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小平三田会の発足を祝って
西東京三田会会長 高橋信一
西東京三田会会員の皆様には嬉しいお知らせをさせていただきたいと思います。昨年の会
員の増員実現によって小平在住の方々の大幅な増加を見ました。ニュースレター１５号では
「小平三田会設立準備会」の設置も現実味を持って来たと申し上げましたが、秋以降小平在
住の西東京三田会会員を中心とした設立に向けた活動が急速に進展しました。結果として本
年 3 月 19 日に設立総会開催の運びになりました。詳しくは本文の設立の経緯と設立総会の
ご案内をお読み下さい。
小平三田会の発足は、一面的には西東京三田会の分裂を意味しますが、私としては三田会
の仲間の拡大・発展だと考えています。サークル活動で言えば、西東京レディース主催の竹
の子堀り、ブルーベリー摘み、人形作り、グルメの会などの参加者の拡大のチャンスだと思
っています。その他のサークル活動では、ゴルフなどは従来から東久留米三田会や西東京稲
門会と相互乗り入れで会をやって来ました。その強化・発展に繋がるのではないでしょうか。
歴史散歩ではフォローする地域の拡大に繋がります。今年も「写真・作品展」が好評の内に
終了しましたが、出品点数・種類のさらなる増加が期待されます。いろいろな行事の共同開
催も視野に入れながら、支援出来ることは積極的に協力して小平三田会の運営がスムーズに
発展して行くように見守って行きたいと思います。会員の皆様のご協力をお願いします。
さて、私が会長に就任して１年９ヶ月が経過しました。いろいろなサークル活動や近隣三
田会・稲門会との交流などを通じて西東京三田会の会員同士の繋がりは強くなりました。会
員増強キャンペーンに始まってホームページの開設、そして今回の小平三田会設立など西東
京三田会自身も新たな段階に入ったと思われます。一方で昨年来、このニュースレターの編
集は専ら会長の私自身が行っている現状は解消されていません。それと同時に三田会の運営
組織の欠陥が見えて来たように思います。各サークル活動の世話人や総務・会計担当者の減
少と固定化が際立って来ました。原因はここ数年来の役員の退任によって役員体制が弱体化
しつつあることです。残念ながら会員増強も会全体の若返りには有効に働いていませんでし
た。そこで、次年度に向けて、新しい役員の大幅な増強と組織体制の改革が必要だと強く認
識しています。皆様の中から当三田会の活動を支えていただける方を心待ちにしています。
何卒西東京三田会会員の皆様のお力添えをお願い申し上げます。
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平成２８年西東京三田会新年会のご案内
西東京三田会平成 28 年の新年会は下記のとおり開催されます。
日時
会場
会費

平成 28 年 1 月 17 日（日）14 時～16 時（受付 13 時 30 分）
中華飯店「墨花居」
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 （田無駅より徒歩３分）→

