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西東京三田会創立３０周年記念行事決定
―温故創新 : 共に祝おう“記念の一日”―
明けましておめでとうございます。 塾員の皆様方におかれましては、2017 年（平成 29 年）
の新春をお元気で迎えられたことと存じます。国内外の政治・経済・社会情勢が大きく変化す
る中で、今年西東京三田会は、めでたく創立 30 周年を迎えます。
1987 年発足の旧田無三田会、1994 年発足の旧田無・保谷三田会を経て、両市が合併した
2001 年に現在の西東京三田会が発足し現在に至りました。歴史や伝統を顧みることと、未来
に向かって新たな世界を切り拓いていくことは車の両輪であり、義塾に学んだ塾員として「先
導者たる使命」と誇りを大切にしていきたいと考えています。
そこで、今年 5 月 20 日（土）コール田無において、一大記念行事を企画しております。そ
の趣旨と概要は、第 1 に「会員相互の親睦と相互扶助を図るとともに地域社会に貢献すること
を目的に創設された三田会の 30 年の歴史を記念誌として纏め、情報の共有化を図る」
、第 2
に「記念誌の発行と祝宴会（記念行事）を通じて、会の魅力を高め、さらに楽しく、豊かで創
造的な活動が、持続し発展する西東京三田会をめざす」というものです。
創立 30 周年のスローガンは、温故創新：共に祝おう“記念の一日”であります。
清家篤 慶應義塾塾長は、
「福沢先生は今日“社会”と訳されている Society という言葉を最
初“人間交際”
（じんかんこうさい）と表現され、人々の交際によって社会は進歩すると考え
られた」と述べています。この「30 周年記念誌の発行」と「記念行事・懇親会」が、次の 30
年の社会の進歩に寄与できる内容になるよう、昨年から記念誌編纂委員会、記念行事実行委員
会の両 PT 及び役員会（理事会）で検討し、準備を進めているところです。
記念行事では、記念誌の配布、記念講演会（多摩六都科学館館長：高柳雄一氏による仮題地
球文明の未来）及びアトラクション（近藤晃司・真豊子両氏によるピアノ＆トークコンサート）
を、懇親会では塾生（現役応援指導部男子・チアリーダー）と参加者によるエール交換などを
予定しており、楽しく思い出に残る 1 日にして頂けるものと思います。
西東京三田会の活力の源泉は、「一人ひとりが主体的に参加
し、親睦を深め、楽しく創造的な活動をする」ところにありま
す。記念誌への寄稿とともに、記念行事・懇親会への積極的な
参加（ご家族・友人・知人とご一緒に）を期待しております。
西東京三田会の新たな歴史を共に創造してまいりましょう。
西東京三田会会長（記念行事実行委員長） 坂口 光治
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平成２９年西東京三田会新年会のご案内
西東京三田会平成 29 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 29 年 1 月 15 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。
◆◆◆

2016
2016 年 7 月～12
月～12 月の西東京三田会の主な行事・出来事
月 日

件

名

備

考

7.02

ニュースレター１７号 発送

7.03

麻雀の会 夏場所 雀荘 P ジャン

(別掲)

7.06

グルメ会 日本銀行本店見学、銀座”阿部” 総計１７名参加

１７名参加

7.17

第４回役員会 イングビル第２会議室

１７名出席

8.07

ブルーベリー摘み会 東久留米三田会野崎邸農園 総計３３名

(別掲)

9.03

グルメ会 ひばりヶ丘”吉之助”

１０名参加

9.18

第５回役員会 田無庁舎２０２会議室

１６名出席

9.25

麻雀の会 秋場所 雀荘 P ジャン

１４名参加

10.01

第１回３０周年記念誌委員会

６名出席

10.02

第７回市内歴史散歩

１０名参加

10.10

第２回３０周年記念誌委員会

６名出席

10.16

連合三田会 横浜・日吉

６名参加

10.23

第１回３０周年記念行事実行委員会

４名出席

10.28

社会科見学支援 ＡＮＡ羽田機体整備工場・花王川崎工場 谷戸小学校

４名参加

10.30

ハイキング 日原鍾乳洞

５名参加

11.02

第３回３０周年記念誌委員会

６名出席

11.02

西東京稲門会ゴルフ会

５名参加

11.06

第６回役員会 イングビル第２会議室

１９名出席

11.13

麻雀の会 １１月場所 雀荘 P ジャン

(別掲)

11.16

ゴルフ会 高麗川カントリークラブ 総計２２名参加

１６名参加

11.17

グルメ会 最高裁判所見学、スペイン料理”紀尾井テラス”

２１名参加

11.19

第 4 回 30 周年記念誌委員会

７名出席

第１３回写真・作品展 11.21 搬入・セッティング・懇親会

(別掲)

11.23

東村山三田会 忘年会 樋口、大内

２名参加

12.04

東久留米三田会 秋のコンサート まろにえホール 高橋信他

12.10

第 5 回 30 周年記念誌委員会

９名出席

12.11

第 2 回 30 周年記念行事実行委員会

10 名出席

12.28

ニュースレター１８号 発送

11.22-27
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新入会員紹介
私は昭和 49 年共立薬科大学を卒業し、3 年程薬剤師として働きましたが、結婚
後は家庭人となり、夫の仕事の都合で 10 回も引越し、5 年前に西東京市の自宅に
住み始めました。薬剤師の仕事は、復帰して早や 15 年になります。共立薬科大学
は、昭和 5 年に共立女子薬学専門学校として設立され、時代の変化とともに、男女
共学、6 年制となり、平成 20 年に慶應義塾大学と合併して慶應義塾大学薬学部と
なりました。三田会では活発なサークル活動が行われていますので、参加していく
ことを楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。
上原好子（S49 薬）

