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昨年度、平成 29 年度の総会時には、昭和 62 年「田無三田会」設立を起点とし

たその後の「田無・保谷三田会」、そして現在の「西東京三田会」に至る「30周

年」を記念して記念誌刊行を含む記念行事を成功裏に開催いたしました。当会が

こうして連綿と続いてきていることを非常に喜ばしく感じています。 

西東京三田会は、創設の頃を先達がいみじくも語っておられますように、

「1 年に一回集まっている」会であったものが、現在は会内で多くの同好

グループが自主的・活発に活動するということが特徴になっています。 

会員の皆さんがこの会を、基盤として、「何々をやろう」という発案があったら、まさに「自

主的・活発」に実現されること、これが私の願いです。なお、こういう会内の諸同好対象であ

る「何々」は趣味、旬の作物採収、研究、学習、社会貢献活動、なんでもよいと思います。消

長もありますから一過性でもよいと思います。むしろ、継続への拘りなどで、「当為」に繋が

ることは避けていただきたいものと思っております。 

このような会内の自主的活動を「西東京三田会」という次元で考えたとき、大切なことは 2

点です。「マッスの維持・拡大」と「魅力の維持・開発」です。前者は、表門は入会促進で、

来年度には組織的に行おうと考えていますが、裏門として、減少を最小限に食い止めることも

含み、このことは、後者にも関係して参ります。諸般の事情から、活動機会になかなかご参加

いただけないながらも会員で居続けて下さっている方々に敬意を表しつつも、それに甘えるこ

となく、なにか参画意識の可能性開発が課題だと思います。例えば、活動といえば身体的活動

だけが意識されがちですが、当為にならないことに気をつけつつも、眠っている「会員の能力・

資質（希少の趣味・研究・興味ないし、専門関係）を活かす」ことにもう少し注力できないか

などということも考えております。 

会全体の維持に係わる諸会務としての、広報充実や会計・経理、それから社中や近隣友好会

との連携などももちろん体制を整えて力を傾注して参りますが、まずもって皆様方の「自主

的・活発な」西東京三田会有効活用をどうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

西東京三田会は会員の皆さんが主体的に運営するものです 
「会」はその基盤・母体です 

西東京三田会会長 

樋口 明朗 
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西東京三田会平成 30 年度定例総会は、平成 30 年 5 月 20 日（日）午後 2 時 50 分より、コ

ール田無 2 階イベントルームを会場に宝井繁夫氏の司会で開催されました。出席会員数は 36

名（総会員数の 32.4%）でした。開催に先立ち、出席者全員が塾歌を斉唱し総会が開始されま

した。冒頭の坂口会長の挨拶の中で、昨年の 30 周年記念行事が成功裏に終了したことへの御

礼、これまでの会員の協力への感謝と今後の西東京三田会の一層の発展、総会での審議への協

力のお願いがありました。 

総会は、宮本敬一氏を議長に、佐藤貢一氏を書記に選任し、総 5 議案の審議が総会資料に基

づき進められました。審議議案並びに結果は以下の通りでした。(詳細は総会資料参照) 

第 1 号議案 平成 29 年度事業報告 高橋幹事長説明 …………………… 承認 

第 2 号議案 平成 29 年度決算報告 樋口副幹事長、原護監事説明 ………… 承認 

第 3 号議案 役員改選（案）  高橋幹事長説明 ……………………… 承認 

第 4 号議案 平成 30 年度活動計画（案） 樋口新会長説明 ………………………… 承認 

第 5 号議案 平成 30 年度予算（案）   樋口新会長説明 …………………………  承認 

 引き続き新役員の紹介を行い、最後に塾員センター課長北村和夫氏より義塾近況報告があり

ました。以上をもって総ての次第を終了し無事総会を閉会しました。 

宝井繁夫（S52 商） 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    2018年年年年 1月～月～月～月～3月の西東京三田会の主な行事・出来事月の西東京三田会の主な行事・出来事月の西東京三田会の主な行事・出来事月の西東京三田会の主な行事・出来事    