ご案内はすでに皆様に差し上げておりますが、奮ってご参加下さ
い。
◆◆◆

2015 年７月～12 月の西東京三田会の主な行事・出来事
月 日

件

名

6.28

ニュースレター１５号発送

6.28

麻雀の会 Ｐジャン

7.10～１１

備

１２名参加

東北被災地訪問 曽根原、鈴木、高橋、東久留米三田会から野崎氏

２ ０ １ ５ 年 度

7.12

ハイキングの会

7.19

第２回役員会 イングビル３階 第２会議室

7.19

グルメの会 ひばりが丘「吉之助」

8.02

ブルーベリー摘みの会 総勢３０名弱

8.25

ＡＮＡ実地踏査 中野、中田

５名参加
１５名出席
１３名参加
１５名参加
２３名出席
４名参加

9.13

第３回役員会 イングビル３階 第２会議室

10.03

西東京稲門会秋季懇親会

10.05

ＡＮＡ訪問 保谷二小 中野、中田、坂口、高橋

10.15

ＡＮＡ訪問 柳沢小 中野、中田、坂口、樋口

10.25

連合三田会大会

10.30

西東京稲門会のゴルフ会に参加

11.02

ＡＮＡ訪問 東伏見小 中野、中田、鈴木、高橋、熊坂、渡辺(康）

11.08

第４回役員会 イングビル３階 第２会議室

11.11

ゴルフの会 高麗川ＣＣ 西東京稲門会から５名

11.24

ＡＮＡ訪問 谷戸小 中野、中田、宮本、佐田

11.25～30

考

６名参加
１６名出席
１８名参加

２７年度写真・作品展

11.29

東久留米三田会主催コンサート

12.28

ニュースレター１６号発送

会員の動向

会員の入退会（2015 年７月～12 月）はありませんでした

前回（ニュースレター1５号、７月 1 日付）１２７ 名
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現在１２７名
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小平三田会設立準備会報告
小平三田会設立に向けて
私達「小平三田会設立準備会」は永年の宿願であります小平三田会の設立に向け、西東京三
田会の会内事業として、平成 27 年 5 月 13 日に設立されました。現在に至るまで、奥村顧問、
高橋会長、樋口副会長御三方の才覚器量と卓越したご指導、併せて並々ならぬ熱意に依り、平
成 28 年 3 月 19 日に設立総会を開催出来る運びとなりました。改めましてここに御三方のご厚
情、ご厚意、熱意に深く感謝申し上げます。この度の設立準備会の切っ掛けは、小平在住で数
年来西東京三田会の役員である吉川さんの声掛けで、結果 10 名余の賛同者が集まったことに
より実現しました。
さて、塾員 OB・OG 皆様方の中には遠い昔に現役を退かれた今、
「朝起きてもやることも無
く、一歩も外に出ない、誰ともしゃべらない、どうしたら良いのか」とお一人でお悩みになら
れ、体調を崩されている方が多いのではないでしょうか。私達「設立準備会」はどう日々を過
ごしたら良いのか、心の張り合いを失くした方々に元気を取り戻して頂けるように、小平三田
会の活動を進めて行きたいと念じております。種々のサークル活動は固より、地域にお住いの
人々との多様なイベント、また西東京三田会の皆様との共同参画的なサークル活動、地域活動
も提案出来ればと考えております。
末筆になりますが、西東京三田会皆々様のご健勝ご多幸とご隆盛を祈念致して、ご挨拶とさ
せて頂きます。
小平三田会設立準備会会長 田村政義（S38 経）

義塾の風
去る 12 月 4 日東京フォーラムに於いて、第 16 回慶應科学技術展「KEIO TECHNO-MALL」
が開催されました。本イベントは、理工学部・理工学研究科を主体とした慶應義塾先端科学技
術センター（KLL）が主催するもので、日々の研究成果を紹介し、共同研究や技術移転のきっ
かけとなる「出会いの場を提供する」ものです。本年のタイトルは「育てる産学、育つ夢」と
題され、特別基調講演に甘利明経済再生担当大臣が登壇された他、トークセッションやラウン
ドテーブルセッション等が行われ、また各研究室による先端的な研究成果をブースで紹介され
るなど、終日多くの参加者で賑ったものとなりました。
この催しは、次回は 2016 年 12 月 16 日（金）に東京フォーラムにて開催されます。是非来
年は企業人として、そして塾の OB・OG としての視点で参加され、束の間学生たちと語り合
ってみては如何でしょう。
編集委員
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私の塾生時代

三田の思い出
昭和 30 年 4 月某日、三田山上の大銀杏の傍らで私たちは慶應義塾社中の一員となりました。奥
井塾長の挨拶、小泉信三学事顧問のお話に聞き入りました。未だ戦争の被害が大きくて講堂など
なかった時のことでした。
「僕は慶應の大学生、胸に五つの金ボタン
私は英和の女学生、燃ゆる思いのセーラー服・・・・・」
こんな歌が思い出されます。
大きなレコードを数枚携えてそれを電気蓄音機にかけ、砂埃吹きすさぶバラック教室でゆっく
り講義なさる村田武雄教授の西洋音楽史、池田弥三郎教授の江戸（エロ）文学、奥野新太郎教授
の中国文学、そしてドイツから帰国して間もなくの中央労働委員会委員長峯村光郎教授の法哲学、
およそ学部を超えて教室に潜り込み聴講した授業が今でも時折脳裏をよぎるのです。
クラブ活動では書道会に入会し、三田の後ろ側、都電の二の橋近くの東光寺が練習場でした。
真冬の担当日には冷たい井戸水で筆や硯を洗ったこと、霜焼で泣かされました。でもその時のご
縁で今年 95 周年を迎える文連唯一の歴史をほこる三田書道会の長老として祝賀会に招待される
のですからこんな名誉なことはありません。13 人いた同期生も 8 人に減りましたが、いまだに家
族ぐるみのお付き合いが続いております。
ゼミは金原賢之助助教授の金融論のゼミ、ハーバード留学帰りの村井講師のアメリカ式鍛錬は
今でもその厳しさが思い出されます。金原賢之助先生は商学部初代学部長に就任され、これから
という時に他界され、我々は製本した卒論を葬儀当日斎場に供えたのでした。卒業式は日吉に記
念会堂が完成しましたので、最初の式典となりました。
吉岡徳二(S34 経)