私は小学校 1 年生の後期に、両親、兄と当時の保谷町に引っ越してきました。共
立薬科大学を昭和 51 年に卒業しました。現在は週 2～3 日、ドラッグストアを併設
している調剤薬局で、薬剤師として勤務しています。私は慶應義塾大学薬学部 KP
会（KP 三田会）の西武支部に所属しております。KP 会とは、慶應の K(共立の K
でもあります)と Pharmacy の P を意味し、旧共立薬科大学卒業生と慶應義塾大学
薬学部卒業生で組織する同窓会の名称です。KP 会西武支部というのは西武池袋線
と西武新宿線の沿線の清瀬市、小平市、西東京市、東久留米市、東村山市を地域と
しています。活動としては年 1 回総会と講演会などの催しを行っています。
前回の新年会を機に、先輩の上原さんと西東京三田会に入会させて頂きました。
色々なサークルがあるので、参加させていただくのを楽しみにしています。
三角節子（S51 薬）

会 員 の動 向
会員の入退会（2016 年 7 月～12 月）
入会
高橋

退会

幸 三 氏 （ S49 工 ）

光藤亜衣子氏
光藤 祐基氏
平野 謙治氏

前 回 （ ニ ュ ー ス レ タ ー 1 7 号 、 7 月 1 日 付 ） 1 16 名
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現 在 114 名
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新入会員紹介
=======================================================◇◇◇
今年の 7 月に西東京三田会に入会しました髙橋と申します。簡単ではございますが自己紹介を
させて頂きます。昭和 49 年に工学部機械工学科を卒業しまして同年に大成建設に入社しました。
主に現場勤務が長く東京・大阪・海外等で勤務をしていまして、その後は内勤となり積算部が最
後で 60 才の時にご縁が有りまして防災メーカーであるホーチキにお世話になり現在に至ってい
ます。6 月で 65 才を迎えましたが、週 3 日の勤務で継続して働いています。65 才になり会社関
係だけのお付合いでは無く、どこかのサークルや趣味の会を探していました所、西東京三田会か
らの通信を頂戴しまして渡りに船と言った感じで参加させて頂きました。趣味としましては有り
ませんが、ゴルフとお酒が好きです。今回も早速ゴルフの会とグルメの会とに連絡を入れさせて
頂きました。家でじっとしているのが嫌いな性分ですのでいろんな会にお声掛け下されば幸いで
す。簡単ではございますが自己紹介をさせて頂きました。宜しくお願い致します。
高橋幸三（S49 工）
=======================================================◇◇◇

私の塾生時代
日吉の思い出
1959 年（昭和 34 年）に入学し 2 年間を日吉キャンパスで過ごした。一年生の時だったと思う。
英語の授業をカマボコ校舎で受けた。波状トタンを張った文字通りカマボコ型の教室であった。
敗戦直後から日吉キャンパスのかなりの部分を米軍に接収され、米軍の兵舎が建てられた。返還
された後にも兵舎をそのまま教室として使用していた。キャンパスの中では、カマボコ校舎は異
様な風景であった。
又体育のバスケットの授業は創立百年の記念事業で入学 1 年前に落成したばかりの日吉記念館
で受けた。先生は後の東京オリンピックの女子体操競技の団体で銅メダルを獲得した小野清子先
生で、若さ溢れる指導を受けたことを鮮明に記憶している。カマボコ校舎と落成して間もない記
念館は敗戦から力強く復興しつつある象徴的な光景であった。
日吉の 2 年間で忘れられない悔しい思い出がある。1960
年秋の六大学野球リーグ戦で優勝をかけて早稲田と激突
した慶早六連戦である。すべての試合が大接戦で歴史に名
を残す好試合であった。連日神宮球場に応援に駆けつけた
が、わずかの差で敗れ優勝を逸した。この敗戦により打倒
早稲田の意識がますます強くなった。先日西東京稲門会の
ゴルフ会に参加し運よく優勝しささやかに溜飲を下げた
ところである。
稲月喜一（S38 商）
当時のカマボコ校舎（archives より）
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会員自由投稿のページ
会員自由投稿 のページ
～ 我が町を住みよい街に～
我が町を住みよい街に ～
毎年昔の仕事仲間と小金井公園で観桜会をやっていますが、お隣に例年見かけな
い旗を見て顔出しをしたのが、この会への入会のきっかけとなりました。私は昭和
33 年に今の場所に居を構えましたが当時周辺は殆ど畑で 3 月の春一番が吹く頃は砂
塵がもうもう、扉や硝子戸の隙間が砂埃で埋まり後始末が大変、ここに長居は出来
ないなと思いましたが、年々住み易くなり、住めば都今ではこの近辺の長老株とな
ってしまいました。家族共々無事過ごせた事に感謝し町に何か恩返しをと思ってい
た折、ゴミ減量の審議会を設置しうち 3 人の一般市民公募があり、それに応募しそ
れ以降審議委員としてエコ活動をして参りました。
戦後物のない時代に育った私の「勿体ない」という感覚が時代の移りと共に変わ
ってくるのは仕方のないことですが、それにしても新しい机と椅子が時々粗大ごみ
として出されているのには目を覆いたくなります。現在市のゴミ減量はどのような
状態なのかについて紹介しますと（紙面の都合で１例だけにとどめます）可燃ゴミ
が有料化になった平成 20 年度は 24,500 ﾄﾝ 昨年平成 27 年度は約 23,300 ﾄﾝと大凡
1200 ﾄﾝ減量しています。この数字は多摩地域ではかなり上位にランクしていますが、
残念ながら近年、その減り方が減少しています。水を切ったり土肥として活用する
などの協力をお願い致します。
又別にレジ袋の辞退率を調査した結果 26 年度 調査店舗 20 店 総数 1886 で
辞退率が 66.2％となり年々その率は上がっていますが まだ大凡 1/3 の人が袋をお
店から貰っているという現状です。昨今薄型の折り畳んで、ポケットに入るマイエ
コ袋もあり、スーパー等の大型店舗ではポイントとかお金が戻ってきますので、ぜ
ひ毎回エコ袋を使って頂き皆さんの協力で辞退率を 100%近くに致しましょう。そ
して何よりも我が町を孫やその子供達に誇れる住みよい立派な街にしようではあり
ませんか。
吉田正輝（S32 工）
◇◇◇＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝◇◇◇