月 日 件 名 備  考 

2222    

0000    

1111    

7777    

年年年年    

度度度度 

1.06 小平三田会新年会 坂口・篠﨑 

1.07 第 7 回役員会 イングビル第 2 会議室 15 名出席

1.14 西東京三田会新年会 墨花居 （別掲） 

1.20 東村山三田会講演会  東村山サンパルネ・コンベンションホール 坂口・篠﨑 

1.21 麻雀の会 初場所 P ジャン

1.21 西東京稲門会新年会 保谷こもれびホール 坂口・宮本 

2.03 東久留米三田会新年会 銀杏寄席 坂口・高橋・宮本 

2.08 カラオケの会 スナック「ペアー」 9 名出席

2.22 ANA 訪問 中野・中田 

3.11 第 8 回役員会 イングビル第 2 会議室 14 名出席

3.11 西東京市教育委員会表彰式 中野・中田・坂口

3.25 麻雀の会 春場所 P ジャン 12 名参加

平成平成平成平成 30 年西東京三田会総会開催年西東京三田会総会開催年西東京三田会総会開催年西東京三田会総会開催
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総会・懇親会に先立ち、コール田無 2 階イベントルームにおいて、本会主催によ

る市民公開講座「東京の防災と減災」講演会を開催しました。

当日は本会会員を始め、市民の皆さまにも多数お越しいただき、会場は 70 名を

超える盛況となりました。

「30 年以内に首都直下地震が発生する確率は 70％」という「不都合な真実」に市

民としてどう対処すべきなのか、有事の際、被害をゼロにはできなくても、備えて

減らすこと（減災）はできる、という視点から防災について考えました。

講師としてお招きした東京都の総合防災部宮澤夏樹様には、この度東京都が作成

した女性視点の小冊子『東京くらし防災』を中心に、広域的な防災行政を行う立場

からお話しいただき、また、地元西東京市危機管理室の宮前卓志様、三上さやか様

からは、より地域に密着した行政の立場からクイズもまじえ、大震災が発生した際

の「自助」「共助」の心構えをわかりやすく説明していただきました。

講師の要点を押さえた解説を興味深くお聴きし、市民一人ひとりが暮らしの中で

「いのちを守り、つなぐ」ために今からでもできることに取り組んでいく大切さを

学んだ講演会でした。

佐藤貢一（S48 経）    

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    2018 年年年年 4 月～月～月～月～6 月の西東京三田会の主な行事・出来事月の西東京三田会の主な行事・出来事月の西東京三田会の主な行事・出来事月の西東京三田会の主な行事・出来事    

月 日 件 名 備 考 

2222    

0000    

1111    

8888    

年年年年    

度度度度 

4.01 第 4 回観桜会 小金井公園 （別掲） 

4.21 東村山三田会講演会・懇親会 樋口・高橋 

4.2１ 東久留米三田会総会・講演会・懇親会 篠﨑・渡辺康隆 

4.22 第 1 回役員会 田無庁舎 203 会議室 17 名出席

4.29 野草の会 都築農園 4 名参加 

5.11 連合三田会大会兼頒布会 高橋 

5.12 小平三田会総会・講演会・懇親会 坂口・篠﨑・三輪 

5.20 平成 30 年度総会・講演会・懇親会 コール田無 （別掲） 

6.06 ゴルフの会 武蔵 OGM ゴルフ倶楽部 22 名参加 

6.07 カラオケの会 スナック「ペアー」 8 名参加

6.10 第 2 回役員会 田無庁舎 202 会議室 18 名参加 

6.10 西東京稲門会総会 東伏見キャンパス 樋口・渡辺康隆 

6.10 所沢三田会創立 10 周年記念祝賀会 原洋一・宮本

6.19～23 第 2 回小平三田会作品展（協賛） 小平中央公民館

市民公開講座「東京の防災と減災」市民公開講座「東京の防災と減災」市民公開講座「東京の防災と減災」市民公開講座「東京の防災と減災」 
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=======================================================◇◇◇       