山行と健康
生来、虚弱体質だった私は、小中学生時代は入退院を繰り返すことが多く、遠足等も高校 2 年
生になって初めて、裏岩手山登山に参加したほどです。級友に助けられてやっと頂上に着いた時
はとても感動しました。
大学 2 年生になって杉並、中野、新宿に住んでいた塾生 10 人と「武蔵野」と言う山の会を作り、
土日は殆んど山行かその準備に費やされました。リーダーはロッククライミングを主とする方で
したが、山に関して素晴らしい知識と経験をお持ちでした。夏は谷川岳の平標から北、中央、南
アルプス、秩父奥多摩等、冬山も色々な山にいきましたが、木曽の御岳山は忘れられない思い出
です。山頂目前で、先頭を歩いていたリーダーが「下ります」と言ってグリセードですごい速さ
で下りたので、私たちも随って、下りた後、すぐに雪崩が起き、命拾いしたのです。山は私に感
動と喜びと、健康を教え与えてくれました。
林 頼子（S42 文）
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掛替えのない仲間達
私が塾の一員となったのは今から 44 年前、高校受験に運よく合格し日吉に通い始
めた昭和 47 年の 4 月です。それからの 7 年間実に楽しくもあり早すぎる時でもあり
ました。日吉の駅から校舎まで続く銀杏並木に見守られながら過ごした日々の思い
出は多すぎてどれも掛替えのないもの
ですが、中でも忘れられない思い出は、
校内ではなく大学時代に毎日通ってい
た喫茶店です。
仲間と集い無駄話と勉強の話、恋愛の
話、そしての将来の夢を語り合った場で
した。そこから授業に出て、終わればま
た集まる。そんなことを毎日のように繰
り返していました。今ではその店もなく
なってしまい事務所になっているよう
です。皆さんにもそんな場所が一か所ぐ
らいはおありになったのではと思います
日吉・銀杏並木
がとても懐かしい思い出のひとコマです。
（日吉キャンパスギャラリーより）
それともう一つ、これも学外ですが、友
人の家で一年に 2 回は行っていた試験合宿です。翌日の科目の一夜漬けのために真
剣に勉強！ではなく真剣に将来の話をしていたので、試験に遅刻する始末でした。
これもまた友人たちとの大事な思い出です。
こうして改めて思い返すと結局一番の思い出は勉強や学校ではなく友人たちと過
ごした時間だったと思います。塾員としての今も友人だけでなく先輩・後輩の皆さ
んとの交流が私にとってとても大切なものと思えます。
寺田節（Ｓ53 商）

ニュースレター編集部では、今回から「私の塾生時
代」と題するコラムをスタートさせました。
日吉の銀杏並木を歩き、小金井で実験に没頭し、そし
て三田の大銀杏で語りあった時から、時代が流れまし
たが、私達の心には、往時が鮮やかに蘇ります。
キャンパスの思い出だけではなく、サークル活動の
思い出や、友人達との思い出が詰まった、喫茶店、雀
荘の思い出でも構いません。皆様の塾生時代の思い出
を 300～900 字程度にまとめて頂き、是非編集委員(最
終頁掲載)にお寄せください。
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三田会健康講座 第 7 回

