
 
 
   
 

 
      
 
 
 

 

会員相互親睦、地域協力、 

そして被災地支援も 

 
西東京三田会会長 鈴木條吉 

 

 
 西東京三田会の皆様、今年も早や暮れようとしています。 
 私も、会長職を引き受けさせて頂き２年が過ぎようとしており、振り返ってみますと、新たな
活動としては、東久留米三田会野崎会長農園でのブルーベリー摘み、高橋先輩屋敷林での竹の子
堀り、吉川会員指導によるテラコッタ素焼き人形造り、有志（ボランティア）による東日本大震
災被害地への訪問と各種支援、物産購入活動等を進めてまいりました。 
東日本大震災に関しては、あれから２年９ｹ月が過ぎ、陸前高田では、流された松原を復活さ

せようと、残された松ぼっくりを苗床に植え、それが育ち始めたそうです。青い松原に戻るには
どれほどの年月と努力が必要なのか、想像を絶するものがあるでしょう。しかし人はその思いと
意思によって不可能を可能にすることが出来ると信じています。 

このたび、１１月１７・１８両日に有志５名で気仙沼、南三陸町、大船渡、陸前高田の様子を
見て回りましたが、復興が遅々として進んでいないと感じました。その中でも、陸前高田の主婦
らが立ち上がり、『りくカフェ』という喫茶店・集会所を設立しておられました。被災者どうし
や、ボランティアの人々、また毎年近所で合宿する慶應藤沢キャンパスのアカペラクラブの面々、
石巻他地域三田会の方々も利用しておられる。われわれの突然の訪問も、５人の主婦（女神）に
大歓迎されました。これからも被災地を元気づけるよう、できる限りの支援をしていきたいと思
いました。 

最後に、西東京三田会の皆様には時節柄風邪などひかれませぬよう、お身体ご注意頂き、また
ご家庭に幸多かれとお祈り申し上げます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

気仙沼の夜明

け 

魚市場に入る“さんま船” ８人を助けた欅の木   

  

気仙沼の夜明け 

お母ちゃんが作った“りくカフェの女神”たち 

 

魚市場に入る“さんま船” 

 

８人を助けた欅の木 
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平成２６年西東京三田会新年会のご案内 

 

 西東京三田会平成 2６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。アトラクションは、当会会員の皆

川雅紀さんの娘さん、みながわちかこさんのＤＵＯです。 

当日は、会場前で、「ＮＰＯ法人陸前高田市支

援連絡協議会」の方に東北物産の販売をしていた

だきますので、有志の方はご協力よろしくお願い

します。 
 

日時  平成 26年 1月 26日（日）13時～15時 

会場  西東京市民会館「松」の間（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 上図（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１０日までに返信いただけますようお願い

いたします。 

 

 

 

 

              会員の入退会（２０１３年７～１２月） 

  入会 

 

光藤 祐基氏 （Ｈ１４理工、Ｈ１６院） 

光藤亜衣子氏 （Ｈ１７政） 
  

 

  退会 
 
  矢嶋 大右氏  （ご逝去） 
         （７月３０日、９４歳） 

 

 
  前回（ニュースレター１１号、７月１日付）９３名 →→ 現在 ９４名 

 

 前号では、３人の入会（復帰含む）と７人の退会をお伝えしましたが、今対象期間中の異動

は上記のお三方でした。 

 矢嶋氏は昭和１６年経卒という最長老でした。ご冥福をお祈りいたします。 

 光藤さんご夫妻は、添田理事の後輩の方が亜衣子氏に当会のことをお話しされ、添田理事を

通じて当事務局に連絡があり入会していただきました。 

 ４・５ページに両氏の記事を掲載しています。 

会員の動向 
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◆２０１３年７月～１２月西東京三田会の主な行事・出来事◆ 
 