総会の終了が少々遅れたことに因り、懇親会の開会も10 分少々ずれ込むことになりました。然

しながら、講演会、総会という重要なイベントを無事に終え、出席会員皆に充実感と安堵の表情

が見て取れます。 

 開会に際し、直前の総会にて会長に就任した樋口新会長から挨拶があり、当会に対するご自身

の信念の一端が述べられました。来賓のご紹介に続いて、当会の新たなスタートへのはなむけの

言葉と共に、前会長の坂口理事による乾杯のご発声があり、その後歓談に入り、和気藹々とした

雰囲気の中、和やかな時間が流れました。 

 今回は、歓談の合間にサークル幹事に依るサークルの活動紹介が行われました。各サークル、

持ち時間2 分という短い時間ではありましたが、サークル毎の集合写真

の映像のもと、趣向を凝らした説明がなされました。また、アトラクシ

ョンとして、当会会員である丑山佐枝子さんによるクラウン・マギーの

パフォーマンス・ショーが約 15 分に亘り行われました。クラウン・シ

ョーを生で見られる方も多く、会場全体に大きな笑顔と歓声が溢れまし

た。その後、宮本副会長に依るエール交換が行われ、「紺碧の空」と「若

き血」を全員で斉唱致し、会場が一体となり、大いに盛り上がりました。 

 最後に曽根原顧問による中締めに依り愉しかった懇親会が終了し、出

席者全員で記念撮影を行い、散会となりました。 

大内俊（S57 経院） 

 

 

 

 

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

平成 30 年の西東京三田会の新年会が 1 月 14 日（日）13 時から田

無駅北口の中華料理店「墨花居」で開催されました。 

家族2 名を含め44 名の会員の方々の出席がありました。ご来賓として西東京稲門会古賀会長と

緒方副会長兼幹事長、東久留米三田会の大野会長と佐武副会長兼幹事長代理、東村山三田会の松

田会長と岡崎役員、小平三田会の吉川会長と川崎監査役の皆様にご出席を賜りました。 

大内副会長と佐藤理事の司会の下で塾歌斉唱から会は始まりました。今年はスクリーンを使い

映像を投影しました。冒頭に坂口会長から昨年の30周年記念行事の成功を喜ぶとともに次年度総

会・講演会の成功を期したいとの挨拶があり、古賀稲門会会長の祝辞に続き、吉川小平三田会会

長の乾杯の音頭で宴が開始されました。 

歓談の進む中、ご来賓のご挨拶や戌年生まれの会員紹介等があり、昨年同様に会場を埋め尽く

す熱気溢れる新年会でした。次年度は女性会員の参加を呼び掛けたいと思います。 

そして、早稲田大学応援歌「紺碧の空」に続いて慶應義塾大学応援歌「若き血」を宮本副会長

のリードで声高らかに歌った後、曽根原顧問の挨拶で中締めとしました。最後に恒例の全員での

記念撮影を行いました。所定の時間に無事終了しましたが、大変充実した2 時間でした。 

高橋信一（S47工） 

総会後懇親会が盛大に行われました総会後懇親会が盛大に行われました総会後懇親会が盛大に行われました総会後懇親会が盛大に行われました 

初春を祝う新年会が和やかに開催されました初春を祝う新年会が和やかに開催されました初春を祝う新年会が和やかに開催されました初春を祝う新年会が和やかに開催されました 
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今次総会にて、新たに役員に就任された皆様より、一言抱負を語って頂きます 

====================================================================◇◇◇      
◎ 大学卒業前より東伏見に住まいしました。仕事と子育てに忙殺されるなか、3 年

ほど前にセミリタイアした際、お誘いをいただき三田会に参加させていただきま

した。西東京では、息子が幼児の頃入団したのを期にボーイスカウトの活動に巻

き込まれ以来四半世紀にわたり奉仕（？飲み会？）しております。三田会でも様々

な活動に参加させていただきたくよろしくお願いいたします。 

田中正夫（S51 政） 

 

 

 

 

 

 