骨粗鬆症
中村邦彦(H03 医)
骨粗鬆症という病名は聞いたことがある方が多いかと思います。しかし、その症状について思
い浮かぶ方は多くないかもしれません。骨粗鬆症それ自体による症状というものはなく、骨の強
度が低くなりその結果、軽い衝撃でも骨折を起こしやすくなる病気です。骨粗鬆症の人が骨折を
起こすと、背骨の変形や慢性の腰痛、寝たきりの原因になることもあります。そのため骨粗鬆症
は早期発見、早期治療が大事になります。
骨は、骨を壊す働きをする破骨細胞が骨を吸収する一方で、骨を作る働きをする骨芽細胞が破
骨細胞によって吸収された部位に新しい骨を作る、リモデリングと言われる代謝を絶えず続けて
います。骨粗鬆症とは、リモデリングのバランスが崩れて、骨吸収が骨形成を上回り骨量の減少
が著しくなることや、また骨を作るコラーゲンなどの成分の劣化による骨質の低下によって起こ
ります。原因として挙げられるのはホルモンのアンバランス、加齢、栄養のアンバランス、運動
不足、病気や薬の影響などがありますが、特に女性ホルモンであるエストロゲンは大きな影響が
あり、閉経後の女性では急激にエストロゲンの分泌が低下し骨粗鬆症を発症しやすくなります。
実際、骨粗鬆症の患者の８割程度が女性と言われています。
骨粗鬆症の治療は骨量の減少と骨質低下を防ぐことであり、食事療法、運動療法、薬物療法が
ありますが、とくに食事療法と運動療法が基本となります。食事療法としては、カルシウムとカ
ルシウムの吸収に必要なビタミン D を多く含む食品の摂取が大事になります。カルシウムは乳製
品や、大豆食品、小魚、緑黄色野菜、海藻類などに、ビタミン D は魚類に多く含まれます。和食
は栄養のバランスが良いとされていますが、残念ながらカルシウムについては不足がちで、日本
人のカルシウム摂取量は必要量に達していません。一方ビタミン D については問題がないことが
多いとされています。カルシウム摂取増加のためには通常の食事の他に毎日カルシウム 200mg、
牛乳で１本分ぐらいを多くとることが勧められます。過剰摂取も問題はありますが、日本人では
まずないと考えていいでしょう。運動をすると骨への血液循環をよくするとともに骨でのカルシ
ウム移行が向上します。また、筋肉の増強によって転倒しにくくなり骨折予防にもつながります。
運動療法と言っても負荷の大きい運動である必要はなく、散歩などの軽い運動でも十分で何より
も日々継続することが大切です。食事療法、運動療法でも骨量が不十分な場合には薬物療法が必
要になってきますが、こちらもきちんと継続することが重要です。
さて最初に骨粗鬆症の治療にあたっては早期発見が有効であると述べましたが、それには検診
を受けることが勧められます。西東京市では市内在住の 40 歳、45 歳、50 歳、55 歳、60 歳、65
歳、70 歳の女性を対象として、骨粗鬆症検診を毎年秋ごろに行っており、申込みは７月中旬ころ
開始で市役所の健康課でできます。
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地域・社中交流
東村山三田会 会報「東村山三田会 Vol.2」発行
昨年度発足しました東村山三田会の会報が 6 月 30 日に発行されました。初めて
の新年会と第 1 回定期総会と同好会活動の報告が書かれています。
編集委員
東久留米三田会 会報「若き血 第 33 号」発行
会報 33 号が 7 月 4 日に発行されました。総会・懇親会の報告。野崎前会長から
大野貴志夫新会長に交代しました。他は同好会報告です。年会費の自動振替を進め
ています。
編集委員
西東京稲門会 会報「けやき野 38 号」発行
会報 38 号が 7 月 24 日に発行されました。総会・講演会の報告。戸山キャンパス
の記念会堂の老朽化で、建て直しが決定し、取り壊しが進んでいます。 編集委員
西東京稲門会懇親会に参加
10 月 3 日西東京いこいの森公園バーベキューコーナーにて開催されました。渡辺
元会長と樋口が参加、その他に松本洋平会員の奥様、稲門会兼任会員の石毛氏の参
加がありました。残暑を思わせる好天の下、焼肉や焼きそば、冷えたビールやワイ
ン。楽しいひとときを過ごさせていただきました。
樋口明朗(S43 経)
東久留米三田会 会報「若き血 第 34 号」発行
会報 34 号が 10 月 10 日に発行されました。11 月 29 日のコンサートと来年 1 月
30 日の「銀杏寄席」と新年会、4 月 23 日の総会のお知らせが主です。7 月の西東京
三田会の東北訪問に参加された野崎前会長の報告があります。
編集委員
連合三田会大会に参加
「叡智の光あきらかに」 2015 年連合三田会大会は 10 月 25 日、日吉キャンパ
スにて開催されました。澄みわたる晴天の下、記念館前広場には初めてテントが設
けられました。幟旗が見えにくかった可能性もありますが、何人かの会員が立ち寄
ってくださいました。
樋口明朗(S43 経)
西東京稲門会ゴルフ会に参加
10 月 30 日に飯能パークカントリークラブにて行われました。参加者は 25 名、当
会からは 6 名（鈴木條吉氏、曽根原良仁氏、智田秀穂氏、田中達彦氏、田野倉克郎
氏、原洋一）が参加しました。
原 洋一（S46 法）
東久留米三田会主催コンサートに参加
11 月 29 日慶應義塾大学アカペラシンガーズ K.O.E.によるコンサートがまろにえ
ホールで開催されました。25 名程の部員が声による楽器パーツとボーカルに分かれ、
いろいろな歌を披露し、会場一杯の市民が熱唱を堪能しました。 高橋信一(S47 工)
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７月～12 月
７月１９日 グルメの会
於吉之助

６月１４日

カラオケの会

７月１２日

１１月１１日

第 25 回ゴルフの会
高麗川 CC

ハイキングの会
秩父・美ノ山

８月２日

１０月２５日

連合三田会

６月２８日

ブルーベリー摘みの会

１０月５日

麻雀の会

ＡＮＡ見学
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地域社会活動
2015 年の地域社会活動、西東京市立小学校 5 年生の社会科見学支援は 10 年目となり、10
月と 11 月に 4 校で実施しました。
ＡＮＡ羽田整備工場（MC）見学と航空教室の実施
実踏調査：8 月 25 日（火）
、教育指導課 1 名と見学校代表 4 名の実踏調査に中野・中田が同
行し、MC 見学日程、質問状作成、航空関係事前学習、見学申請作成等について ANA 関係者
と打合せしました。
見学の実施： 見学校は保谷第二小、柳沢小、東伏見小と谷戸小の 4 校でした。先ず、大講
堂で展示されている強化炭素繊維の胴体やアルミニウム合金製胴体の切断片など、航空機部品
にさわったりした後、揚力の実験、ビデオによる空港業務全般と航空機製造等の話を聞き、整
備工場の見学に行きました。今年は 1 班 20 名以内になりより、ガイドが丁寧になりました。
航空教室ではパイロットから資格取得、業務内容等の話を聞き質疑を行いました。カバンの中
身を見せてもらいました。キャビンアテンダント（CA）から保安・安全と業務内容の話を聞
き質疑、そして救命胴衣とエプロン・スカーフの試着を行いました。最後にパイロットと CA
をまじえて記念撮影を行い、航空教室を終了しました。車中では、往路に於いて航空全般にわ
たる事項をクイズ形式で生徒に知ってもらいました。あらかじめ教育委員会と確認しておいた、
質問した生徒が回答者に直ぐお礼のことばを述べる習慣付けは、保谷第二小が徹底しており、
気持ちの良い質疑でした。
表１ ２０１５年度西東京市立小学校見学校一覧
見学校名
見学予定日
クラス数
生徒数
引率者数 当会支援者数
合計
保谷第二小学校
１０月 ５日（月）
２
７８名
５名
４名
８７名
柳 沢 小学校
１０月１５日（木）
２
６７名
７名
４名
７８名
東伏見 小学校
１１月 ２日（月）
３
８１名
７名
６名
９４名
谷 戸 小学校
１１月２４日 (火)
２
７１名
４名
４名
７９名
合 計
２９７名
１７名
１８名
３３８名
注；柳沢小の教職員には実習生を、保谷第二小、東伏見小の教職員にはカメラマンを含める