「 自由投稿」
自由投稿 」 原稿の
原稿 の 募集
ニュースレターの充実を図るために、会員の方々からテーマを決めないで原稿を
いただくことにしました。今後卒業年度毎に編集担当からお声をお掛けしますので、
積極的にお答えくださいますようにお願いします。手始めは、昭和 20 年代・30 年
代卒業の方に原稿をお願いします。内容が政治的・宗教的に偏ったものでない限り、
ニュースレター19 号以降に、そのまま掲載させていただきます。塾生時代の思い出、
お仕事の紹介、家族やご自分の毎日の生活、健康法、趣味の活動、ボランティア活
動、三田会や地域への提言、人生訓、現在の関心事などなど。文字数は 400～500
字程度としますが、少なくても構いません。いただいた原稿は順次レターに掲載し
ていこうと思います。送り先は編集責任者の住所宛（188-0012 西東京市南町 5-17-13
高橋信一）か、以下のメール・アドレスとします。shin123@jcom.home.ne.jp
編集委員会
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ブルーベリー摘みを楽しむ会
夏の恒例行事となったブルーベリー摘み会を今年も 8 月 7 日（日）開
催しました。今年は 33 名と過去最大の方に参加頂きました。2011 年 8
月に有志が東久留米三田会会長（当時）野崎陽一さん経営のブルーベリー園を訪れて、ブルー
ベリーを摘み取り木陰で喉を潤し大いに楽しんだのがこの行事の始まりです。
これが第 1 回で、
今回は 6 回目を迎えました。
野崎さんには今年も西東京三田会の利用をお願いし、
「奈良山園」としてブルーベリー摘みの
一般営業している中、この日の利用を早くから確保して頂きました。開催までは果樹木の剪定、
堆肥、雑草除去、施肥、防鳥網設置等々といろいろな準備があったことと思います。
当日の 8 月 7 日は天気に恵まれ絶好のブルーベリー日和となりました。毎年ブルーベリーの
収穫を楽しみにしている常連の方も、一度家族でブルーベリー摘みをしてみたかったという初
めての方も、用意されたポリバケツを各自手にして果樹園に向いました。昨今いろいろな果実
の収穫が経験できる中で、ブドウ狩りや梨もぎは手を上に伸ばさなければならないし、栗拾い
やいちご摘みは腰を屈めなければならないのに対し、この北アメリカ原産のツツジ科の落葉低
木ブルーベリーは大人も子供も目の高さの実を吟味し試食しながら、美味しい実を取り込める
のが良いところです。しかもブルーベリー1 粒の中にはからだに嬉しい栄養がたっぷり含まれ
ています。アントシアニンは抗酸化作用を持ち眼精疲労回復や生活習慣病の改善、花粉症の緩
和に有効で（諸説あります）
、食物繊維、ビタミン C、ビタミン E もたっぷり含んだパワー凝
縮の優れモノです。
収穫を堪能した後は野崎邸の屋敷林に囲まれた庭で夕涼み懇親会を開きました。用意したつ
まみに加え、野崎さん提供の新鮮な野菜も口にし、ビールやソフトドリンクを飲みながら歓談
し、夏の夕暮れをのんびりと過ごしたのでありました。
宮本敬一 （S46 工）
暑さを演出する蝉時雨にせかされながらも遅々として進まぬ収穫。坂口さんが見かねて、
こうやって取るんですよと教えてくれた。見ると軍手はすべり止め付の本格的なもので、バ
ケツは 3 分の 2 ほど埋まっている。最初にひとつ落としてしまって以来臆病になっている私
とは大違いだ。他にも日当たりが良いところが甘くて美味だとか教わった。小笠原さんは冷
凍保存で 1 年食べられる食し方を教えてくれた。この機会を設けて下さった野崎さん、様々
な知恵をご教示下さる諸先輩方に感謝すると共に、若輩ぶりを実感した次第。これからもこ
うやって先輩の知恵を借りつつ人生を歩んでいくのだろう。航空宇宙を専攻する息子も宮本
さんのお話を伺えたようで、改めて三田会の素晴らしさを実感した。 荒井美香 （H11 文）

