の巨木の間を吹き抜け
る風がとても涼しく感じられました。
野崎さんが用意された採り
たてのミョウガに味噌をつけて食べたのもおいしかったですね。 来年も８月上旬を楽しみにしたいと思い
ます。

久住眞太郎（Ｓ41 工）
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ハ イ キ ン グ 会
2012 年は 2 月に吉野梅郷、 4 月に蜂城山、 9 月に秩父野上の七草寺と花散歩を主に歩きまし
た。本号では秩父に秋を求めて歩いたハイキングについて報告いたします。
行動日 ： 平成２４年９月１６日(日)
天候： くもり 一時小雨
集 合 ： 所沢駅飯能方面行ホーム前方 7 時 50 分
費 用 ：秩父フリーきっぷ２０００ 円（ひばりが丘起点）

コース

： 所沢 7:58＝西武秩父 9:08…秩父神社…秩父 10:05＝長瀞＝野上 10:30/10:43…洞昌寺 11:15（ 昼食）
12::00…多宝寺 12:40/13:00…高砂橋…法善寺 13:10/13:30…金石水管橋…真性寺 14::00/14:15…(北
桜通り)…かわも 14:50/15:50…長瀞 15:53＝お花畑 16:17…西武秩父 16:25＝所沢 17:30（解散）

参加者（６名）： 佐田一江 鈴木條吉 原 洋一 熊坂夫妻 中田 勳
記
： 西武秩父での身支度に時間が掛かり、お花畑で乗遅れ、電車待ちを兼ね秩父
神社にお参りし、甚五郎の彫り物を観賞し一駅先の、秩父駅
から長瀞を経て野上に着いた。ストレッチの後、小高い丘に
ある萩の洞昌院を訪ねる。萩は紅白咲き乱れ最盛時であった。
狭い境内で昼食をとった後、坂を下り桔梗の多宝寺を参詣し,
荒川の川下りを見ながら高砂橋を渡り、枝垂桜で有名な法善
寺を訪れる。寺の藤袴はわずかであった。再び荒川を渡り、
オミナエシの真性寺に参り、寺の方々と談笑した。この寺の
オトコエシの群生が見事であった。今回の花旅では、萩寺へ
の途中でのびのび大きく育った芙蓉が花と葉の色彩バランスがよく強く印象に残った。最
後に、手打蕎麦と豆腐の美味しい「かわも」に立寄り一息入れて山歩きを終えた。
▲

▲▲

今後の予定

今後は来年 2 月宝登山、４月真鶴半島を予定しております。気候の状況

で若干変動があります。
登録いただいた方々に都度ご案内いたします。未登録の方は事務局にお申込ください
中田

勳（Ｓ36 工）

歴 史 散 歩 会
前号で第２回「上保谷四軒寺を歩く」の実績を紹介しました。
第３回は縄文遺跡や戦争遺跡をたどるべく市東南部を歩く計画でしたが、6 月 17 日、9
月 23 日と続いて２回雨天中止となり、このコースは後に回すことにしました。
第３回は「西東京南部を歩く」のタイトルのもと、11 月 25 日、ようやく好天のもと実
施でき、いくつかの庚申塔など石仏・石造物の見学、玉川上水縁散策、阿波洲神社見学な
どをしました。石神井川も往復で渡りましたが、玉川上水は尾根筋を選んで掘削された飲
み水用水、石神井川は悪水堀など起点の自然川と全然性質が違います。田無用水、そのま
た分水の田柄川は玉川上水を源泉としています。
参加者は、佐田・中田・鈴木・高橋・久住・宮本・樋口の７名。庚申塔に必ずある青面
金剛（しょうめんこんごう）の三猿を足元に配置している形や、道教の影響による三尸（さ
んし）の虫の話にむしろみなさん興味があったようでありました。
樋口 明朗（Ｓ43 経）
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NishiTokyo Mitakai

（一輪の薔薇）坂口光治

（チェコの河童）吉川

潔

（真珠の首飾り

フェルメール

の習作）久住真太郎

え、チェコにもカッパが・・・？
～

第９回西東京三田会写真・作品展開催 ～

恒例の西東京三田会写真・作品展も今年で９回目を迎え、例年通り西武新宿線西武柳沢駅
前の柳沢公民館ロビーで､１０月３１日（水）から１１月４日（日）まで５日間にわたって行
われた。
今年は参加者１４名 出品点数５４点で、絵画・写真・版画の他に陶彩・水墨画が加わり、
一層見ている人の関心を集め、楽しませる催しだった。またこれも恒例のＡＮＡ羽田メンテ
ナンスセンター見学の模様を撮影したものも出展した。
特に吉川さんの陶彩『チェコのカッパ』は、開催当初から『へえ、チェコにもカッパがい
るの､あの帽子の下はお皿かしら？』と早くも人だかりが出来るほどだった。今年の特徴とし
ては､北海道を扱った写真が多く、花に彩られた丘や勇壮な滝などが印象的で､毎年参加され
る稲門会の田島さんが､今年も富士山を撮影したものを出品した。この他風景画・人物画も人
目を引き、版画・水墨画も足を止めた人がいた。
一方でマレーシアの国立回教寺院の､神々の像の写真が出展されたが､『回教は偶像崇拝を
極端に忌み嫌うので､神々の像が建てられることはあり得ない』という感想を述べた人がいた。
撮影者はこれが疑問で撮影したのだが、観光会社もそれを承知でパンフレットで紹介したの
だから、致し方ないと思うが､それだけ熱心に見ている人もいるというのが印象的だった。
直井徹也（Ｓ30 経）

（こちらでございます ）大平

一

（四季彩 の丘）村田高明

（ロビー風景）

編集後記
今年度第２号をお届けします。半年分の内容が主となりますので、本紙前号以降の活動実績につき、少し詳し
く掲載できました。新入会員の方もそれぞれ個性ある記事をお寄せいただき有難く思っております。新年２０日
の新年会におきましては、できるだけ多くの会員およびご家族の方の参加をお願いいたします。原稿をお寄せく
ださった方々、どうもありがとうございました。
編集委員：直井徹也、中田勲、渡辺康生、曽根原良仁、宇賀神一雄、佐田一江、久住眞太郎、高橋信一、樋口明朗
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