 会員および会員家族・知人による親睦・相互扶助などの活動は会の大きな目的です。そうし

た会内諸サークルの活動が活発に行われました。 
 

 地域社会へ事業としての市内小学生社会科見学支援も引き続き行われました。 
 

 大きな社会活動の一環として、東北被災地支援にも有志が参加しました。 
 

 月 日      件                     名   備     考 

 ７．０１ ニュースレター第１１号発行      １６ページ  

７．０７ ワークショップ「素焼きの人形を作ろう」会 ９名参加 

７．１３ 麻雀の会 夏場所  雀荘Ｐジャン 優勝 直井元会長 １２名参加 

７．１３ カラオケの会 「でんえん」 １３名参加 

７．２１ 第 2回役員会 ｲﾝｸﾞﾋﾞﾙ  １９名出席 

８．１０ 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 ２９名参加（会員家族含む） 

９．２２ 第３回役員会  ｺｰﾙ田無Ａ会議室 １７名出席 

９．２８ 西東京稲門会秋季懇親会 いこいの森公園 に参加 ３名参加 

９．２９ 歴史散歩会 市東南部  ６名参加 

10．０６ 麻雀の会 秋場所  雀荘Ｐジャン 優勝高梨顧問 １２名参加 

10．０８ ＡＮＡ支援  柳沢小学校 支援者４名 

10．１７ ＡＮＡ支援  谷戸小学校   支援者６名 

10．２０ 連合三田会大会に参加 ５名＋α 

10．２５ 西東京稲門会ゴルフ大会に参加 5名参加 

10．３１ ＡＮＡ見学支援 谷戸第二小  支援者６名 

11．０３ 第４回役員会 田無庁舎第 2会議室 １７名出席 

11．０６ ゴルフ会 久邇ｶﾝﾄﾘｰ 稲門会増本氏優勝 １７名参加 

11．１７ 
～1１．１８ 

有志 ２回目の東北被災地訪問 ５名（会員家族含む） 

11．２２ ＡＮＡ見学支援 東小  支援者４名 

11．２６ グルメ会   「たけざわ」   すき焼き １５名参加 

11．２６ 
～12．０１ 写真・作品展   柳沢公民館ロビー 合計５４点の作品展示 １４名出展 

12．０８ 麻雀の会 冬場所   雀荘Ｐジャン 優勝曽根原副会長 １６名参加 

12．０８ カラオケ 「でんえん」 １０名参加 

 12．末 ニュースレター１２（１月１日付）発行、配布  
 

２ 

０ 

１ 

３ 

年 

度 
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光藤祐基（Ｈ１４理工、Ｈ１６院） 
 

1978 年 12 月 04 日千葉県千葉市生まれの西東京２年生の光藤です。西東京市には妻の実家

があったことなどから引っ越してまいりました。引っ越した当時は千葉とは全く違う、なんと

いいますか、朗らかな雰囲気にとても驚き、今では会社から早く帰ってきたいと思える大好き

な街となっています。 

小学校の時は野球、中学高校はバスケット部に所属し、完全な体育会系でしたが膝を大けが

して引退。慶應義塾大学理工学部入学と同時にバンドサークルに所属し、ベースやボーカルを

担当しました。ディスコミュージックやソウルミュージックなどに傾倒し、ステージで着てい

た派手な衣装は、後輩たちにすべてプレゼントしましたが、後輩たちがそれらを身に着けてい

るのを一度も見たことがありません。どこに行ったのでしょう…。 

 研究室では音楽音響を専門とし、盲人用自動作曲システムなどを開発。大学院卒業後ソニー

に就職した後は、引き続き音楽音響を研究し、2012 年にはパリの国立音楽音響研究所へ一年

間留学しました。パリでは妻の激しい散財に頭を抱えながら、一年間日本人がほとんどいない

職場で過ごし、フランス人

をはじめ、ドイツ人、イタ

リア人、トルコ人などの同

僚と深い交流ができたこと

は一生の宝物です。 

 帰国してからはせっかく

覚えたフランス語を忘れな

いように、西武線の中でブ

ツブツと参考書を呼びなが

ら通勤し、周囲から気持ち

悪がられる生活を送ってい

ます。 

まだまだ西東京を知らず、

未開の地がたくさんあるので、三田会に参加させていただき、もっともっと西東京を味わい尽

くしたいと思っております。 

 

光藤亜衣子（Ｈ１７政） 
 

幼稚園生の時から田無に住んでいる田無っ子、０５年法学部政治学科卒の光藤亜衣子と申し

ます。 

大学時代は中国政治を専攻。４年間バンドサークルの活動に明け暮れ、三田祭のステージの
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上で歌った思い出は今でも鮮明です。今でも山手線で田町駅を通過するたびちょっと気恥ず

かしいような嬉しいような不思議な気持ちになります。 

卒業後、ＡＭラジオ局文化放送に入社、営業部で経験した「週５宴会」や「裸芸」の洗礼の

おかげでたいていの宴会を楽しく過ごす術を知りました。 

その後異動した報道部では警視庁・東京地裁担当記者として、毎日レポートを行いました。

たまたまバラバラ殺人事件が多く発生し、裁判で散々グロテスクな写真を目の当たりに。おか

げでたいていの刑事ドラマで驚くことはなくなりました。 

その後制作部へ移動し「高田純次・河合美智子の東京パラダイス」などの担当ディレクター・

プロデューサーを務めました。高田純次さんの隣で過ごした時間のおかげで、たいていの大人

の男性の言葉を過信することが無くなりました。 

29 歳の時、大学サークルの先輩と結婚し、ほぼ同時に夫のフランスへ留学が決まり、それ

に帯同するため会社を辞め、一年間パリで生活することとなりました。ソルボンヌ大学でフラ

ンス文化や映画などを学び、アソシエーション「ノアゼット」を設立するなど充実した時間を

経験し、去年帰国しました。 

現在は田無に戻りのんびり過ごす傍ら、ノアゼットとしてパリのアーティストのアイテムを

紹介するイベントを行い、これからパリ情報フリーペーパーを発行する予定です。日本全国と

パリ９０か所で配布が決定しています。これを軌道に乗せ、西東京エリアでも知っていただけ

るようにしたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

  「連合三田会」 

１０月２０日、日吉キャンパスにて「2013年慶應連合三田会大会」が開催されました。終日

止むことなく降り続いた大雨で、西東京三田会の幟旗を立てることもできませんでした。前

日立てたかと思われる各種三田会の幟旗の周りに人けは全くみられませんでした。 

事後情報も含めて確認できた出席会員は、鈴木・渡辺(康生)・添田・川満・中野・樋口の６

氏という寂しい結果に終わりました。 

 

  「西東京稲門会」 

西東京稲門会秋季懇親会は、憩いの森公園でバーベキューの会として９月２８日に行われま

した。当西東京三田会から佐田・鈴木・樋口の各氏が参加いたしました。 

 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２５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。 
 
「東久留米三田会」 

 東久留米三田会会長の野崎様の農園で、今年もブルーベリー摘み会を実施いたしました。 

（関連写真、記事は１０及び１２ページ参照）

地域・社中交流 
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地域社会活動としては、2013 年の活動は、2 月初旬に保谷小学校での社会科単元「変わっ

てきた人々のくらし」の支援（空襲、学童疎開、金属供出後の学校生活やくらしの工夫などの

お話会）、５月末に本質安全に則った「スマートコミュニティへの再生可能エネルギー導入」

研究発表会後援を行いました。 

そして、秋には恒例となったＡＮＡ羽田メンテナンスセンター見学支援（以下「ＡＮＡ見学」

という）を実施しました。ＡＮＡ見学の見学学童は８年で延２１００名（表３）を超えました。 

 

 

 

Ａ Ｎ Ａ 見 学  
 

西東京市立小学生に、特別にパイロットとキャビンアテンダント（ＣＡ）が実務の時間を割

いてお話くださる航空教室と申込の多い工場見学日程確保にＡＮＡの多大な協力をいただい

ていることと当三田会員の支援の賜物です。 

本年の見学校と参加者並びに当会の支援者は表１のとおりです。なお、支援を申し出いただ

いた会員の中から見学日に参加可能な方々を調整させていただいた結果です。 

航空教室では、各校活発な質問が

あり、いずれも時間切れでした。質

問事項は生徒から質問を三田会に

直接提出してもらい、整理して予め

講師に渡しました。なかでもパイロ

ットの方は文書で丁寧に返事をく

ださっていたのですが、上述のよう

な状況でした。なお、整備士への質

問は直接回答をもらえなかったの

で、当会を通じて回答しました。こ

れらの背景には、事前に配布した中

野秀夫氏執筆の「航空機と民間航空

の歴史」と「飛行機に関する話あれ

これ」を担任から話していただき、生徒の質問事項を見て不足と思われる学校には、予め助言

を行ったことも役立ったと考えます。帰路はレインボーブリッジを通り、スカイツリーと東京

タワー、東京オリンピック建設予定地を見るようルート設定をしてもらいました。

地域社会活動 
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将来の希望職種を表２にまとめました。設計者希望の多い一因は車中で近未来の飛行機図解