今回は、妻と孫とその父親の 4 名で参加させて頂きました。孫は 2 歳 5 ヵ月ですが、行く
前からすごく楽しみにしていて、とても暑い中でしたが、夢中でブルーベリー採っていてと
ても楽しんだようです。
野崎さんに聞いたのですが、大人は自分の目の高さから上を見るのですが、小さい子は大
人が目にしない処にある、良い実を採ることができるのだそうです。甘い、と言いながら大
きな実をたくさん採っていました。
稲木雄一郎 （S48 工）
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グルメの会
「日本銀行見学とミシュラン獲得店天婦羅銀座
「日本銀行見学とミシュラン獲得店天婦羅銀座阿部での会食」
銀座阿部での会食」
7 月 6 日（水）午後 2 時 40 分 日本橋本石町の日本銀行西門に 17 名が集合。奥様とご同伴
の方が 4 組参加され、三田会の形で大変良い感じでスタートです。日銀の外側はよく見るが、
中に入るのは初めての方々が多く見てみたいと、待ち合わせの時間から会話が盛り上がります。
日銀のビデオで概略を頭に入れて、いきなり執務中の新館へ訪問。日銀ネットの作業者、打
合せ中の方々、電話中の方など実際の業務のリアリティー感が有りビックリ。約 40 分の館内
見学と別室で 30 分職員による、日銀の現状の話題を分かりやすく解説頂きました。当会の参
加者の質問が活発で予定時間を 15 分オーバーでした。
食事は、ミシュラン、ピググルマン獲得している、銀座天賞堂近くの天
婦羅屋で行いました。
坂口会長の挨拶と乾杯で会がはじまり、美味しい食事とビール、お酒、ワ
インで盛り上がり、写真を何枚も撮り、とても楽しい夕食でした。7 時に
は銀座で散会しましたが、まだ明るい銀座の町、華がある街並みの涼しい
風を感じながら帰路につきました。
小笠原寿男（S57 経）

初秋の催し 「日本酒の氷室囲いを頂くカイ」
「日本酒の氷室囲いを頂くカイ」
歩くと蒸し暑さが残る 9 月 3 日（土）の夕方、地元ひばりが丘の「吉之助」
に、時間通り参加者 10 名が顔を合わせました。最初に、
「吉之助」オーナで
稲門会会員の鶴田社長から三田会に対して心温まるご挨拶を頂き、坂口会長
の挨拶と乾杯のご発声で宴会が始まりました。初めは、「明鏡止水」の氷室
囲い。デカンターに入れる時に初めて空気に触れるので、フレッシュで、味
は丸味と濃いのが特徴です。旨いとピッチが速くなります。そして、蒸籠に新鮮な魚と野菜を
入れ、目の前で蒸してポン酢で食べていると、松本洋平さんが遅れて来られた。すぐに全員と
和気あいあい。これが西東京三田会の良いところだと感じます。
「明鏡止水」
「黒龍」
「美丈夫」
と美味しい酒がどんどん出てきました。時間を忘れ丁度宴たけなわ。原洋一さんの音頭で、威
勢よく息が合う「一本締め」
。とてもとても楽しい「日本酒の氷室囲いを頂くカイ」でした。
小笠原寿男（S57 経）
前回の日銀見学と「てんぷら阿部」での会食に続き 9 月の「日本酒の氷室囲いを頂く会に参
加しました。場所はひばりが丘の居酒屋「吉之助」で行われました。三十数年振りにひばりが
丘に行きましたが、昔の閑散とした面影はなくにぎやかな町に変貌しており町の変わりように
驚きました。店は稲門会員で鹿児島出身の社長の店でしたが「吉之助」の名前は西郷隆盛にち
なんでつけられたとのことでした。参加者は 10 名ほどでしたが途中で、国会議員の松本さん
も来られ話は多きにわたりにぎやかな会となりました。鹿児島は本来芋焼酎が有名ですが
「吉之助」では日本酒も美味しく料理も豊富で楽しいひと時をすごしました。
牛島康朗（S40 政）
7

ブルーベリー摘みを楽しむ会
平成 28 年 8 月 7 日
東久留米の奈良山
園にて恒例のブル
ーベリー摘みが行
われ、33 名の方々
の参加がありまし
た。収穫後、野崎
邸屋敷林での納涼
会の記念撮影で
す。

ゴルフ会

麻雀サークル

11 月 13 日、西東京三田会の雀位を決する
年間グランプリ大会が開催されました。
当日は初場所以降の各場所で凄腕を競っ
た 12 名の雀士が揃い、腕を競いました。

第 27 回ゴルフ会は 11 月 16 日秋晴れの中、
小平三田会共催にて高麗川 CC で行われま
した。当会からの参加者 15 名を含め、総
勢 22 名での激戦となりました。
次回は 6 月 7 日開催予定です。