表２ 将来航空関連業務に従事したい希望のある生徒数
見学校名

生徒数

パイロット

CA

整備士

設計者

保谷第二小

７８名

１２名

１８名

２４名

２６名

柳沢小

６７名

２名

０名

２名

１４名

東伏見小

８１名

４名

２０名

２名

２０名

７１名
２９７名

１名
１９名

０名
３８名

１名
２９名

１１名
７１名

谷戸小

新しい活動： 実績ある「森の小枝を使った人形づくり」,「宇宙食試食をまじえた宇宙開発
の話」,「戦中・戦後直後の暮しの話」は実施を求めていますので,希望団体・サークルとのタ
イアップ先を紹介ください。今後，ESD(Education Sustainability for Development)に関連
した科学技術学習支援が地域活動課題のひとつと考えます。
中田勳（Ｓ36 工 ）
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ハイキング
美の山（標高 586.9ｍ）は桜の山で有名ですが、紫陽花も隠れた花の山です。梅
雨の合い間の晴でした。所沢から直通で，秩父鉄道・親鼻で下車し，ストレッチの
後、踏切を渡り、満願寺で登山の安全を祈願し、境内を抜け、美の山に向かいまし
た。樹林の中を歩き林道を横切ると勾配が徐々にきつくなる中、うぐいすの声を聞
きながら歩を進めました。見晴園地に着き、西北に開けた秩父市街や武甲山を眺め
アンパンタイムをとりました。園地からは緩やかな上りになり淡いピンクや青の紫
陽花を眺めながら、展望の開けた美の山公園（山頂）に着き、昼食をとりました。
昼食後、細い急な山道を下山集落まで一気に下り、川筋にある和銅遺跡に立寄り往
時を偲びました。遺跡のモニュメントの前で記念撮影し、和銅黒谷駅で山行を終え
ました。次回は冬季に手漉き和紙（細川紙）の里（小川町）を予定しています。
山行記録：行動日：2015 年 7 月 12 日（日）、天候：晴、地図：1/25000

皆野

集合: 所沢・飯能方面行きホーム 8 時 12 分、費用：約 2000 円(秩父フリー切符)
コース： 所沢 8：31=10：15、秩父鉄道・親鼻 10:26・・満願寺 10:33・・11:50 見晴園地
12:05・・・12:25 美の山公園(山頂)【昼食】13:10・・下山集落・・14:10 和銅遺跡 14:30・・
14:50 和銅黒谷 14:59・・15:09 お花畑・西武秩父 16:25＝（特急）＝17:23（解散）
参加者: 高橋信一，樋口明朗、宮本敬一，原

