
 

 
 

  
 

 

  

     

 
 

新会員獲得で若き血を！！ 
楽しいサークル活動、 
そして被災地支援を  
 

 
    西東京三田会会長  

高橋信一 

 

去る 5 月 25 日の総会で選任されました工学部昭和 47 年卒業の高橋信一です。鈴木條吉前

会長が進められてきた各種新サークル活動の定着とさらなる充実を目指して、皆様といっし

ょに西東京三田会を発展させたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。 
昨年、鈴木前会長のお骨折りで実現した東北被災地訪問と気仙沼三田会関係者との交流に

は、私も参加させていただきました。ニュースレター12 号にも書きましたが、とても復興と

は言えない現状に何か出来ることがないかと常々考えるようになりました。総会懇親会や新

年会だけでなく、西東京三田会の皆様には現地の特産品の購入協力を日頃お願いしている所

であります。今回の懇親会のアトラクションは慶應義塾の卒業生を中心としたアカペラのグ

ループ「りくラッツ」にお願いしましたが、陸前高田の「りくカフェ」でのボランティア活

動を知ったことが切っ掛けで来ていただきました。これを機会に「りくラッツ」の現地支援

の活動にも西東京三田会としてご協力したいと考えています。具体的なことが決まりました

ら、ご案内を差し上げますので、ご協力をお願い致します。 
  

さて、私が会長になって取り組まなければならない喫緊の課題は新入会員の獲得です。当

三田会は田無・保谷三田会発足の時点から数えても 20 年になりました。近年会員数の減少

と高齢化が目立って来ています。若返りと会員増強が急務と考えまして、小平在住の方々を

含めて 1000 名近くの方に入会のご案内を差し上げることとして、先日役員総出で発送作業

を行いました。いずれは一般会員の皆様にもお声掛けをお願いするかもしれません。その節

はよろしくお願いします。 
ブルーベリー摘みや竹の子掘り、人形作りなど女性や家族の方にも楽しんでいただけるメ

ニューも充実して来ましたサークル活動や市内小学生の ANA 羽田整備工場見学支援に積極

的な参加をお願いします。そのために 2 年前からメールによる「西東京三田会通信」を配信

していますが、広報活動の強化としてインターネットのさらなる利用を検討したいと考えて

おります。会員外の一般の方々への西東京三田会の活動の理解の助けにもなるかと存じます。

皆様のお知恵もお借りしたいと思います。重ねてよろしくお願い申し上げます。 
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 西東京三田会平成26年度定例総会は、平成26年5 月25日（日）午前11時より、西東京市民

会館3階第5会議室を会場に、宮本敬一氏の司会で開催された。出席会員数は32名であった。開

会に先立ち、この一年にご逝去された会員（矢嶋大右氏、中澤良彦氏、湯川武氏）のご冥福を祈

り全員で黙祷した。第Ⅰ部総会の後、会場を同会館5階多目的室「松」に移し、第Ⅱ部懇親会が

行われた。 

第Ⅰ部 総会（11:00～12:20） 

 総会は、樋口会長代行挨拶に続き、長谷川美紀子氏を議長に、大内俊氏を書記に選任し、5議

案の審議が総会資料に基づき進められた。 

 審議議案並びに結果は以下の通りであった。（詳細は総会資料参照） 

 第1号議案 平成25年度事業報告   樋口事務局担当説明・・・・・・・・・・ 承認 

 第2号議案 平成25年度収支決算報告 樋口会計担当説明、坂口監事監査報告・・ 承認 

 第3号議案 役員改選         樋口会長代行説明・・・・・・・・・・・ 承認 

 第4号議案 平成26年度事業計画   高橋新会長説明・・・・・・・・・・・・ 承認 

 第5号議案 平成26年度予算     樋口事務局担当説明・・・・・・・・・・ 承認 

 