の解説と飛行機製造過程をＤＶＤで見たことがあると考えます。パイロット希望はＴＶ番組

「Miss パイロット」の影響があるかもしれませんが、女子から活発な質問がありました。総

じて、CＡ以外の職種にも女子の希望があるのが目立ちました。 

この「ＡＮＡ見学」は将来きっと役立つと考えます、ご支援ありがとうございました。 

 

表 1:  ２０１３年 見学校一覧 

見学日 小学校名 ｸﾗｽ数 生徒数 教職員 三田会 合 計 支援者 (敬称略) 

１０月 ８日（火） 柳沢小 ２ ５２ ４ ４ ６０ 坂口，曽根原，中野，中田 

１０月１７日（木） 谷戸小 ３ ８５ ６ ６ ９７ 大平，坂口，佐田，直井，中野，中田 

１０月３１日(木) 谷戸二小 ３ ８６ ６ ６ ９８ 熊坂，高梨，中野，中田，樋口，渡辺(康) 

１１月２２日(金) 東 小 ２ ５２ ６ ４ ６２ 北村，熊坂，中野，中田 

注： 教職員数６名にはカメラマンまたは車椅子介助者を含む 
 

表２  ２０１３年 航空関係に将来従事してみたい生徒の数 

 柳沢小 谷戸小 谷戸二小 東小 合計 

パイロット ６ １１ １９ ３ ３９ 

C A ３ ７ ２８ ８ ４６ 

整  備  士 ６ １１ １２ １ ３０ 

設  計  者 １２ ３１ １３ ２０ ７６ 
 
表３ ANA機体メンテナンス工場見学と航空教室の実施実績 

年 度 見 学 校 名 見学児童数 

2006年度 保谷第二小，東小 137名 

2007年度 柳沢小，東小，谷戸小，本町小 282名 

2008年度 柳沢小，保谷第一小，保谷小，保谷第二小 297名 

2009年度 柳沢小，保谷第二小，本町小，谷戸小 273名 

2010年度 栄小， 本町小， 谷戸小， 碧山小 283名 

2011年度 保谷第一小，保谷小，本町小，谷戸小 278名 

2012年度 東伏見小，保谷第一小，東小，芝久保小 299名 

2013年度 柳沢小， 谷戸小， 谷戸二小， 東小 274名 

合計 2123名 

 

 

 

 

 
 

（S３６工 中田 勲） 

 

 

ひっきりなしの離着陸も見学 

 

入館証 

 

飛行機のでき方やＣＡの仕事もしっかり勉強 

 

写真はＣＡのエプロン制服を試着、先生も参加 
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気 仙 沼 訪 問 記  
 

 １１月１７日から１８日まで、鈴木会長、高梨元会長、曽根原理事に私と私の息子、計５名で気仙沼

市、南三陸町、陸前高田市などを訪問して来ました。東京では震災当時を伝える出版物が目立たな

くなっています。現地の現状を知るだけでなく、写真・映像や文字記録を保存する所で、当時の情景

を絶えず見直すことも必要だと感じました。ガレキの撤去が完了して、雑草が茂るにまかされた原野

を見ても、ここに沢山の人々が生活していたという現実感はなかなか沸きません。体験しないと分か

らないことがあります。現地では、何をしてくれとは言わないが、忘れないでほしいと何度も言われま

した。 

 マイクロバスで運転手さんの説明と案内で各地を回りました。昼食は二階建て仮設店舗の食堂街

「気仙沼紫市場」で取りました。全国からの寄せ書きや色紙が飾ってありました。漁船の撤去は完了し、

そこここでパワーシャベルが整地を進めていますが、新しい建築計画は進んでいないようです。気仙

沼の南の大谷海水浴場には背後に高さ１５ｍの崖がありましたが、津波はそれを乗り越えて住宅を襲

いました。慰霊碑に同姓の名前が多く刻まれていました。

津波に遭って一時高台に移っても、暫らくすると被害を忘

れて低い土地に戻るようになる問題と、景観を壊す堤防よ

り、テトラポッドを規則正しく並べる方が地元の再生にどん

なにか役立つかしれないとも言われました。 

 南三陸町は全体がゼロメートル地帯化し、海水が入り込

んでいました。海岸から５ｋｍの奥まで全ての人家が流され

た中にあって、鉄骨のみ残る防災センターで焼香しました。

道路は復活しつつあります。「三陸海岸道」という復興道路

の工事もあちこちで進んでいますが、津波で線路の基礎

が流されたり、橋が崩落したりした第三セクターの「気仙沼

線」は寸断状態が放置されています。道路と鉄道ではお金

の出所が違うことを実感しました。 

翌朝気仙沼漁協組合長でもある「気仙沼三田会」の佐藤会長の案内で見学した魚市場にはマグロ

やメカジキ、サメが並んでいました。サンマ、そして今年最高の豊漁だったサケの水揚げが印象的で

した。沈下した市場は嵩上げして使えるようになりましたが、多数の加工工場は流されて、再建が進

んでいないそうです。打ち揚げられた漁船は海に戻され、操業自体は８割方復活しているとのこと。

「唐桑の牡蠣」は食べられませんでしたが、前夜のお寿司屋さんで新鮮な刺身をいっぱい頂きました。

「メカジキ」は絶品でした。 

二日目に荒涼とした大地が広がる陸前高田市に行きました。各所に嵩上げの土が盛り上げられて

いますが、人家や商店はほとんど見られず、建物の残骸が点在していました。山側の無事だった住

宅地にボランティア的に立ち上げられた「陸（りく）カフェ」の女性たちが元気でした。「奇跡の一本松」

では、根こそぎ持って行かれた７万本の松林を復活させる計画があるそうです。 

俳優の滝田 栄さんがお地蔵様を彫刻して今年完成した「気仙沼みちびき地蔵堂」にお参りして、

被災された方々の霊に手を合わせた後、市内のみやげ物センターで海産物を購入して今回の訪問

を終えました。 

（S４７工 高橋信一） 
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  三田会を心身充実の場に利用しましょう 