ANA・花王見学会
工場見学支援：10 月 28 日、谷
戸小学校 5 年生の ANA 羽田機
体整備工場と花王川﨑工場見学
に同行しました。
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ハイキング会
平成 28 年 10 月 30 日
「奥多摩日原鍾乳洞を巡る」
路線バス終点の東日原から
鍾乳洞を目指し、5 人で紅葉
の奥多摩の風景を堪能

市内歴史散歩の会
10 月 3 日秋晴れの好天の中、ひばりが
丘駅から田無駅の間に点在する、市内の
歴史的名跡を 10 名で辿る
今までに気付かなかった史跡、改めて気
付いた歴史に一同感激

グルメ会

連合三田会

本年のグルメ会は、多くの会員の皆様に悦んで頂け
るよう、趣向を凝らしたイベントに挑戦
7 月 日銀本館見学と銀座天ぷら名店での会食
9 月 ひばりが丘「吉之助」での納涼会
11 月 最高裁判所見学と赤坂スペイン料理の会

10 月 16 日、日吉キャンパスにて
本年の連合三田会が開催されました
例年のように幟端を掲げ 6 名が参集
東久留米三田会の野崎前会長を交え
て記念撮影
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健康のページ
中村邦彦(H03 医)

不眠症（２）
前回、不眠の症状は、入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害があり、睡眠薬はこれらの不
眠症状のタイプに応じて処方されると述べました。国内においてはこれまでベンゾジアゼピン
(BZP)誘導体が多く使われてきました。BZP 誘導体は作用時間の異なるものがあり、入眠障害に
は超短時間作用型（ハルシオン）、中途覚醒、早朝覚醒には短時間作用型（レンドルミン、デパ
スなど）中間型（ベンザリンなど）がよく使用されており名前を聞いたことがある方も少なくな
いと思います。これらの薬は以前のものと比べて副作用が少ないとして開発されたものではあり
ますが、長期の使用を前提としてはいません。ところが漫然と長期に渡って使用して、筋弛緩作
用や平衡機能低下により転倒、一過性の記憶障害、依存性などが問題となる方が増えてきました。
これらの副作用を軽減するため、BZP 誘導体と同じように BZP 受容体に作用するが非ベンゾジ
アゼピン系（マイスリーなど）と言われるものが開発され使用が増えてきていますが、残念なが
ら超短時間作用型のものしかなく入眠障害以外の方では効果が不十分に感じられます。
最近になり新しい不眠症治療薬が登場してきました。一つはメラトニン受容体作動薬（ロゼレ
ム）で、概日リズム睡眠障害に使用、すなわち体内時計の乱れを調節することにより不眠症を治
療するものです。前述の薬に比べて効果は弱いものの副作用はほとんどなく安全性が高く高齢者
でも使用しやすいものです。もう一つは 2014 年に発売された、覚醒維持に関わる脳内物質オレキ
シンの受容体拮抗薬（ベルソムラ）で、副作用が少なくマイルドに長時間作用することが期待さ
れています。ロゼレムやベルソムラは安全性が高く長期に安心して使用が可能ですが、マイルド
な作用であるが故に効果を得るには生活習慣の改善が極めて重要となってきます。
不眠症の治療は薬に頼らず睡眠に満足感が得られることがゴールであり、生活習慣の改善を前
提として薬は補助的にあくまで一時的に使用するのが本来あるべき姿です。現在、不眠症治療薬
を使用している方は、自分の服用しているものがどのような効果と
副作用があるのかを一度確認されることをおすすめします。特に
BZP 誘導体を使用している場合はできるだけ早く減薬、他剤への切
り替えを主治医と相談された方がよいでしょう。また不眠は、精神
的なうつ症状、睡眠時無呼吸、睡眠中に足がむずむずする異常感覚
などを原因としている場合もあり、これらには別の治療が必要にな
ってきます。すでに不眠症治療薬の投与を受けて効果が得られてい
ない場合には、睡眠障害専門医でのカウンセリングを受けてみた方がいいかもしれません。
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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.4」発行
」発行
東村山三田会の会報が 6 月 20 日に発行されました。初めての講演会多摩六都科学館館長高
柳雄一氏の講演と第 2 回誕生会（12 月～3 月誕生の会員 14 名）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 36 号」発行
会報 36 号が 7 月 2 日に発行されました。第 14 回総会・講演会・懇親会の報告。講演は慶
應義塾大学名誉教授 KP 会副会長福島紀子先生。
編集委員
西東京稲門会 会報「けやき野 42 号」発行
会報 42 号が 7 月 30 日に発行されました。第 16 回総会報告と新会長古賀良郎氏の挨拶、そ
の他トピックスや会員短信で全 8 ページ。
編集委員
東久留米三田会 会報「若き血 第 37 号」発行
会報 37 号が 10 月 8 日に発行されました。来年 2 月 4 日の「銀杏寄席」と新年会、4 月 22
日の総会のお知らせが主です。自由投稿は 4 件 11 ページ。
編集委員
慶應連合三田会大会に参加
慶應連合三田会大会に参加
共にすごそう「生涯の一日」2016 年連合三田会大会は 10 月 16 日、日吉キャンパスで開催
されました。当会の幟旗の下に 6 名の会員が立寄りました。
編集委員
西東京稲門会ゴルフ会に参加
11 月 2 日に高坂カントリークラブにて行われました。参加者は 23 名、当会からは 5 名（稲
月、小川（恒）、小堀、曽根原、原（洋）の各氏）が参加しました。稲月氏が優勝されました。
編集委員
東村山三田会忘年会に参加
11 月 23 日に東村山三田会の忘年会が開催され、大内氏、樋口氏が参加しました。
編集委員
西東京稲門会 会報「けやき野 43 号」発行
会報 43 号が 11 月 26 日に発行されました。発足 15 周年記念の上田市バス旅行や様々な行
事の報告です。新記念会堂の名称が「早稲田アリーナ」に決まりました。
編集委員
東久留米三田会主催コンサートに
東久留米三田会主催コンサートに参加
12 月 4 日慶應義塾大学混声合唱団によるコンサートがまろにえホールで開催されました。
高橋（信）氏が参加しました。
編集委員
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地域社会活動
地域社会活動の主体をなしているＡＮＡ羽田機体整備工場（MC）見学は 11 年目を迎え前報
で述べたように特別見学から一般見学扱いになりました。しかし、当会が支援し谷戸小学校の
見学は 10 月 28 日に決り、実施踏査申込、申請手続きをも当会経由で行いました。また、見学
先は午前中 ANA-MC、午後は谷戸小が花王川崎工場見学を選びました。
ANA-MC 見学： 往路は航空関係全般知識をつけてもらうため計算問題も含め、当会用意の
クイズ形式で答えてもらいました。ANA-MC では、教室内で強化炭素繊維胴体部分とアルミ
合金胴体の展示品や航空機部品を手にした後、お話会に入り、羽田空港滑走路の解説、就航機
種、到着機体誘導の話、映像による整備士、地上スタッフ空港関係者の仕事、パイロット、キ
ャビンアテンダント（CA）の 1 日について紹介された。整備工場では 2 機の B787 を見学し
た。次いで“海ほたる”に立寄りお弁当を取りました。
校 名
クラス数
生徒数
教職員
当会支援者
注記（*）カメラマン
谷戸小
2
62―1
4+1（*）
中野、坂口、篠崎、中田（計 4 名）
花王・川崎工場見学： 花王・川崎工場では環境学習の一環として、花王から送られた CD で
事前学習してきた事項をワークブック「エコなモノづくり 工夫をさぐろう！」に答えを書き
込む冊子が配られ、また、これを工場見学時も使い答えを入れ、楽しく学習が進められました。
途中、食器洗いのポイントを映像とクイズ形式で進め、洗剤のはたらきを確かめる実験を 2 人
1 組で行ないました。工場では洗剤の充填、検品、ダンボールへのパッキング、自動倉庫の蔵
入・蔵出ラインを見学しました。
将来航空関連業務に従事したい生徒数は、2 組合計でパイロット（10）
、CA（4）
、整備士（9）
、
設計者（11）でした。
中田 勳（S36 工）