 第4号議案審議の際、当会の情報広報体制に関し、また新入会員増強に関し質問が出されたが、

前者に関しては、若い会員の意見を反映させ検討を進める旨、後者に関しては、目標である20名

の増員に向け会全体で取り組む旨説明を受け承認された。また第5号議案に関し、備考欄の表記

方法につき、予算比ではなく前年度実績比での表記にすべきである旨、また次期繰越金の表記を

求められ、参考意見とさせて頂く旨説明がなされ承認された。 

 総ての審議終了後、新任会長、並びに4名の副会長(重任2名、新任2名)、そして新任理事5
名（2名欠席）の紹介がなされた。                 

大内 俊（S57経（院）） 
 
第Ⅱ部 懇親会（12：４0～14：20） 
 懇親会は、久住副会長の司会、高橋新会長の挨拶で始められた。西東京稲門会の金子会長と古

賀副幹事長、東久留米三田会から野崎会長と金田副会長にご出席いただき、塾員センターの北村

課長が塾の状況報告をされた。会員の参加は38名（総会だけの会員5名）で、盛会裏に行われた。 
 
  ◆◆◆  2014年1月～ 6月の西東京三田会の主な行事・出来事 
   月 日      件           名  備  考 

1.11 東久留米三田会新年会に参加  鈴木会長・高橋   

1.12 西東京稲門会新年会に参加 鈴木会長・中野   

1.19 25年度第5回役員会 イングビル第2会議室 16名出席 

1.26 新年会開催（来賓5名，会員35名、会員家族1名）  合計41名出席 

2.02 麻雀の会 初場所  雀荘「Ｐ雀」   18名参加 

2.07 ANAへの御礼と新年度のお願い 鈴木会長・高梨・中田   

3.02 25年度第6回役員会 田無庁舎第202会議室 15名出席 

  

3.24 西東京市教育委員会・教育指導課 ANA見学打合せ 中田  

平成２６年西東京三田会総会開催 

２ 

０ 

１ 

３ 

年 

度 
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 アトラクションには、3.11 後に塾のアカ

ペラサークル KOE の OB・OG を中心に結

成された「りくラッツ」のメンバー6 人の演

奏があり、若い歌声、ハーモニーに聞き惚

れた。陸前高田の「りくカフェ」を中心と

して支援活動を行っている。尚、今回も三

陸関連の産品を購入し、東北応援をしよう 

というコーナーが設けられた。 

          久住眞太郎（S4１工） 
 

 
  月 日     件              名 備 考 

4.11 東久留米三田会ゴルフ会 3 名参加 

4.13 麻雀の会 春場所 雀荘「Ｐ雀」 13 名参加

4.13 カラオケの会 7 名参加 

4.19 平成 26 年度第 1 回役員会開催 田無庁舎第 203 会議室 10 名出席 

4.26 東久留米三田会総会後の講演会・懇親会参加  樋口・大内   

5.04 「竹の子堀りを楽しむ会」 西東京三田会ﾚﾃﾞｨｰｽが企画実施 総計 33 名

5.11 平成 26 年度第 2 回役員会 田無庁舎第 202 会議室 14 名出席

5.15 連合三田会大会 大会券配布会出席 三田キャンパス 樋口   

5.21 西東京稲門会ゴルフ会に参加 高梨・曽根原・鈴木・大平   

5.25 2014 年度（平成 26 年度）定期総会・懇親会 西東京市民会館 （別掲） 

6.01 平成 26 年度第 3 回役員会 イングビル第１会議室 18 名出席

  

6.01 西東京稲門会総会・講演会・懇親会 東伏見 STEP22 高橋会長・樋口   

２ 

０ 

１ 

４ 

年 

度 
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平成26 年の新年会が盛大に行なわれました。 

=======================================================◇◇◇ 

去る1月26日（日）13時～15時 西東京市民会館「松」に於いて、西東京稲門会から金子

会長、竹島・小嶋両副会長と東久留米三田会から野崎会長、田島幹事長の計 5 名の来賓、会員

家族１名を含めて総勢41名が参加して和やかに新年会が開催されました。 
今回は、東日本大震災被災地の陸前高田から東勲、阿部廣宣両氏が、海産物やお酒その他を

持ってお出でになりました。「東北を忘れないで」の呼びかけに応えた参加者の協力金は流出し

た松並木の再生に使われるとのこと。 
鈴木條吉会長の「午」年の飛躍と東北支援の継続を期す年頭の挨拶に続いて、大先輩昭和 22

年卒光山哲夫さんの発声で乾杯して開会しました。 
 

アトラクションは昭和 49 年卒皆川雅紀さんのお嬢さんのみ

ながわちかこさんに、三木れいこさんが加わったキーボードと

ヴァイオリンのミニ・コンサートで、やさしい調べに会場一同

堪能しました。 
議員の方たちの自己紹介と、ゴルフ、マージャン、カラオケ、

グルメ、ハイキング、歴史散歩、人形作り、写真・作品展など

各クラブの活動紹介が代わる代わる賑やかに行われる内、あっ

という間に2時間が過ぎました。 
昭和46年卒宮本敬一さんの音頭により、「若き血」と「紺碧

の空」で応援歌・エールの交換後、昭和30 年卒直井哲也さんの挨拶で散会としましたが、その

後も東北支援コーナーは賑わっていました。 
高橋信一（S47工） 
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                会員の入退会（2014 年 1 月～6 月） 
  
  入会 

小川 秀則氏 14 年 1 月 （S57 商） 
  
 

  退会 

  戸出 好彦氏 （自己都合） 

  中澤 良彦氏 （ご逝去） 

  湯川  武氏 （ご逝去） 
 
  前回（ニュースレター12 号、1 月 1 日付）94 名 →→ 現在 92 名 

  
         

 

新年度から新たに役員に加わっていただいた方々に抱負を語ってもらいました。 

 