 

西東京三田会の目的は会則にあるとおり、相互親睦であり、地域社会への貢献です。一人で

はできない趣味・勉強・スポーツ・社会活動・……、志を同じくする会員によるたくさんの活

動グループが、継続的に、あるいはその都度にできています。 

社会活動の「ＡＮＡ社会科見学支援」、「東北被災地支援」、また、塾及び周辺の友好団体（東

久留米三田会と西東京稲門会等）との往来などではその都度の会員組み合わせであることが多

いのですが、親睦に関するグループは、消長もありますが、継続性が高くなります。 

現在、ゴルフ・麻雀・カラオケ・ハイキング・写真と作品の展示・市内歴史散歩・ブルーベ

リー摘み・グルメ等が定例的に活動をしており、かつてはダンス・五行歌・囲碁、・……いろ

いろあったようです。今年は、高橋家での懇親会やテラコッタづくりなどの新しい試行も行い

ました。 

諸活動の寸描写真（グラビアページも）や記事を掲載します。なお、写真・作品展に関して

は、最終ページに特集いたしました。 

 

    ゴ ル フ 会 
 

１１月６日の当会第２１回ゴ

ルフ会は、前後の日が悪天候にも

かかわらず、この日が、絶好の好

天下で実施されました。 

久邇カントリークラブにて、５

人の西東京稲門会員を加え、総勢

１７名で、優勝は稲門会の増本靖典さん。当会では実力通り智田秀穂さん、齋藤恵美子さん

が準優勝、３位と上位に名を連ねました。しかし優勝は、第１９回から３回連続で稲門会員

です。当三田会員の一層の奮起が望まれます。 

      歴 史 散 歩 会 
９月２９日、２回も雨天中止になっていた、縄文遺跡や戦争遺跡をたどって市南東部を歩く

計画がようやく実現しました。 

西武柳沢駅に９時半に集合して、富士街道と深大寺道の交差点にある六角地蔵石幢、青梅街

道と所沢街道の分かれ道にあった柳沢庚申塔、東伏見氷川神社内の榛名大権現石造物群などの

市指定文化財を廻るとともに、先の大戦中のわずかの期間、中島飛行機製作所から谷戸の中島

金属田無製造所（現住友重機）までの引込線のあった西武線ガード、青梅街道南側から石神井

川まで６～７本素掘りの大防空壕があったという石神井川沿いなどをポイントとして歩き、想

いを急に縄文時代にタイムスリップさせて下野谷遺跡公園を廻りました。 

参加者は、佐田・中田・高橋・弘津・曽根原・樋口の６氏でした。 

順位 氏 名 所属 ＧＲ ＨＣ NET 

優 勝 増 本 靖 典 稲門会 104 28.8 75.2 

準優勝 智 田 秀 穂 三田会 91 15.6 75.4 

３ 位 齊藤恵美子 三田会 101 25.2 75.8 

４ 位 植 松 隆 吉 稲門会 105 27.6 77.4 

５ 位 田野倉克郎 三田会 110 32.4 77.6 
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ブルーベリー摘み会 

   総勢 ２９人 

熟れてたわわなブルーベリー 

いっぱい獲れたよ 

麻雀  秋場所 

  優勝 高梨さん 

麻雀 冬場所 優勝 曽根原さん 

 年間優勝 高梨さん  光山先生 ９０歳のお祝い 

麻雀の余韻を繋げてカラオケ大会 
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グラビア１ 

 

 

ブルーベリー全体写真や写真・作品展の作品写真を 

クローズアップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グルメ会 たけざわ（←↓） 

 

写真・作品展搬入日 

市内歴史散歩 

 下野谷遺跡公園（←）・六角地蔵石幢（↓） 

ゴルフ会 

 
まさに日本晴れ 
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ブルーベリー摘みの会 

 

 

 東久留米三田会会長、野崎さんが経営・栽培されている｢ブルーベリー農園｣にお邪魔して、

完熟し、たわわに実ったブルーベリーを摘んでお土産にする会は、平成 23 年の 8 月に始めて

から三年目を迎えた。 

第一回は 9名の有志で始め、第二回目は会員全体に呼びかけ家族連れを含めて２１名の参加

を得、本年の第三回目は会員１８名、ご家族１１名(内お子様４名)の２９名が参加され、 

とてもにぎやかな会となった。 

 なんといっても新鮮で美味しく無農薬で大粒のブルーベリーを試食しながら、自由に摘める

事が魅力で、我々三田会のために他の来場者を入れずに一画を確保していただいた野崎さんに

は感謝申し上げたい。 
 

 野崎さんの農園で摘んだ品種には、【ティフブルー】という大粒で味と香りの良いものと、

【ラビットアイ】というやや小粒だが甘く色の濃いものとがあった。生で食べてもジャムにしても美

味しく、冷凍すれば半年以上保存できる。多くの方が２－３ｋｇをお土産にされたが、中には１０kｇ以

上収穫されたご家族もあった。 

今回は、佐田さん、熊坂さんはじめ「女子会」の皆様に《夕涼み会》でのおつまみを用意頂き、男性

会員には会場準備、計量、後片付けのご協力を頂きました。幹事として御礼申し上げます。真夏の暑

い中で汗をかきながらブルーベリーを摘んだあとのビール、ジュースは格別でした。 
 

また来年も計画したいと思いますので、奮ってご参加ください。 

野崎さんより「ブルーベリーの栽培」に関してご寄稿いただきましたので、ご覧ください。 

（幹事：S41工 久住眞太郎） 

 

【特別寄稿―当農園主で東久留米三田会会長の野崎様】 
 

「ブルーベリーの栽培」 
 

ブルーベリーの果実は水と太陽の恵みと言われています。ブルーベリーは高さ 1～2ｍのツ

ツジ科の小果樹です。紫色の果実はアントシアニンやポリフェノールを多く含み、目にも体に

も良いといわれ人気があります。野崎の奈良山（果樹）園では、千本以上の木を育てています。 

 秋から冬にかけて紅葉後の枝を剪定し、根元に堆肥を施します。春は白い花を見ながら雑草

をとり、適宜硫安を施肥します。初夏は防鳥網をかけ、毛虫や害虫の卵を取り除きます。いよ

いよ 7 月から 9 月迄、熟した果実を一つずつ摘み取ります。完熟果は生食やジャム、お菓子作

りの材料としておいしく楽しむことができます。 

 ブルーベリーの木を庭や菜園の隅に二本植えておくと三年後にはジャムをたくさん作るこ

とができます。酸性土壌を好むので化成肥料とたっぷりの水で簡単に良く育ちます。ご連絡下

されば苗を差し上げます。 

野崎陽一（℡ 042-472-3809 サンパーク(株)） 
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      グ ル メ 会 
 