洋一，中田勲

中田勲（Ｓ36 工）

グルメ
グルメの会（暑気払い）をひばりが丘の「吉之助」で開催いたしました。梅雨明け
宣言がされ、7 月 19 日（日）は朝からぐんぐん温度が上がり東京の最高気温は、35
度。これはビールが美味いこと当然。
「吉之助」の下駄箱には「三田会様」の名札が貼ってありお店の気遣いに感謝。
席につくなり、キンキンに冷えている中ジョッキーがサーブされ、高橋会長の挨拶、
坂口副会長の乾杯で宴会が始まりました。旨い酒と美味しい肴を頂きながら、話に
華が咲き、和気あいあい。ビールの次は、黒龍の氷室囲いを 1 升注文。酒好きの舌
を唸らせて旨い、旨い、とまた会話にはずみがつきました。氷室囲いは、蔵元でし
か味わえない秘蔵酒で、テーブルに来るまで一切酸素に触れない銘酒です。
海の幸に、陶板焼きと料理に箸を運んでいる中、西東京稲門会会員で「つるや」、
「吉之助」のオーナーの鶴田社長が挨拶に来られ、且つ差し入れまで
頂戴し、これまた感激。大変美味しいお料理とお酒、あっという間の
3 時間でした。
小笠原寿男（Ｓ57 経)
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ブルーベリー摘み
8 月 2 日(日) 東久留米三田会前会長・野崎陽一さん所有の果樹園で第 5 回ブルーベリー摘みの
会が行われた。今年は 7 月から暑い日が続いたため、一度参加を表明しつつも体調の都合でキャ
ンセルされた方が少なからずおられたが、
最終的には 15 組 21 名、
他お子さま 5 名が参加された。
今年初めての方も多かった。好天候は農作物の成長には良かったらしく、粒そろいの美味しいブ
ルーベリーをたくさん収穫することができた。
ブルーベリーの原産地は北アメリカで、北米だけで世界の 80%以上を生産する。日本は年間収
穫量 2 千トン余りで世界的には 10 位にも入らない。日本での栽培地は 1981 年以降長野県がトッ
プであるが、実は東京が日本にブルーベリーが始めてもたらされたゆかりの地である。1962 年に
米国ジョージア州から導入され、
その後 1968 年より小平で経済栽培が始まったという歴史がある。
ブルーベリー摘みは東久留米市柳窪の野崎邸に 15 時に集合後、野崎さんの案内で果樹園に向か
い 1 時間ほど参加者が思い思いにポリバケツにブルーベリーの実を取り込んだ。果樹園から野崎
邸に戻った参加者は収穫量に応じ代金を払い新鮮なブルーベリーをお土産にした。各家庭では、
そのまま食べたり、ケーキに入れたり、ジャムにしたりして楽しめたことと思う。その後、野崎
邸では武蔵野の面影を残すお屋敷の庭で、テーブルを囲みビールやソフトドリンクを飲みながら
涼をとって夏の夕暮れを過ごしたのであった。
なお産地ランキングは「日本ブルーベリー協会 HP」
、
「果物ナビ」等を参考にした。
宮本敬一（S46 工）
8 月 2 日の 15 時から、前東久留米三田会会長の野崎氏のご好意により、ブルーベリー摘みの会
が開催されました。当日は、熱中症を気にしなければならないほどの晴天に恵まれ、三田会会員
15 名、同伴者大人 6 名、子供 5 名の総勢 26 名の参加となりました。
高橋会長の挨拶後、農園へ徒歩で移動しました。この農園は、ティフブルーとラビットアイの 2
種類が植えられ、それらの交配で美味しいブルーベリーとなるそうです。
ブルーベリー摘みが終わり、野崎邸へ戻り親睦会が始まりました。レディースの佐田さんがト
ウモロコシを茹でて差し入れて下さいました。とても甘く、子供も喜んでいました。早速当日の
絵日記にブルーベリー摘みのことを描いていました。
町田栄一郎（S62 経）
昨年、家の近所に小さなブルーベリー農園を見つけて４才になる息子を連れて４日おき位の開
催日に行って見ると人が沢山居て入れませんでした。その後開催日は表示されず、昨年はブルー
ベリー摘みができませんでした。そんな折、今年は西東京三田会の方からお声をかけて頂き、ナ
ビに住所をセットして行って見ると、突き当りが駐車スペースの筈ですが道が抜けています。お
かしいと思っているとその２本の道の間すべてが野崎先輩宅の大きなお屋敷だったのです。
今年は、お蔭様で、大きく育ったブルーベリーの木から一杯ブルーベリーを積むことができま
した。毎年いらしている方の話では、この時期に一杯摘んで冷凍しておけば一年は持つとのこと。
来年も是非参加させて頂きたいです。
大野一美（S56 政）
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素焼き人形（テラコッタ）
9月27日（日）アトリエ・パネンカ（国立市）で開催しました。開催当日参加者が
少なくちょっと残念でした。事前の告知を十分にすべきだったと反省。本来は子ども
たちも参加してもらいたいのですが会員の範囲で呼びかけるのは難しいようですね。
また開催場所も国立と遠方であったことも問題だったのでしょうか。5月にスタート
したカフェ＆ギャラリーを見ていただきながらの人形作りでした。高橋会長、佐田さ
んに私達夫婦も加わり4人で充実した創作の時を
過ごし、いい作品を作りあげました。完成したお
二方の作品は11月の「写真・作品展」で出品され
ていたのでご覧になった方も多かったと思いま
す。
次に計画する時は、小平三田会発足後となりま
すが、西東京三田会とご一緒できるように、日
時・告知方法を考えたいと思います。
吉川潔（Ｓ46 経）
参加者の皆様による力作