今年度から会の運営のお手伝いをすることになりました。私は 5 年前に入会しま

した。この 5 年の間に会で企画して頂いたハイキング会、麻雀会、ゴルフ会など数

多くの行事に参加致しました。行事に参加する都度、「幹事さんの皆さんがそれぞれ

に工夫を凝らした企画を考え、参加者が心から楽しめる雰囲気づくりを心掛けてい

る」ことを実感しています。そのお蔭で入会時から直ぐに皆さんと打ち解けること

が出来て、楽しく行事に参加しています。私自身も、昨年からゴルフ会の幹事を仰

せつかっていますので、ゴルフ会の幹事役を通じて、これまで諸先輩方が築き上げ

た打ち解け易い雰囲気づくりや皆様が心から楽しんでもらえるような企画・運営を

心掛けていきたと思っていますので、何卒宜しくお願いします。原 洋一（S46 法） 
 

鈴木前会長と同じパレットクラブに所属していた私は、クラブの OB 会の折西東

京三田会に誘いを受けました。小平市には三田会がないので 6 年前からこちらの会

に参加しています。今まで経験してきたことが少しでもお役に立てればと思い昨年

ワークショップ「テラコッタ人形を作る会」を開催しました。昨年実現しなかった

「木の枝でマリオネットを作ろう」も含め秋に何か企画したいと思っています。ま

た、このたびの会員呼びかけで見込める小平の新入会員とも連携し、私が出来る範

囲で小平三田会への道も探ってみなければとも思っています。その折には皆様のお

力添えご指導が欠かせないと思います。よろしくお願いいたします。 

              吉川 潔（S46 経） 

 

 40 年間のサラリーマン生活に終止符を打ち、ストレスなしの生活に入れたと思っ

ていたところ、理事・カラオケの会の運営担当を仰せつかり、またストレスが戻っ

て来そうです。どうぞ皆様のご協力をお願い申し上げます。カラオケをきっかけに

集まり、語らいの場にできれば良いと思っています。語らい参加だけでも結構です

ので、沢山の方の参加、ご協力をお願いします。      皆川雅紀（S49 政） 

 

 会長から、ホームページの在り方を検討するように仰せつかりました。私は、Html

が全くできませんので、ホームページ等に興味をお持ちの会員の方々に、ホームペ 

会員の動向 

新役員の抱負 
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ージの思う事、ご経験、又は注意点などお声掛けを頂きますと、大変嬉しく思います。西東京

三田会のホームページは、高橋会長の強い思いであります「会員の拡大」の一助になれば、と

思っており、年内に立ち上げの予定をいたしております。      小笠原寿男（S57 経） 

 

 「麻雀会」幹事を、久住さんと一緒にしております。まず、「麻雀会」設立の経緯を述べた

いと思います。あれは、2 年半前の暮れ、カラオケ会で奇遇にも、私の横に座られたのが、久

住さんだったのです。そのときの会話で、冗談半分で、私が「麻雀の集まりがあれば・・・」

と述べると。久住さんが、あれよ、あれよと、まるで「疾きこと風のごとし」で設立されたも

のです。最初は、總持寺の南側にある。「P.man」で、行っていましたが、「P.man」が、田

無郵便局北側に移転、名称も「Pjong」と改変し、年 5 回（新年・春・夏・秋・冬）行ってお

ります。久住さんと一緒に幹事といっても、「麻雀会」の日程から、メールや葉書での連絡、

出欠の集計、その後の成績、会計報告、場所の確保、細かいところをいえば、賞金や、おつま

みの準備までしていただいて、私は、今のところ、何もしてなく「幽霊幹事」です。ですから、

これからは、若輩者ですが、私が主体で運営（遅まきながら）し、解らないことや困ったこと

は、皆さんや、久住さんの意見に素直に拝聴するという方針で参りたいと思いますので、これ

からも、末永く「麻雀会」に、暖かい御力添えを賜れますよう、よろしく、お願いいたします。  

亀山仁史（H8 経） 

 

 

 

5 月 4 日、五月晴れの好天の下、昨年に続き保谷駅近くにある私達の大先輩である高橋敬一

さんの邸宅でレディース主催の竹の子堀りが行われました。企画者としては大型連休の中日な

ので集まるかどうか心配しましたが、総勢 33 名の参加者があり、正直内心ホットし張り切り

ました。 
今年は沢山の竹の子が生えていて、皆さん一生懸命掘ったようですが意外に難しく、根が張

っている方向を見定めてから掘らないと硬い根が伸びており、上手に掘れなかったようで・・・。

でも小さなお子さん達が重そうに両手に抱えている姿を見るのは嬉しい事です。 
掘りたての生の竹の子をお刺身に、前日掘って下茹でしておいて下さったものを、大きなお鍋

でみりん、しょうゆ、だしの素だけで煮たのは柔らかく好評でしたし、邸内に生育されている

採りたての「お茶の葉」、「よもぎ」、｢三つ葉｣の天ぷらも山ほど揚げましたが、これもきれい

に平らげて下さったのは料理人冥利でした。 
野外で輪になり、心地よい風を肌に感じながらの昼食に・・・皆笑顔！ 

暫し舌づつみを打って歓談した後、邸内にある野草園を見学し記念写真を撮った後、3 時頃解

散となりました。5 月 1 日で 97 歳になられた大先輩で場所の提供をして下さった高橋さんや

前日からボランティアとして準備下さった高橋俊郎さんと高松さんのお陰で楽しい会を持て

た事に感謝一杯でした。                     熊坂妃呂子（H12 文） 
 
 
 