 平成２５年度は２度の会を持ちました。 

 １度目の６月２９日（土）は、柳沢北口通り沿いの“グリルジレート”でビーフステーキを、

ワインとパンでたべました。１４名の出席で、気仙沼からのみやげを、アミダクジで分けまし

た。予定よりビールを飲む方が多く、少し赤字かと思いましたが、石毛さんが、「当選おめで

とう」の声に、余分に払って下さったので収まりました。 

 ２度目の１１月２６日（土）は、柳沢北口線路沿いの“たけざわ” ですき焼きでした。当

日は写真・作品展搬入の日で、午後６時半の開始が早いくらいでしたが、稲門会の田島さんも

参加して下さり、１５名の出席で楽しげに過ごしてくださいました。会長の鈴木さんは、２度

の気仙沼行きで要領を得たのか、新鮮な魚４種のさしみを差し入れてくれました。筆者は日本

酒を１本持参して年度末の行事を自分で決め、さしみとすき焼きに舌つづみを打ちました。気

仙沼より取寄せたみやげは定番ですが小さな手助けと思い、続けて行きたいと思っています。

日本酒も気仙沼から取り寄せたいのですが、１本でも「にほん酒」と行くでしょうか。 

（Ｓ３８薬 長谷川美紀子） 

 

カラオケの会 
 

｢カラオケ｣は 1970 年代に日本人による発明とされ、”Karaoke”として海外でも普及している。以前

より放送業界では生演奏に代わるものとして、伴奏のみを録音したテープ、レコードを用いた｢空オー

ケストラ｣が活用されており、これが語源のようである。 

マイク付ジュークボックスが現れ個人が歌って楽しめる伴奏用音源として、8 トラックテープ、コンパ

クトカセット、レーザーディスク、VHD、ビデオ CD、DVD等の変革があり、設備も 1980年代後半には

専用のカラオケボックスが巷にあふれた。近年はブロードバンドの発達により通信カラオケが主流と

なっているのは、ご承知の通りである。 

さて、当三田会の｢カラオケの集い｣は前幹事の中野さんの記録によれば、平成 17 年から 20 年ま

では年一回 12月に開催、それ以降は 6月、12月の年 2回開催となり、会場も｢こころ｣、「くれない｣、

｢ペアー｣と変遷が有った。計 10回の延べ参加人数は 144名に上っている。 

24年6月(第11回)に幹事が交代し、その12月からは会場をイングビル地下の「でんえん」に移し、

「麻雀の会」と同じ日の夜に開催することになった。楽しいことで一日を充実させようとの試みで、両方

の行事に参加される方には体力的な負担が掛かるが毎回６－7 名が麻雀の激戦を乗り越え参加され

ている。 

25年度は 2月、7月、12月と 3回の開催となり、第 15回は 12月 8日に 18時半から 10名の参加

で始まった。麻雀で初優勝された曽根原さん、今年お元気に 90 歳を迎えられた光山さんを囲み、和

気あいあいと歌と酒に酔いしれた。この席でも【宝くじ】が配られたので、「カラオケの会」に賞金が寄

付されることを期待したい。 

新しい方、女性の方の参加をお待ちしています。 

（幹事：Ｓ41工 久住眞太郎 、H8経 亀山仁史 ）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%AB%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%AB%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/VHD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AACD
http://ja.wikipedia.org/wiki/DVD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E6%8E%A5%E7%B6%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%82%AA%E3%82%B1
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麻 雀 の 会 
 

２０１３年度の「麻雀の会」は、２月の「初場所」(第 6回)、4月の｢春場所｣、7月の｢夏場所｣、10月の

｢秋場所｣を経て、12月 8日の「冬場所」(第 10回)で千秋楽/打ち納めとなった。大相撲より一場所少

ないが、新聞・テレビで相撲の話題が出ると、当三田会麻雀の会のメンバーは腕が・指先がウズウズ

されているのではないかと想像している。常連のメンバーは 2４、5 名程存在しているが、全員は都合

が付かず通常３卓から４卓での対戦となっている。 

会場である雀荘「P 雀」の店員にも親切にしてもらえており、爺さん(＋女性も一人)達が多少騒がし

くしても多めに見てもらっている。本年よりルールを改訂し、若干インフレ化し、上がりやすく高得点が

狙えるようにし、開催時間を１時間延長し１８時までとしたので、対戦時間が一局６０分間から８０分間

となり、役作りをじっくり楽しめるようになったと思う。 

12月 8日の「冬場所」では曽根原さんが初優勝を飾られた。今回は通常の賞品とは別に参加者全

員に【年末ジャンボ“5 億円”宝くじ】がプレゼントされた。高額当選者は賞金の一割を「麻雀の会」へ

寄付することになっている。（番号は控えてあるので、自主的に名乗り出ていただけると思う！？） 

また、1年間の成績を合算して｢年間最優秀賞｣と「年間BB賞」が用意されていて、昨年は光山さん、

曽根原さんが獲得されたが、今年は高梨さんが白星を重ね 231 点で最有力候補となられ、久住が

166 点で追っていた。果たして冬場所千秋楽で 30 点差まで追い上げたが力及ばず、高梨さんが年

間最優秀賞を栗原さんが年間 BB賞を獲得された。 

無事に 5 場所を開催できたのは皆様のご協力のお陰と幹事一同、感謝申し上げます。楽しく卓を

囲んでいますので、まだ参加されていない方もお気軽に参加されることを期待しています。 

 （幹事：S41工 久住眞太郎 、H8経 亀山仁史） 
 

 

ハイキングの会 
 

２０１３年は 2 月に宝登山、６月に真鶴半島ハイキングを実施した後、御岳山のレンゲショウマと宿

坊での会食、紅葉と絵画鑑賞は雨にたたられ実施できませんでした。来年はローカル線、歴史遺産、

秩父の桜、初夏の花と会席、紅葉見物、イノシシ鍋などをキーワードに天候次第ですが実施予定で

す。ご参加をお待ちしております。 

（S３６工 中田 勲） 

 