サークル活動
市内歴史散歩の会

第 7 回市内歴史散歩会は、10 月 2 日（日）西東京市域西北部を歩きました。雲ひとつない
好天（暑い！！）のもと、参加者は同伴者を含め 10 名。ひばりが丘駅 9 時半集合で、
「自由学
園」→「引き込み線跡地」→変貌遂げる「ひばりが丘団地」→市指定文化財第 1 号の「石幢六
角地蔵尊」とその近くの「青面金剛庚申塔」→観音寺立寄り→田無駅と歩きました。田無駅着
後の反省食事会でも 7 名が残り話題に花咲きました。今回で市域をほぼ全部回り終わりました
ので、今後は過去ルートの再踏破や新ルート開拓などを考えていきます。
奥様とご夫婦で参加された佐藤貢一会員のご感想です。
「6 月のグルメの会以来の夫婦での
行事参加でした。当日は好天にも恵まれ(というより季節外れの暑さ）
、各所における先達諸氏
の丁寧な説明に改めて明治からの長い歴史の変遷に思いを馳せ、2 時間半はあっというまでし
た。完歩できたことが家内共々なによりのことでした。
」
樋口明朗（S43 経）
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麻雀の会
今期は夏場所、秋場所、年間グランプリの合計 3 回の麻雀の会がいず
れも雀荘 P ジャンで開催されました。
夏場所は 7 月 3 日に行われ、
光山、
高梨、曽根原、牛島、栗原、西野、樋口、原洋一、原護、佐藤、田野倉、
亀山、宝井、川満の 14 名が参加されました。暑い日でありましたが会場
はさらに熱気に包まれながらも楽しく過ごし、優勝は前回に引続き光山
さん、2 位は常勝の高梨さん、3 位は川満さん、7 位は西野さん、B.B 賞
は原洋一さんが獲得しました。
秋場所は 9 月 25 日に行われ、光山、奥村、高梨、曽根原、牛島、栗原、
樋口、原洋一、原護、佐藤、田野倉、亀山、宝井、川満野の 14 名が参加されました。今回も
常勝の方々が力強く応戦した結果、優勝は牛島さん、2 位はまたもや高梨さん、3 位は光山さ
ん、7 位は原護さん、B.B.は佐藤さんでした。今場所は年間グランプリに向けての重要場所と
なりました。
グランプリ場所は 11 月 13 日に行われ、光山、高梨、栗原、直井、西野、田野倉、牛島、川
満、樋口、原洋一、亀山、原護の 12 名が参加されました。今場所の成績の表彰と本年度に獲
得した総ポイントの成績の表彰となります。今場所は年間グランプリを目指し白熱した戦いと
なり、前々回の年間優勝者の原洋一さんが猛烈な追い込みを見せ 121 点を記録しました。121
点は本年度の最高得点で、初場所で高梨さんの記録した 86 点を大きく上回るものでした。今
場所の優勝は原洋一さん、2 位は久しぶりに参加された直井さん、3 位は川満さん、7 位は牛
島さん、B.B は田野倉さんでした。
この結果年間グランプリの優勝は牛島さんでした。グランプリ場所は－8 と大きく落ち込む
ことなく年間を通じてコンスタントに実績を上げて 126 点を記録しました。2 位は優勝候補筆
頭の高梨さんでしたが、今場所の－45 が響き年間 117 点とわずかに及びませんでした。3 位は
各場所で活躍された光山さんで、7 位は原護さん、B.B は田野倉さんでした。
2017 年のスケジュールは下記の通りに予定しており、
初場所 1 月 22 日、
春場所 3 月 26 日、
初夏場所 5 月 28 日、夏場所 7 月 23 日、秋場所 9 月 17 日、グランプリ場所 11 月 19 日です。
原護（S45 法）