ゴルフ
西東京稲門会から 5 名の参加を頂き、計 18 名にて 11 月 11 日（水）第 25 回ゴル
フ会が高麗川カントリークラブにて行われました。前日は一日中冷たい雨降りでし
たが、当日は曇り空ながらも風もなく、絶好のゴルフ日和となりました。プレーに
先立ち高梨勇一氏から「今日一日、楽しくプレーしましょう」との挨拶を受けて皆
さん張り切ってスタートしました。
良く整備され素晴らしいコースでしたが、長い距離と早いグリーンに悩まされる方
が多かったようですが、紅葉の下、一打一打に一喜一憂しながらコースを回る皆さ
んからは、笑顔が絶えないゴルフ会となりました。
今回からから新ぺリア方式となり、成績は優勝が稲門会の原田一彦氏、準優勝が
大平一氏、3 位が米倉實氏でした。プレー終了後、会員相互で和気藹々とした雰囲
気の中でパーティが行われました。
次回大会は平成 28 年 6 月 8 日(水)､久邇カントリークラブで行います。梅雨入り
前の開催で、従来より 1 週間早めていますので、初参加の方も含めて皆さんの参加
をお待ちしています。
尚、西東京稲門会のゴルフ会は平成２8 年 5 月 25 日（水）に行われます。
原洋一(S46 法)
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東北訪問記
猛暑の始まった 7 月 10 日、11 日に鈴木前会長、曽根原顧問、東久留米三田会の野崎前会長
と私の 4 名で気仙沼市と陸前高田市を訪問しました。梅雨前線の北側で、とても爽やかな気候
でした。私には一昨年の秋以来になります。東北新幹線から JR 大船渡線に乗り換え、気仙沼
に午後 2 時過ぎに着きました。直ちに市役所に向かい、震災復興・企画課で「気仙沼まちづく
り支援寄付金（ふるさと納税）の資料の送付をお願いしました。ホテル観洋に入った後、2 時
間程港周辺を散策しました。2 年前に比べて、多少新しい建物が出来ていますが、大方は津波
で土台から流されて地面がむき出しのままになっており、形が残った建物も使われずに放置さ
れていて、町並みの復興には程遠いと感じました。津波の後を記録する外壁のライン 6.1m の
表示を見ました。被災の跡を残す建物が文化庁の「登録文化財」として保存の対象になってい
ました。人通りや車の往来も疎らで工事車両だけが目に付きます。湾岸では漁協関係者の反対
を押し切って県が進める防潮堤建設にパワーシャベルやブルドーザが唸っていました。
夜に 2 年前も行った復興住宅兼用の仮説店舗村「気仙沼紫市場」の「あさひ」寿司で気仙沼
漁協組合長でもある「気仙沼三田会」の佐藤会長と緒方幹事と会食しました。ぶり、あなご、
旬のホヤ、かつお、マグロ、ホタテ、蛸、海老、蟹の新鮮な魚介類を堪能しました。この日の
午後、港では大漁旗を飾った新造の漁船の進水式が行われていました。漁業が元気であること
をアピールするものですが、震災から 4 年が過ぎ、そこここに出来た「復興市場」への関心度
や来訪者の減少が続いているようです。外部の人たちに一番望むことは、
「気仙沼に来て、お
いしい魚を食べ、特産品を買って帰ってほしい」とのことでした。緒方さんが勤められていた
港近くの高台にあった女子高は生徒の減少で廃校となり、復興住宅用地として使われるため、
取り壊し工事が行われている現場も目の辺りにしました。ホテルに帰るために乗ったタクシー
の運転手さんは、東京で 20 年働いていた所に 3.11 で陸前高田の実家が流されて、帰郷して家
族を支えるために気仙沼でタクシーに乗っているそうです。
二日目の朝、魚市場近くの「お魚いちば」で魚貝類の特産品をみんなで土産物として購入後、
大船渡の先、盛駅まで延びる大船渡線 BRT（バス高速輸送システム）で陸前高田に行きまし
た。第三セクターの「気仙沼線」や｢大船渡線｣は行政の支援がなく、復興は絶望的なようです。
気仙沼線 BRT も JR 柳津駅まで延びています。道路網の整備が進む中、気仙沼駅構内のレー
ル上に盛り土をしてバス用のホームが新設され、軌道上のレールを取り除いた一車線のみのバ
ス専用道路が出来ていました。一般道に出てからは、所々に廃墟になった線路が雑草の下に垣
間見られていました。
「奇跡の一本松」近くの一帯は、真っ青な空の下そこここに 10m 以上に
土盛りしたピラミッドのような土塁が集中して並んでいて、海がまったく見えない状態です。
近くの山を切り崩して土砂を総延長 3km に及ぶ超大型のベルトコンベアで運んでの原野の再
生が行われていますが、完成は平成 31 年度とされていて、土塁上に住宅が建って街らしさが
戻るのは遥か先のことになりそうです。それも広大な陸前高田の一部に過ぎません。ダンプだ
けが往来していて、観光や生活の動きはなく、雑草すら土に埋もれ、異様な静けさが印象的で
した。市役所の仮庁舎に行き、
「ふるさと納税」の資料をいただきました。その後、今回の訪
問の目的である NGO「りくカフェ」に行き、代表者のお一人の女性鵜浦さんにお会いしまし
た。津波を免れた高台の住宅街の一角に、津波の被害を受けた市内の個人医院が集まって作っ
14
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た「医療集合施設」の駐車場に昨年秋に仮設でない本建築のコーヒー店が新設されました。近
隣の女性が中心になって立ち上げ、運営しているコミュニケーションの場で、今も沢山の人々
が集って来ています。昨年の寄付者の名前を入れた板が飾ってありました。
「東京三田会関係」
もありました。そこで食事をし、コーヒーを飲み、土産物を買いました。以前から繋がりの深
い慶應義塾のアカペラ・グループのコンサートが 7 月 19 日にこの場所で予定されていました。
タクシーを呼んで、ボランティア活動の現状を知るために、NGO「パクト」が運営する「陸
前高田復興サポートステーション」に行って、神奈川からボランティアで参加していて、専任
になった山田さんのお話を伺いました。隠れた名産品のリンゴの農園が広がる中にありました。
人口が大幅に減って、働き手が少なくなった今では、ボランティアの参加は大変有難いと言わ
れました。慶應義塾や立教大学などの大学生が中心ですが、60 歳代の定年後の方も全国から
来ているそうです。活動は主に海水を被った農地の再生と漁業の手伝い、お年寄りの多い仮設
住宅の周辺の草刈りといったものになっています。市内の移動は専ら自家用車が頼りです。ボ
ランティアの宿泊施設は、民宿が整備され、小学校の校舎を再利用した「パクト」の宿泊所「二
又復興支援センター」も 2 年前にオープンしています。新しく出来た立派な「陸前高田市コミ
ュニティーホール」では、アメリカの高校生を呼んで、国際セミナーのようなものが開かれて
いました。観光も含めた市外からの人たちとの交流の輪を広げることがこれから望まれると思
います。今回の訪問では「観光タクシー」を利用しませんでしたので、多くの場所を見ること
は出来ませんでしたが、オリンピックで浮かれる東京にいたのでは分からない被災地の生の生
活を実感出来たと思います。午後に逆コースを辿って東京へ帰って来ました。
「ふるさと納税」の資料をご希望の方は事務局にお問い合わせください。今回東久留米三田
会さんにも参加していただきました。杉並三田会も現地訪問をしています。我々に出来ること
を今後もやって行きたいと思っております。ご協力をお願いします。
高橋信一（S47 工)