 

 

         私の健康法について 

Ｓ２２医 光山哲夫 

大正１２年１０月１９日、関東大震災の年に東京芝済生会病院で出生したといわれ、最近丁

度９０才になりました｡何か特別な健康法があるかどうかということで、執筆依頼がありまし

たので、纏めてみました。
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 約９年前８１才にならんとする１０月上旬のある宴会の食事中に、途中で料理が食べられな

くなってしまいました。 それ以来食欲が出ず、どんどんやせて、身長１８１ｃｍで体重６５

ｋｇあったのが、約２ヶ月で５２ｋｇまでに落ちました。 

 家内に１０年前に先立たれ一人暮らしだったので、長男の嫁や妹たちが交互に来て、食事の

世話をしてくれました。 

 痛くも、かゆくもなく、段々と体力が落ちて行きますが、何処の病院に、何科にいったらよ

いか思い当たらず困っておりました所、正月明けに新聞の広告で『病気にならない生き方』と

言う題名の本が出ました。 

 新谷弘実先生という方で、現在もそうですが米国のアインシュタイン医科大学の外科部長を

されて居て、同大学に３０才頃から留学し研究をしている内に、内視鏡下で、大腸ポリープや

癌を日本のオリンパス会社の協力の下で切除する方法を開発して一躍有名になり、米国で３０

年間に３０万人以上の方を診察・治療をして来て、未だに死亡診断書を一回も書いた事がない

というのが自慢でした。上記の本は日本でミリオンセラーになりました。 

 しかも上記の頃１～２月に日本に来て、半蔵門病院（月、水、金曜）と赤坂の前田外科病院

（火、木、土）で予約制で診察しているのがわかりましたので、さっそく前田先生（４年後輩）

に頼んで、キャンセルがたまたまあり１月２３日に検査を受け、朝９時半から全身麻酔をかけ

られ、胃カメラ、大腸の内視検査を受け、１１時半麻酔からさめ、１２時に先生の所に行きま

した所、悪性のものはないと思われますので、新谷先生がすすめる食事療法と高濃度酸素水（３

０％）一日に１０００ｃｃ～１５００ｃｃを飲んで下さいとのことで、実行しました｡副食と

しては大豆系（納豆、豆乳、とうふ）と、しらすぼし、じゃこ、果物、野菜などが全てでした。 

 それでも出来る範囲の診察をしながらでしたが、４ヶ月後体重がふえて５６ｋｇとなり希望

が出て来ました。 

 ともかく５３ｋｇの体重ですと風呂から上がって鏡にうつるアバラ骨だらけの自分を見て、

俺ももう駄目なんだなあと何度も思いました｡夕方にあまり身体がつかれた時は知り合いの院

長に頼んで、車で病院に行き何回も点滴を受けました。 

 同年の６月下旬近くのコンビニで、少し有名な方がつくった特別な豚のしょうが焼きを食べ

て、こんなにうまいものがあるんだということを思い出します。 

 それからは有機食品専門の店がある高田馬場、少し遠く東下北沢等に買い出しに出かけたり、

食事を専門に作ってくれる方を頼んで、２年位で体重が６０ｋｇまで戻りました｡ 肉類も、

１５％位までならとのことで楽しんでおります。 

 現在自分の健康に関して注意している点は、 

① ねる前にくみ置の水を出来るだけ使用すること、東京の水は塩素を混入しているのが良

くない。 

② 食事は私は昼、夜の２食主義ですが少なくとも一回は玄米を７分つきした米飯を食べる

こと。 

③ 白砂糖は３分の１位に控えている、代わりに黒糖、ラカン果等を併用する様にしている。 

④ 丁度３年になりますけれど、草刈民代バレリーナさんが出したＤＶＤの体操があり、週

５～６回は毎日２０分位テレビを前に行っています。 

⑤ 最近は一日１ｋｍは歩く様にして居ります。 

（以 上） 
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  連載    健 康 の ペ ー ジ     
 

肺炎球菌ワクチン 

中村 邦彦（H03 医） 

 

寒い時期となり、インフルエンザ流行に備えてワクチン接種をしなければと思われた方も少

なくないでしょう。インフルエンザワクチンの接種はもちろん推奨されるものですが、65歳

以上の方の場合はもうひとつ別のワクチン接種を考慮していただきたいものがあり、それは肺

炎球菌ワクチンです。 

肺炎は風邪をこじらせてなるようなイメージがありますが、実際は様々な要因で免疫力が低

下したとき細菌やウィルスが肺に入り込み感染をおこすものです。肺炎は日本人の死因の第 3

位で侮れないものであり、肺炎による死亡者の 96.5%が 65歳以上ということで高齢者では大

きな問題です。特に糖尿病、慢性心疾患、慢性肺疾患がある方では肺炎の危険性は 3～6倍高

くなります。肺炎を予防するには、うがい、手洗い、また歯磨きなどをおろそかにせず口腔内

をつねに清潔にしておくことも大切です。そしてワクチン接種も有効な方法のひとつです。細

菌による感染症は抗生物質により治療しますが、近年は抗生物質が効かない薬剤耐性菌が増え

ている問題があり、ワクチンによりあらかじめ予防することがより大切になってきています。

肺炎の起炎菌は様々なものがありますが肺炎球菌が全体の 28%を占めており、そこで肺炎球菌

ワクチンの接種が重要となってきます。高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチンは現在、23価

肺炎球菌多糖体ワクチンが使用されています。肺炎球菌は 90種類以上の型がありますが、こ

のワクチンは肺炎球菌の 23種類の型に対して免疫をつけることができ、これによって成人の

肺炎球菌による感染症の 80%以上がカバーできます。ちなみに 9歳以下の小児を対象とした 7

価肺炎球菌結合型ワクチンもありますが、これは免疫が未熟な乳幼児では、成人用のワクチン

では必要な免疫反応を引き起こすことができないためです。インフルエンザワクチンでは毎年

受ける必要がありますが、肺炎球菌ワクチンでは 1回の接種で 5年間抗体価は持続するので接

種は 5年間隔であり、間違って短期間に接種するとかえって副作用が生じる可能性があります。

また肺炎予防の観点ではインフルエンザワクチンの接種も勧められます。これはインフルエン

ザに感染することによって免疫状態が低下し、肺炎の起炎菌に感染しやすくなることによりま

す。実際にインフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンを併用することで高齢者での肺炎罹患

率を 60%近く減少することができたと報告されています。 

西東京市においては 65歳以上であれば市役所保険課に申し込み接種券を受け取り指定医療

機関で接種を行えば、肺炎球菌ワクチン接種費 8,000円のうち 3,000円が公費負担となり自己

負担金 5,000円で受けることができます。 
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はり・きゅうの治療って何ですか? 