11 月 13 日開催された麻雀の会に参加しましたが、
この日の参加者は、12 名でした。
今回は、
年間優勝を決める会でもありましたので、張り切って挑みましたがこの日は全くつかず 7 位に
終わりました。元々麻雀の勝ち負けは、つき 7 割、実力 3 割といわれていますのでやはりそう
かと半ばあきらめていましたが他の候補者もやはりつかなかったようです。したがって、前回
優勝と初場所の 2 位の成績のおかげで年間優勝がまわってきました。やはりついていたのでし
ょうか。
牛島康朗（S40 政）
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ゴルフ会
ゴルフ会
11 月 16 日（水）
、高麗川カントリークラブにて小平三田会と共催で第 27 回ゴルフ会が行われ
ました。今回の参加者は 22 名で、当会会員から 15 名、西東京稲門会から 5 名、小平三田会から
2 名の参加のもと 6 組で行われました。11 月上旬には東京でも木枯らし 1 号が吹き、一気に寒さ
が増しましたが当日は快晴で風もなく、美しい紅葉のなか絶好のゴルフ日和となりました。稲門
会の皆さん、小平三田会の皆さん、今回初参加の高橋幸三さん紹介の後、大平一氏から「安全に、
元気に楽しくプレイしましょう」との朝の挨拶を受けて皆さん張り切ってスタートしました。戦
略的なコース、高速グリーンに悩まされながらも各ホールでドラマが生まれ、皆さんの笑顔が絶
えないゴルフ会となり、新ペリア競技の結果、優勝は稲月喜一氏、準優勝が高橋幸三氏、3 位は
宮澤恭男氏でした。終了後の表彰式は、和気藹々と楽しい相互交流と親睦の場となりました。
次回は平成 29 年 6 月 7 日（水）です。場所は未定ですが、皆さんが楽しんで頂けるゴルフ会を
企画してますので、奮っての参加をお待ちしています。
宝井繁夫（S52 商）
快晴なれど小春日和には程遠い強風のなか久々に大台 100 を叩いてしまった。良い打球を放っ
ているのに風の悪戯で球はあらぬ方向へ、ということではない。風が気になりスイング自体が乱
れてしまったというのが正鵠である。要は地力がなく下手なのだ。先ずその事実・現状を認めな
くてはならない。成果がでない理由を外部環境に求め、地に足の着いた地道な施策をスルーして
いるどこぞの国の経済政策のようなムード・姿勢に安住してはならない！心技体、基本からやり
直そう！との反省と決意に至った有意義な一日であった。
斎藤嘉久（S54 政）