 東久留米三田会会長野崎陽一さん宅でのブルーベリー摘み会は８月１０日（日）に予定され

ています。具体的なスケジュールが決まりましたら、お知らせします。 久住眞太郎(S41 工) 

竹の子掘りを楽しむ会 

ブルーベリー摘みの会 
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  健 康 の ペ ー ジ    ：  会員寄稿 

 

  アドヒアランスと慢性疾患治療 

中村邦彦（H03 医） 

  

高血圧や糖尿病などの慢性疾患では、長期に渡って薬を正しく服用する必要があ

ります。しかし実際には、治療開始初期にはきちんと服用していたものの、しだい

に服用忘れなどが多くなり本来期待される 3 分の 1 程度しか効果が得られていない

との報告もあります。ある服薬状況の実態調査では、飲み残した薬があるかないか

を確認したところ結果は、残った薬があるという人が約 60％にもなり、薬を飲み残

した理由として時々飲み忘れる、調子がよいと飲まない、薬が飲みづらい、飲んで

も治らないと思ったといったことがあげられていました。逆に最後に帳尻が合えば

よいというものでもなく、高血圧で 1 回飲み忘れたので次にまとめて飲むというよ

うなことをすると、急激に血圧が下がり過ぎるといった副作用を生じる場合もあり

ます。 

このことに対処する場合、医療側ではコンプライアンスという言葉が使われてき

ました。コンプライアンスは、一般企業などでは法令順守という意味で使われます

が医療においては、患者が医師や薬剤師から指示された治療法を指示の通りにきち

んと守って行う服薬順守を意味します。しかしながら近年では、アドヒアランスと

いう言葉を使おうという動きが医療現場では高まってきています。アドヒアランス

は指示されたことに忠実に従うというより、患者自身が主体となって自分自身の治

療に自分で責任を持って服薬を守るという考え方です。これは、医師が一方的にど

んなに強く服薬順守を促しても患者のライフスタイルに適合しなければなかなかう

まくいかないので、どうしたら服薬順守ができるか医療側と患者側が一緒になって

考えましょうということです。 

例えば、いくつも慢性疾患のある方では非常に多くの種類の薬を使用しているこ

とが多々ありますが、そうするとどうしても一部服薬を忘れるものがでてきやすく

なります。患者自身が忘れない努力をするのももちろんですが、対処法として服薬

する薬剤の数を減らすことで著効する場合があります。ひとつは服薬すべき薬剤の

優先順位を医師に決めてもらい重要性の低い薬剤については服薬を止めることです。

もうひとつは複数の成分が一剤に入っていて、一剤の服用で複数の薬剤を服用した

とほぼ同じ効果が得られる配合剤にきりかえて使用する方法です。近年はアドヒア

ランスの重要性が認識されるにつれ、数多くの配合剤が国内でも使用可能になって

きています。 

しかし患者側からの服薬状況についての情報がなければ、患者は当然正しく服薬

しているものと医師は思う傾向があるので、なかなかこういった方法は取られませ

ん。アドヒアランス向上には医療側と患者側の十分なコミュニケーションが欠かせ

ません。服薬がうまく順守できないときは、恥ずかしいと思わずに積極的に医師と

相談することがよい方法と言えます。 



 
 

               
  

                    

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 月～ 6 月 

西東京レディース：「高橋邸で竹の

子堀りを楽しむ会」 

大人も子供も竹の子三昧 

祝 世界遺産登録決定!! 

ハイキング：大雪で建物が 

崩壊した跡がそのままでした。 

観光環境の整備が急務です。 

雨にも負けず集まった 

ゴルフ会の仲間たち 

４月１３日「春場所」 

麻雀の会：原洋一さん連続優勝  8



9 

 
 
 

全会員対象の集まりはいつもなごやか   
 

 
 

 

     

 

 

    被災地支援の模索 

 

 

 

 

9 

「西東京三田会通信」でメール配信されています昨年の「写真・作品展」に

出品された作品から厳選された一品（今月の一枚）をお楽しみ下さい。 

１月「新内宮（伊勢神宮）」 

広津 力氏（S36 法・政） 

２月「薄暮」 

伊勢尚一氏（S43 経） 

４月「さくら（ﾎﾞﾀﾆｶﾙｱｰﾄ）」 

久住眞太郎氏（S41 工） 

５月「黎明（甘利山）」 

田嶋和彦氏（西東京稲門会） 
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◆ 今年も西東京市立小学生のANA 見学支援を!! 