（Ｓ４７商 金子幸甚） 

 ニュースレターご担当の直井様からお話があり、私の現職である医療関係のことについて何

か書くようにとのことでしたので、もともと筆不精の私ですが一般の方にはあまりおなじみが

ないと思われる「はり・きゅうの治療」の一端をご紹介したいと思います。 

 

私の治療院に来られる患者さんは腰痛、ひざ痛、肩痛などの痛みを訴える方が３割程度、肩

こり、眼精疲労などのつらさ、重さなどを訴える方が３割程度、そのほかのリウマチ、顔面麻

痺、痙攣、花粉症、耳鳴り、アトピー性皮膚炎などの慢性病などの方が２割程度、健康維持の

ため月に２～３回程度、定期的に永年通って来られる方が２割程度いらっしゃいます。 

私が治療で一番大切にしているのは「本治法（ほんちほう）」と呼ばれるもので、患者さん

の脈を診て（両手首の脈を左右同時に３本の指で診て、その強さや早さ、深さなどを比較して

総合的に患者さんの身体全体のバランスの偏りを診断します。そしてその診断に対応した経穴

（ツボ）に鍼を打つのですが、その鍼は注射針や縫い針と違って大変細いもので、髪の毛程度

の太さで打たれても全く感じないことが多いほどです。鍼を打った後治療がうまくいったかど

うかまた脈を診て確認します。うまくいっていれば脈が予想通りの変化をしています。わたく

しの場合は付随的に横になった患者さんの足の長さのズレも確認するのですが、鍼を打った後

はそのズレもなくなっていることが多いものです。ここまでが治療のメインとなるところで、

診断から終わるまでほぼ１０分程度です。こうして身体全体のバランスを整えると、患者さん

自身がお持ちの自然治癒力が高まり、つらい症状が回復に向かうきっかけができるのです。 

この本治法が終わった後、患者さんそれぞれの症状に合わせて鍼とお灸をします。お灸につ

いても皆さんはとても熱いのではないか、火傷の痕がつくのではないかと心配されると思いま

すが、わたくしが使っているお灸は知熱灸（ちねつきゅう）と言って、親指の先くらいの大き

さのもぐさを経穴において先端に火をつけます。しばらくは何にも感じませんがだんだん肌の

近くに燃えてくるにつれて温かさを感じてきます。その時に患者さんに合図をしてもらい、そ

の時点でもぐさを取り払います。患者さんが熱を感じたら取るお灸という意味で知熱灸という

名前が付いているのです。したがって火傷の痕が残る心配は全くありません。また鍼を打ち、

その頭のところにもぐさをつけてお灸をすることもあります。灸頭鍼と言います。肌から３セ

ンチほど離れたところでもぐさが燃えるので、輻射熱がほんわり伝わりとても気持ちのよいも

のです。以上がはり・きゅうの治療の流れですが、場合によってはその後５～１０分ほど横に

なって休んでいただき、治療が終わります。 

化学薬品や血液検査、ＭＲＩなどの無い数千年以上前から行われているはり・きゅうの治療

ですが、それだけに治療の最大の武器は患者さん自身の自然治癒力です。その治癒力が発揮で

きないでいて、症状がだんだん悪くなる悪循環を起こしている状態を、鍼やお灸を使った経穴

への刺激で上向きの循環が始まるようにきっかけを与えてあげようというのが「はり・きゅう

の治療」なのです。 
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ハーモニーに魅せられて 
佐田一江（Ｓ33 文） 

 二つ以上の音を同時に鳴らすとハーモニーが生まれる。それらの音が共鳴すれば協和音にな

り、ぶつかりあうと不協和音となる。 

 ピアノは１オクターブの音を数学的に 12 等分し、いかなる音から始まる音階も同じに聞こ

えるように作られた楽器である。（平均律。）これは純粋に音響学的に得られる音（純正律）と

は異なるため、その協和音の響きには、少し濁っているものもある。 

 コーラスで他のパートを気づかいながら美しく響き合った時の感動は、一度味わった者には

忘れがたいものがある。中学．高校時代からその美しさを知った私は、大学時代にも当然のよ

うにコーラスを続けることにした。 

 慶大のワグネル男声コーラスとオーケストラは 1901 年（明治 34 年）に誕生し、アマチュ

アとしては日本初の音楽団体であった。戦後に女子も入学が許可され、女声コーラスは 1950

年（昭和 25 年）に、共学の大学では初の試みとして結成された。当時は大講堂もまだガレキ

のままで練習場が無く、ピアノもない普通教室で練習した。男声コーラスの先輩が指導してく

ださり､音叉でラの音を響かせて、各パートの出だしの音を確かめ、歌い始めた。幸い私が入

部した 1954 年頃から急に部員が増え始め、合唱専門の指揮者をお迎えし、演奏旅行も出来る

ようになったが、相変わらずピアノの無い普通教室で練習し、伴奏が必要な時は音楽室を借り

歩いた。しかし今から思うと、ピアノに頼らない練習をしていたお陰で、和音を良く聴き合い、

美しいハーモニーを創り出す力が育ったのかもしれない。 

 ワグネルの男声コーラスから生まれた“ダークダックス”は、日本初のカルテットとして半

世紀にわたって活躍してきたが、四人が創り出し、みんなの心に響かせたハーモニーは、まさ

に長年にわたって培われてきたものではないかと思われる。二年前に他界なさったテナーのパ

クさんを追悼した文章の中で、バスのゾウさんはハーモニーについて次のように表現している。

「純正律でハモッた音の魂は、四人の真ん中に浮かび上がった大きなシャボン玉のように､虹

色に輝いてたたずんでいる。」（クラブ・ニュース・ワグネリアン 108 号） 

 子育て、夫の介護が終わってから、私は再びワグネルＯＧの練習に毎週足を運ぶようになっ

た。大学卒業以来ずっと歌いつづけている方もおり、100 人近い部員が集まっている。今、来

春の定期演奏会に向かって、金子みすずの詩に小林秀雄が作曲した“水と影”の練習に励んで

いる。 

 