グルメ会
グルメ会・・晩秋
・・晩秋の
晩秋の巻
最高裁判所見学とスベイン料理をいただくカイ
小春日和の 11 月 17 日（木）
、裁判所南門に 15 名が集まり石造りの最高裁の中に順番に入る。
厳重なチェックを過ぎると、ワクワク感が吹き飛び興奮に代わる。デカイ正面ホール。 1975 年
度の日本建築学会賞・建築業協会賞を受賞した最高裁判所庁舎のインパクトある存在感。正義と
平和を表すブロンズ像、ベンチ、ライト、トップライト、各々の強いデザインが大空間に調和し
心地良い印象が残る。書記官のご説明がご丁寧で、大法廷内に座り、絶対的な公正性の空気感を
存分に感じられる細かい説明と、こちら側の沢山の質問への回答。ご対応頂いた書記官様に感謝。
その後ガーデンテラス紀尾井町まで散歩気分でゆっくり歩く。赤坂プリンスのクラシックハウ
スが目に入る。ここでも集合写真。青春時代を思い出した方々があちこちでカメラをパシャパシ
ャ。このガーデンテラス紀尾井町 3F のスペイン料理 EL Fuego DEL TORO に到着。 お店のオ
ープンと同時に入場して席につき落ち着くと、スパークリングワイン片手に坂口会長の挨拶と乾
杯のご発声、三田会らしくスペイン語で Salud!(サルー；乾杯）
。生ハム、カルパッチョ、有機温
野菜、熟成肉のジョスパーグリル等が運ばれ食事をしながらの会話が盛り上がる。
お店の方の料理の説明を頂きながら、サーブされるスペインワインを飲み、あちこちで笑い声
が響く。しだいに宴たけなわになり、中田さんの締めの挨拶でこの会もお開き。お店の前でも酔
いの顔で集合写真。ここは赤坂。お茶を飲む人、散歩する人、帰宅する人。楽しい思い出の 1 日
でした。
小笠原寿男（S57 経）
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ハイキングの会
ハイキングの会
今年は例年より 10 日ほど紅葉が遅れで、休日バスの終点・東日原までな
く、中日原を過ぎ、おむすびのような稲村岩は頂から三分の一ほどが錦で覆
われていました。平日の終点鍾乳洞バス停を過ぎ、橋を渡り丁字路を右折し
10 分ほど進み鍾乳洞入口に着きました。洞内は乾燥し歩きやすいです。洞内
の鍾乳石にはいろいろな名称が付けられ、香炉岩、弘法大師学問所、水琴窟
（良い音色）、縁結び観音、隣にさいの河原、ガマ岩、白衣観音などの石筍
や石柱があります。鎌倉時代からの修験道の聖地の名残があり、高低差もあ
り、洞内温度は 11℃でも汗をかきながら洞内一周しました。その後、一石神社にお参りし巨樹
のデータがある森林館を訪れました。巨樹画家・平岡忠夫の絵画があります。東日原から帰路
に着きました。
参考：巨樹＝地上から 1.3m 高さの位置で幹の周囲が 3m 以上をいい、全国で 69,447 本）
【山行記録】行
行 動 日：2016 年 10 月 30 日（日）天候：晴 地図：昭文者 奥多摩
集 合: 小平駅拝島方面後方ホーム 7:45 費用：交通費 2554 円＋入場料計 800 円（割引 100 円）
コース：小平
7:56=7:21 拝島 8:27=9:18 奥多摩 9:28=9:55 東日原 10:00・・・10:40 日原鍾乳洞 11:30・・・
コース
一石神社 11:40・・・12:10 森林館・・・12:45 東日原 13:25=13:55 奥多摩 15:19＝青梅＝16:00 拝島 16:19
＝田無 16:46（解散）

参加者:
参加者 樋口明朗、宮本敬一、原 洋一、大内 俊、中田 勲
中田 勳（S36 工）

30 周年記念登山へのお
周年記念登山へのお誘
へのお誘い
西東京三田会の創立 30 年記念に山に登るサークル活動を計画中です。30 周年ですから、そ
の辺の山じゃありません。北アルプスや南アルプスの名だたる高峰を目指します。慶應義塾は
文武両道の学校です。サークル活動にもう少し「武」があっても良いと思います。そんな事を
思いつつ、以下の人気山岳の 3、4 候補をピックアップしました。
① 槍ヶ岳(3180m)or 穂高岳(3190m)
槍・穂どちらも上高地から登ります。合わせて縦走も可能です。
② 北岳(3193m)
日本第 2 の高峰です。体力勝負です。
③ 剣岳(2999m)
一般的な登山対象では最も険しい岩山です。
日帰りでは行けません、山で泊まります。体力・経験・練習が必要になりますが、渡辺が責
任もって指導・ガイドしますので、心配ありません。皆さんどうですか、興味ある方是非ご一
報を（PXI15421@nifty.ne.jp）
。
渡辺康隆(S52 工)
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第 13 回西東京三田会写真・作品展

期日・場所 ： 2016.11.22（火）～11.27（日） 柳沢公民館 1 階ロビー
参 加 者 ： 24 名（内 西東京稲門会 4 名、小平三田会 3 名）と過去最大
作品内容 ： 写真 18 名、版画 1 名、油彩 1 名、水彩 2 名、工芸２名（木
彫･ステンドグラス 各１名）
写真・作品展は 2004 年に開催し今年で 13 回目となりました。柳沢
公民館 1 階ロビーをお借りし、壁面約 6m に水彩、油彩、版画、木彫、
マリオネット、ステンドグラス等 13 作品を展示、6 尺パネル 7 枚の両
面に 50 枚の写真、2 面に【東北・熊本震災への支援活動】5 枚：
【ANA
羽田機体整備工場・花王川崎工場】について 5 枚、計 73 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 6 日間ご覧い
ただきました。
大平 一（S39 文）

『聖パウロ教会』石戸さん

『鯰を売る少女』
『亀の取り組み』直井さん

『秋まつり』（川越・氷川神社）

水彩『池畔Ⅰ』小平三田会

鈴木さん

石毛さん

左から『これがうず潮だ』、
『うず潮と鳴門海峡』、
『うず潮に近づく観光船』
高梨さん

中田さん

編集後記
ニュースレター18 号をお届けします。既にご承知のように、本年は当西東京三田会
創設から 30 年の節目になります。記念誌と祝う会の準備を進めております。坂口会
長の下、会員一丸となって成功に邁進したいと思っております。皆様のご協力を改め
てお願い致します。ニュースレターも「自由投稿」の新たな企画を立てました。積極
的に原稿をお寄せください。
編集委員： 高橋信一、坂口光治、中田勲、樋口明朗、原 護、篠崎哲雄、大内俊、
亀山仁史
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