 2014 年上半期の地域社会活動として、本年秋に実施予定の西東京市立小学校向け航空教室開催

の準備活動をしましたので報告いたします。 

 2月7日、昨秋のANA羽田機体メンテナンスセンター（MC）見学，並びに，航空教室開催の

御礼と引続き本年開催のお願いに、ANA羽田MC、パイロット、並びにキャビンアテンダントの

総括部署に高梨、鈴木、中田の3名が伺いました。上記の訪問を機に西東京市教育委員会教育指

導課に見学希望校4校の選定をお願いしました。また、昨年の見学の改善事項について（起用バ

ス会社の要留意事項ほか）3月24 日打合せました。指導課の迅速な動きでANAへ見学希望日の

連絡が3月中にでき、4月初めに次のように見学日が決りました。 

 

           ２０１４年度西東京市立小学校見学予定校一覧 

   見学校名        見学日     クラス数    生徒数    当会支援者数 

東伏見小学校    １０月 ３日（金）    ２       ７４名      ４名 

保谷第一小学校   １０月 ７日（火）   ２       ７１名      ４名 

柳沢小学校     １０月１４日（火）    ２       ６６名           ４名 

谷戸第二小学校   １０月３０日（木）   ２      ７１名            ４名 

実地踏査       ８月２７日（水）  

 

早期の日時決定により航空教室の会場もMC内の講堂をお借りすることができ、生徒の移動がな

くなりました。教育委員会との打合せで車中から都心の主な施設（レインボーブリッジ、大井コ

ンテナ埠頭、新幹線基地、JR貨物ヤード、オリンピック会場予定地等）について車中での説明の

要望がありました。（従来から一部は実施） 

お願い：日程表をご覧いただき支援可能な月日がありましたならば、見学担当（中田または中野）

宛にご一報くださいますようお願い致します。 

メール･アドレス： nakata19@qf6.so-net.ne.jp     hi-nakano@zb.cyberhome.ne.jp 
 小中学生への支援活動として、エネルギー、交通物流等について理解を深めるニーズがあるこ 

とが、教育指導課との話合いと教科書を見せていただいたことで判りました。参考まで。 

                                  中田 勳（S36工） 

 

◆ 西東京三田会主催の市民講演会の企画を                  編集部記 

 近隣の三田会、例えば東久留米三田会や早稲田大学の西東京稲門会の行事に参加していますと、

総会や新年会などで会員が集まって懇親をするだけでなく、オーケストラの演奏会や落語の公演

会、学術的な講演会を催して会員だけでなく、一般市民にも開放し、多くの参加者を集めている

ことに気が付きます。我々も慶應義塾に学び、長年培った知識や素養、社会経験を何らかの形で

社会に役立てる場を西東京三田会が作れないかと考えております。いきなりは一般の方々を呼び

集めるのは難しいかもしれません。内輪の会から始めてみたいと思っています。皆様のお知恵を。 

地域社会活動 
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東久留米三田会新年会講演会、懇親会に参加 
1 月 11 日に東久留米の成美教育文化会館で開催された東久留米三田会の新年会に

鈴木会長と高橋が参加して来ました。新年会に先立って、午後 2 時から慶應義塾大

学大学院法務研究科（法科大学院）教授 菅原貴与志（芸名：金原駒与志）さんが

主催する「駒与志社中」4 名のみなさんによる「銀杏寄席」の口演があり、三田会

のメンバーも含めた 100 名余りの市民の方々が参加して、落語を堪能しました。そ

の後 4 時半から新年会が始まりました。野崎会長や鈴木当会会長の挨拶に続いて、

「駒与志社中」のみなさんも加わった３時間近くに及ぶ賑やかな会でした。途中の

アトラクションは義塾のワグネルソサエティの有志による「木菅五重奏のミニ演奏

会」でした。                      高橋信一（S47 工） 

 

西東京稲門会新年会に参加 

 西東京稲門会の新年会は 1 月 12 日にこもれびホールで開催され、鈴木会長と中

野が参加しました。来賓挨拶で鈴木会長は西東京三田会の最近の活動状況を説明し、

東日本大震災の被災地に対する協力にも力を入れていることを報告しました。例年

の通りこの日も会員が持ち寄った景品の抽選会が行われ、和気あいあいのうちに閉

会となりましたが、西東京市内にある早稲田大学の寄宿舎に住んでいる学生たちも

参加して自己紹介をし、立食の料理を楽しみながら母校の現状などの質問に答えて

いたのが特に印象に残りました。             中野秀夫（S38 経） 

 