私のお気に入り
多くの大学で新入生に奨める書籍の 1 位が、カリフォ
ルニア大学の地理学教授ジャレッド・ダイアモンドの著
書「銃・病原菌・鉄」です。副題「1 万 3 千年にわたる
人類史の謎」の通り、国や地域による文明の発達度合の
要因を究明しているものです。本書に続き執筆されたも
のが「文明崩壊 滅亡と存続の運命を分けるもの」であ
り、環境破壊や気候変動、そして問題対処能力等により、
文明が脆くも終焉を迎える状況を分析し、現代への警鐘にもなっています。
その 2 書を踏まえて書かれたものが「昨日までの世界 文明の源流と人類の未来」
（倉骨彰
訳 日経新聞出版社 上下各 1995 円）です。伝統的な社会（昨日までの世界）の規範や習慣
から、現代社会の諸問題へのヒントを探り、現代社会を見直すことが出来るものと思います。
しかし、いずれの作品も大著であり、簡単には読めませんが、是非皆さんに読んで頂きたいと
思います。尚、前２書は草思社から文庫版も販売されています。
大内俊（S57 経院）
編集委員会では、会員の皆様の「お奨め記事」を募集しています。お気に入りの書籍、
とっておきの名店、ご自慢の趣味等を是非投稿下さい。
編集委員
15

会 期 ： １１月２５日（水）～１１月３０日（月）
場 所 ： 柳沢 公民館 １階 ロビー
参加者 ： 写真 １７名 作品 ９名
参加作品 ： 写真（A4,四切り、四切りワイド）５７点、
工芸品（油彩、墨彩画、ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽ、ﾗﾃｺｯﾀ、ｾﾗﾐｯｸ、俳句、書、木彫 １５点 計７５点

当初は作品の申告が遅く、事務局は慌てたが、
最終的には昨年より多くの方から、また作品
の質も上がり、観賞された方から『これは何
処だろうか？』
『どう写したのか？』また、数
点に『欲しい！』との声もあった。西東京稲
門会からも 4 名の方に出展頂いた。
事務局 ： 大平 一
yakimono_1@jcom.home.ne.jp

出展参加者

“夕映えのトルコ“ （石戸）

“天 輝Ⅱ”（稲門会・木村）

出品作を前に

“湖畔のマリア”（熊坂）

作品の説明会

“唇に歌を”（佐田）

“優雅なおもてなし”（坂口）

編集後記
ニュースレター16 号をお届けします。小平三田会の発足を会員全員で祝福したいと思いま
す。ニュースレターに会員の皆様からの慶應義塾に寄せる思いを反映できる方法を模索してい
ます。今回は「私の塾生時代」と「私のお気に入り」の二つの新企画を掲載しました。広く会
員の皆様からの投稿をお待ちしています。ネット媒体だけでなくハードコピーも会の活動を広
くお伝えするのに不可欠だと考えております。そのニュースレターの編集にご協力いただける
方を募っております。宜しくお願いします。
編集委員：高橋信一、中田勲、長谷川美紀子、樋口明朗、原 護、大内俊