チェコと人形劇  
吉川 潔（Ｓ４６経） 

私と人形との出会いは４０数年前に遡る。学生だった私の個展に訪れた絵本の編集者が、博

報堂の創業７５周年記念に設立予定の財団の活動に誘ってくれた。その２年後私はチェコのプ

ラハで人形に囲まれていた。人形劇留学(ＤＡＭＵ・芸大演劇学部人形劇科)の２年間は得難い

貴重な経験だった。帰国後は人形劇の仕事をメインに絵本やデザインなどコマーシャルベース

の仕事に明け暮れていた。最近は自分の作品製作にシフトし個展などで作品を発表している。

その後チェコへは何度か訪問しているが、一昨年久々に大阪芸大の学生達といっしょに訪れた。



                                                                 News Letter 2014.1 .1  

19 

 

以下の文章はその時に学生達に渡した資料の導入部分。 

 

人形の街プラハへようこそ！  でも・・チェコはなぜ人形劇が盛んなの？ 

少しでもチェコの歴史を知り、その中でいかにチェコの人形劇が生き延び、民衆の中で大き

く育っていったかを考え、肌で感じましょう！ 

さて皆さん。チェコの地図を見ましたか？日本とチェコは地理的条件が間逆です。チェコに

は海がありません。日本は・・海だらけ。 チェコを囲む国々（ドイツ・オーストリー・ハン

ガリー・ロシア・ポーランド）は、その時々の強国として小国を飲み込んできたのです。（※

スロバキア分離後、ハンガリー・ロシアとは国境を接していない。） 

我々日本は島国であるという立地条件にも助けられ、過去の歴史のなかで他国に蹂躙された

り、自国語を使えなくなったり、芸術文化を奪われるような経験をしていません。たいした努

力をせずとも守られてきた文化です。ですから、自国の文化を軽く見てしまう傾向にあります。

その一方、チェコはどうだったでしょう？ 

今日の自由で観光客があふれ活気ある国に至るまでの歴

史は、度重なる列国の侵略・統治の繰り返しでした。自国

の言葉・芸術文化を命がけで守ってきたチェコの民衆の底

力は我々日本人にはなかなか理解し難いものです。そのチ

ェコの歴史のなかで人形劇が果たしてきた役割は大きなも

のがあります。他国の統治の下、自国語を使えなくなった

状況でも、人形劇の中だけはチェコ語を脈々と伝え、民衆

の不満を代弁してきた歴史があります。今日まで人形劇が

大事にされてきた所以でもあります。 

 

それでは市庁舎の天文時計を７００年逆回しします。 

★繁栄の１４世紀  １３世紀にバーツラフ１世によっ

て築かれたボヘミア国はカレル１世（後の神聖ローマ皇帝

カール４世）のボヘミア王としての統治下繁栄を極め、プ

ラハが最も輝いた一時代を彩る。プラハ城・カレル橋など

旧市街地の基礎はこの時代に始まる。中央ヨーロッパ最古のカレル大学（現プラハ大学）も創

設されまさにヨーロッパのハートと称される高度な文化を抱えた都市を形成していた。 

★チェコ民族・文化の衰退  

１６２０年｢白山（ビーラー・ホラ）の戦い｣でチェコはカトリック派のハプスブルグ家によっ

て独立を奪われ、反宗教改革とドイツ化を強要されていった。チェコ人自身がチェコ語とチェ

コの風習を軽蔑し、急激にチェコ語と文化を没落させることになった。 

                                 〔以 下 略〕 
 

編集後記 
 今回はいただいた原稿をできるだけ尊重して、文字や表現については最低限の修正に留めるようにし

ました。表題の後または文章の最後に氏名がないものは、編集部まとめです。ご多忙の中、原稿執筆い

ただきました方々に厚く御礼申し上げます。 

 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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 写真・作品展  

本年の写真展は 10 回目となる記念展でした。 

会場は11/27～12/1昨年同様柳沢公民館1Fロビーをお借

りし、参加者 14 名（内 稲門会 2 名）で内容は写真 10 名。 

油彩、ボタニカルアート（草･花･木等の写実画）・墨絵 2 名。

工芸（木彫･陶彫）1 名・書 1 名と作品のバラエティーも広

がった。 

 

壁面約 10Mに絵画、工芸、大判写真、

書、挨拶文等を 11 点展示、6 尺パネル 6 枚の両面に 32 枚の写真・墨筆画 3 枚、2

枚の片面に【地域社会活動】の：《全日空羽田機体整備工場について》5 枚と《東北

被災地訪問内容》の 5 枚 計 56 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 日間ご覧いただいた。 

 

 

10年前田無の喫茶店《カルディ》さん 

の壁面をお借りして産声を上げた第 1 回

写真展も参加者も増え絵画工芸 

など分野も幅広くなりました 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

津波で陸上に流された[第十八共徳丸] 
 

「ＡＮＡの写真」をみていた

小学生が（嬉しそうに）

「僕、ＡＮＡの見学に行

ったよ」どこの小学校？

「谷戸小５年生」（一寸

得意げに）言っていた。 

稲
門
会
会
長
・金
子
正
男
さ
ん
も
出
品 

60歳代の女性から『もし購入できる

なら 2点ほどあるのですが無理です

か？』と、中田さんの【龍昇る】（不動

滝の荘厳な白煙を上げる水量と白

靄のかかったような神秘的な画像）

ともう一点を指したが、受付にいた

担当者は『自分のものでしたら会終

了後お渡しできますが、販売はして

おりませんので・・。』と申し上げる

と、大変残念そうに後ろ髪を引かれ

るように帰られた。 

龍昇る・中田さん 

《左 2枚 高千穂峡》村田さん《 右 新伊勢神宮》弘津さん 

《助六》 伊勢さん 《ｲﾚｰﾇ嬢》久住さん 

【東日本大震災関係のコーナー】 

           の１景 

 

【ＡＮＡ機体整備工場見学コーナー】 

         の１景 

（幹事：S39文 大平一 、S55経 坂口光治） 