東久留米三田会と西東京稲門会の総会講演会、懇親会に参加      編集部記 

東久留米三田会の総会が 4 月 26 日に行われました。その後の講演会・懇親会に

樋口・大内の 2 名が出席しました。また役員の改選があり、野崎会長は引き続き会

長で、副会長に金田氏が就任されました。 

西東京稲門会主催の講演会が 6 月 01 日に行われ、その後の総会・懇親会ともに

高橋会長と樋口の２名が出席しました。また役員の改選があり、金子会長が交代し

て竹島氏が新会長、古賀氏が新副会長に就任されました。早稲田大学 大学史資料

センターの大日方教授の講演がありました。懇親会の席上で、「残念ながら慶應義塾

大学が早慶戦で勝利して東京六大学野球春季リーグ戦に優勝した」旨報告がありま

した。稲門会も会員増強のための個別訪問による勧誘作戦を展開中だそうです。 

 

連合三田会大会「大会券配布会」                  編集部記 

大会は 10 月 19 日（日）日吉キャンパスにて開催されます。 

「大会券配布会」が 5 月 15 日（木）三田キャンパスで開催され、本年も 3 シート

が割り当てられています。樋口が出席しました。ご希望の方は事務局まで連絡下さ

い。 

地域・社中交流 
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  三田会の場で相互親睦を深めましょう 

 

  ゴ ル フ 会 

 

ゴルフ会は春と秋の年2回企画しています。 

春のゴルフ会は、6 月 12 日(木）に久邇カントリークラブで行う予定でしたが、梅雨の真っ直

中で、当日は朝から大雨となり、参加者16人（当日集まった人たちの集合写真はグラビアのペー

ジに掲載しました）の天候回復の願いも叶わず、残念ながら中止になりました。今回は、過去21
回のプレイ記録を基に新しくハンデキャップを再設定し、実力を競って 

頂こうと企画しましたので、雨の中をわざわざ、ゴルフ場まで足を運んで頂いた参加者の皆さん

には、本当に残念なことになりました。 

 

 秋のゴルフ会、は爽やかな秋を満喫しながらプレイして頂こうと考え、11月12日（水）(於：

高麗川カントリークラブ)を予定しています。台風も過ぎ去り、紅葉が美しいゴルフ場で、皆様が

楽しんで頂けるように賞品も多数ご用意し、ています。多数の皆さんの参加をお待ちしています。 

原 洋一（S46法） 

 

西東京稲門会ゴルフ会                             編集部記 

5月21日（水）開催予定で、当三田会からも高梨・鈴木・曽根・原・大平の4 名が現地参加し

ましたが、おりからの降り続く雨のためプレーは中止となりました。 

 

  麻 雀 の 会 

   

 2014 年の麻雀の会は、2月2日（日）に第11回「初場所」、4月13日(日)に第12回｢春場所｣

が、既にお馴染みになった郵便局裏の雀荘「P雀」を会場として開催された。 

次回は7月6日(日)に｢夏場所｣が計画されており、年間5回の開催を目指している。ニュースと

しては、原洋一さんの連続優勝が挙げられます。しかも2回とも100点を超える成績でぶっちぎ

りの優勝でした。  

 《麻雀》ほど『運』、『つき』、『流れ』を切実に感じるゲームは無いのではないでしょうか。囲

碁・将棋などは個人の『実力』、『知識』に左右されますが、《麻雀》で勝ちきるには【勝利の女神

の後ろ髪をつかみ続ける執念】が必要でしょう。 

「カラオケの会」とのダブルヘッダーはやはり疲れるとの感想もあり、今後は新理事になった亀

山幹事を主体として、会の運営が行われる予定です。和気あいあいとゲームを楽しんでおり、新

らしい方の参加も歓迎いたしますので、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（H8経） 
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カ ラ オ ケ 会 

 

皆さんこんにちは。カラオケサークルについて、ご案内します。年に 2 回、年央

と年末の日曜日の夕方に開催しております。従来は同じ日の昼から「麻雀」、引続き

「カラオケ」のダブルヘッダーでしたが、両方参加される方から、体力的にキツい

とのご意見があり、次回から分離して開催することを予定しています。地元のスナ

ックを借り切って我々三田会のメンバーだけで開催いたします。 

 カラオケをダシに集まって、語らいの場とすることが目的です。歌を強制しない

こと(それとは逆にマイクを独占しないこと)が暗黙のルールです。ですので、カラ

オケ好きは勿論、カラオケの経験のない方も、是非参加ください。上述の通り我々

三田会メンバーだけですので、安心して地元スナックを探検することができます。 

女性陣の参加を特にお願いいたします。 

 開催の頻度、曜日、時間など皆様のご意見を伺いながら、検討させていただきま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

皆川雅紀（S49 政） 、久住眞太郎（S41 工） 

 

  市 内 歴 史 散 歩 
 

  西東京市内の歴史史跡を訪ねて方面別に過去５回歩きました。 

1. 日蓮宗下保谷村を歩く（題目塔など各所でみる）2011 年 11 月 20 日（日）  

2. 上保谷四軒寺を歩く（四軒寺は固まっている） 2012 年 3 月 11 日（日）  

3. 西東京南部を歩く（小金井サクラは時期ちがい）2012 年 9 月 23 日（日） 

4. 宿場町田無を歩く（田無中心地）       2013 年 2 月 17 日（日）  

5. 縄文時代から近代遺跡までを歩く（戦争遺跡も）2013 年 9 月 29 日（日） 

 

残す所、西東京市西北方面を立ち寄り予定に、並木先生墓～北芝久保庚申塔～西

東京郷土資料室～六角地蔵～田無駅として計画していましたが、25 年度中には実施

に至りませんでした。26 年度はこの残ったコースに加えて小平市域にも足を延ばし

てみたいと考えています。今後は、次のコースを考えています。 

1. 小川九郎兵衛と玉川上水関係を見る（小川用水、小川寺など市域西方） 

2. 鎌倉街道と玉川上水沿い遺跡を見る（平櫛田中館など市域中央） 

3. 東京街道沿い遺跡や小平霊園を見る（市域北方） 

4. 鈴木街道と古代遺跡地域を見る（鈴木遺跡、八小遺跡など市域南方） 

5. 西東京市西北部の上記西東京市域の残されたコース 

 

 通例、歴史散歩の会は 9 時半に予め指定の西武線の駅に集合し、12 時に同じまた

は別の西武線駅に着くように、2 時間半「歩く」を基本に歴史史跡などを見て回り

ます。詳細予定が計画されましたら「歴史散歩」参加希望者にお知らせいたします。

樋口明朗（S43 経） 
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  ハ イ キ ン グ 会 
 

世界遺産候補・富岡製糸場見学と絹の街散策 

世界遺産審査機関イコモスの「富岡製糸場と絹産業遺産群」審査結果発表に先立ち、見学旅行

しました。 

行 動 日： ２０１４年３月９日（日）    天  候： 晴   気温 7℃   

集    合: ＪＲ池袋駅埼京線４番ホーム新宿寄り階段付近 （階段上）  ７時２５分 

費  用： ５,３８０円（ジパング利用４,２４０円, 富岡製糸場セット切符１,６００円を含む） 

コ ― ス： 池袋７：３０＝７：３８赤羽７：４３＝９:２０高崎・上信電鉄高崎９：４７＝１０:２１上

州富岡、１０：４５富岡製糸場・・・１２：４０富岡の街散策（店舗で昼食）、上州富岡１５：１１＝１５：

５８高崎１６：１２＝１７：５８池袋（解散）（注：見学ガイド（無料）：[見学≒４０分]） 

参 加 者:  久住真太郎、宮本敬一、原 洋一、高橋信一、中田 勳  

 白い浅間山と反対側に鹿の子模様の赤城山系を見ながら高崎に着き、上信電鉄高崎で「富岡製

糸場見学と上州富岡往復」のセット切符を求めました。上州富岡駅はホーム改修と駅舎建設中で

した。工場で定刻のガイドを待つ間、工場正面の明治 5 年建造木骨レンガ造り繭倉庫内での展示

物見学と繰り糸作業デモを見学しました。実際に片手で糸車を廻し、もう一方の手で釜内のお湯

に浮かんだ繭玉を箸で廻し、糸を紡ぐ作業をやらせていただいた。ガイドの案内で木骨レンガ造

り、（トラス構造）瓦葺き屋根の繰糸場（300 釜、世界一）、外国人宿舎、ブリュナ館（仏技師）、

繭倉庫等を見学。勤務は8時間（7時～16時,昼食,休憩午前午後の計2回）であった。繰糸場は

ガラス窓から光をとりいれていたが照明はなし）技能は等外、三等、二等、一等工女と階級があ

り技能品質管理を行っていた。建物は地元の素材を出来うる限り使い、木材は妙義山系のもの、

レンガは地元瓦職人に試行錯誤して焼かせ、器械部品も国産と当初はフランス製であったが、置

換えて、明治政府の殖産興業のもと仏技師を使いこなし実現している。工女募集は仏人が赤ワイ

ンを、血を飲んでいると間違って伝えられ集らず、士族の子女が当初多く集められた由。2 月の

大雪でボイラ室（昭和の建物）が倒壊していたのを見て複雑な気持ちになりました。 

工場を後にして食事処は数が少なく狭いところが多く、自然と街散策してしまいました。駐車

場も同じ。街中も 2 月の残雪があり、倒壊した建屋を数件見ました。工女姿のユルキャラ「お富

さん」人形はこれからでした。 

 今後、レンゲショウマ、紅葉などのハイキングを季節の移ろいを見ながら企画ご案内させてい

ただきます。                           中田 勳 （S36工） 

 
 

グ ル メ の 会 

  

平成25年度は2度会を持ちました。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食べました。14名の出席でした。11月26 日（土）は、柳沢

駅北口線路沿いの“たけざわ” のすき焼きで、15名の出席でした。平成26年度は11月12日（水）

からの「写真・作品展」に合わせて、その作品搬入の日を予定しています。近づきましたら、ご

案内します。                          長谷川美紀子（S38薬） 
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 総会・懇親会への出欠の返信にありました会員の方々の近況をご紹介します。 

  

91 歳になりました。足腰の衰えを感じます。三田会設立に東奔西走した頃を思い、感無量

です。                              齊藤 毅（S23 経） 

 

 1 月末に大腿骨を骨折し、公立昭和病院で手術後、現在田無病院にてリハビリ中です。5 月

上旬には退院できるとは思いますが、今後 1～2 ケ月は外出を控えます。 

桐ケ窪 実（S32 法） 

 

 2000 年初めの頃の創会時から比べると、とてもいろいろな活動内容も広がり、多くのリー

ダーのもと、活発に運営がなされ、皆様のご努力に感謝いたします。    大平 一（S39 文） 

 

私は今年古稀ですが、会社員時代までの第一の人生に続く退職後の第二の人生も 10 年を経

て、最近、分水嶺にさしかかっている気がします。三田会会務活動もいくつかの活動の柱の一

つとして忙しく行動してきました。他の柱同様に決して「頑張って登ってきた」という意識で

ではなかったのですが、最近は頂上付近の踊場をうろちょろしている感を強くします。他の柱

の一部もソフトランディングにかかっています。遊び心とはいえ、ネットにまで流している「私

の人生周期」にも合致してきています。三田会会務活動の中心もなんとかスムースに次代の西

東京三田会を担う方たちに移転していきたいものと思っている昨今です。  

                                                                樋口明朗（S43 経） 

 

元気に建築設計の仕事をやっております。住宅等相談をどうぞ。    内田直之（S44 政） 

 

 東伏見駅近くで「はりきゅう好生堂」を開き 3 年が過ぎました。鍼とお灸を使ってゆったり

した時を過ごしていただける様努めています。                       金子幸寛（S47 商） 

 

現在 61 歳。65 歳まで勤務する予定です。退職いたしましたら諸々、参加させていただきま

す。                               小林哲夫（S50工） 

 

 先週、伊勢神宮と鳥羽に家族４人で行ってきました。とても楽しい旅行でした。非日常の空

間に身を置くことが、たまには大切だなと思っております。          小笠原寿男（S57 経） 

 

 仕事と地域ボランティアでなかなかサークル活動に参加できません。会務に関しては出来る

限り協力させていただくつもりでは居ります。                    大内 俊（S57 経(院)) 
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第１１回 写真・作品展作品募集 

 

会 期 ： 11 月 12 日（水）～16 日（日）  

場 所 ： 柳沢公民館 1 階 ロビー 

募集作品 ： 写真・絵画（油彩・水墨・他）、工芸品 

 

本年は１月から、【誌上作品展・今月の一枚】として、

平成 25 年度参加者 14 名の展示作品の中から、毎月皆さまにお届けしていますが、如何でしょ

うか？ 9 ページのグラビアのページにその厳選の作品を掲載しました。 

今年度も柳沢公民館の一階ロビー約 90 m2をお借りし、上記内容で 180 cm パネル 9 枚、幅

10 m の壁面に写真・作品展を開催致します。 

思い出の写真、旅行の景色、植物、動物やスポーツの一瞬のショットなど撮りだめしたお気

に入りの一枚を是非ご応募して下さい。応募作品は写真・絵画（油彩、水彩、水墨）・版画を

額装したものや、パネルや壁に吊り下げられる作品（工芸品）をお受けします。なお、写真用

のフレームは、事務局で準備させて頂きます。  

 応募方法はメール配信しています【西東京三田会通信第 25 号（2014 年 9 月号）】に申し込

み用紙その他詳細をお知らせいたします。サイズは A4、四切、四切ワイドでお願いいたしま

す。 

            

* 連絡先 【写真・作品展事務局】 （掲載写真は平成 25 年度参加者及び作品の一部） 

大平 一  T/F  042-462-0168  yakimono_1@jcom.home.ne.jp   

 

編集後記 

   年 2 回の 1 回目夏季号をお届けします。鈴木前会長の辞任の意向と事後の処理のために編集作業 

 が宙に浮いていました。取り敢えず編集責任者は会長の高橋が直井前編集委員長から引継ぎました。 

ニュースレターと一般会員の距離を縮める意味を込めて、総会のご案内の返信ハガキに書かれてい 

たご意見・近況を掲載させていただきました。今後はより多くの方々に原稿をお願い致します。 

 編集委員：高橋信一、中田勲、長谷川美紀子、久住眞太郎、樋口明朗、原 護 
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