昭和 42 年に工学部へ入学した。一年目の教養課程は日吉キャンパスで行われた。

群馬県育ちの私は、港北区日吉地区に下宿することになった。同学部へ入学した高

校の一年先輩が小金井へ移り、空いた部屋を借りた。日吉の体育館の脇の道を下り、

新幹線のガード下を過ぎた下宿で、校舎から徒歩 5 分もかからなかった。 

 10 部屋は、経済学部、法学部、商学部、工学部の 10 人であつた。いわゆる同じ

釜の飯を食って生活し、気兼ねの無い仲間になった。授業、部活はみんなまちまち

だが、大学のイベント等の時は一緒に活動することも多かった。昭和 42 年の春は、

六大学野球で慶応が優勝した年だった。６月の早慶戦で優勝が決まった。この 10

人は一丸となって神宮外苑へ押し掛け、優勝パレードにも参加した。夜には応援歌

と気勢が響き渡り、大ジョッキーが飛び交う銀座ライオンのホールに皆いた。その

後、日比谷公園へ押し掛け、勢い余って２人が噴水池に飛び込む事態となってしま

った。その後、日吉までどの様に帰ったかの記憶は定かでない。同じ釜の飯の仲間

は一体感を強めたと感じている。皆は卒業し下宿を離れた。 

 卒業して 20 年間過ぎた頃から、私の先輩１人を加えた 11 人が一堂に集まる機会

を持つことになった。初回は、東京駅八重洲口のすし屋で昼間に開催した。高知市、

高砂市在住者を除く 9 名が、島根県大田市、上海などから遠路はるばるやってきた。

同じ釜の飯を食った仲間は、20 年間の時を越え、あっという間に昔の仲間になり、

心から楽しい時間を過ごした。以来、毎年一度は集まっている。ある年以降、宿泊

の旅が追加された。初回の旅は長良川の鵜飼いの旅、最近は、立山と宇奈月温泉の

旅、富岡製糸場と草津温泉の旅、今年は、四万十川の旅を予定している。幸い毎回

ほぼ全員の参加がある。本当に気兼ねの無い気楽な旅ができる仲間がいて良かった

と感じている。高齢化してもこの関係がより長く続くことを願っている。  

 篠﨑哲雄（S46 工） 

新役員の抱負 Part 1 

自由投稿自由投稿自由投稿自由投稿    

同じ釜の飯をくった仲間同じ釜の飯をくった仲間同じ釜の飯をくった仲間同じ釜の飯をくった仲間    
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今年で 4 回目を迎える観桜会が 4 月 1 日（日）小金井公園（江戸東京たてもの園前広場）で、

盛大に開催されました。お天気に恵まれ、例年より１週間ほど早い桜の開花で、当日は花びら

が舞い散る（桜吹雪）中での「お花見」となりました。 

参加者は、西東京三田会と小平三田会の会員及びご家族、日中友好協会の会員、武蔵野大学

孔子学院の先生方と留学生、早稲田大学の留学生の皆さんなど 36 名が、桜の木の下で車座に

なり、約 3 時間ほどの楽しい一時を過ごしました。 

自己紹介に始まり、持ち寄った国際色豊かなご馳走とお酒をいただ

きながらの歓談交流、楊智先生とお弟子さんによる二胡の演奏（日

本と中国の愛唱歌）、西東京稲門会や明治大学校友会との交流等、観

桜会ならではの豊かな時間をみんなで共有することができました。 

坂口光治（S55 経） 

☆☆＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝☆☆ 

趣旨：「長い間秋季懇親会（西東京稲門会のバーベキューや栗拾

い：三田会も希望者参加）の会場として利用させていただいた都

築農園。栗やかき、夏みかんなどの果物のほか、ミョウガ、三つ

葉などの野草の宝庫です。これらの野草を春から秋まで旬で味わ

い、自然の気を取り込んで健康寿命を延ばそうというのがこの会

のキャッチフレーズです」 

採取する野草：つくし、ヨモギ、タンポポ、ふきのとう、ドクダミ、野蒜、ヤブガラシ、 

シソ、葛、はこべ、花大根、三つ葉、あざみ、ツユクサ、ギシギシ、ヒメジョン、シロザ、 

イヌヒユ、スベリヒユ、茗荷、菊芋、タラの芽、竹の子、茶の葉、栗の芽、柿の芽、枇杷 

栗、柿、カリン、夏みかん、山椒、桑の実など。 

活動日：月に 1～2 回（1・8 月は休み） 参加費：年 3,000円

又は 1 回 300円 

用意するもの：採取用の服装、手袋、採取ハサミ、タオル、帽

子、腕抜き、ポリ袋、飲み物 

発起人：都築金次郎、佐野信夫、石毛茂  

（三田会：世話役 坂口・篠崎・小笠原） 

第４回第４回第４回第４回    観桜会観桜会観桜会観桜会    

（西東京三田会主催・西東京日中友好協会共催・小平三田会協（西東京三田会主催・西東京日中友好協会共催・小平三田会協（西東京三田会主催・西東京日中友好協会共催・小平三田会協（西東京三田会主催・西東京日中友好協会共催・小平三田会協賛）賛）賛）賛）    

同好会「野草の会」同好会「野草の会」同好会「野草の会」同好会「野草の会」    会員募集中会員募集中会員募集中会員募集中    

（医食同源：日本の四季を（医食同源：日本の四季を（医食同源：日本の四季を（医食同源：日本の四季を    食とともに体感しよう！）食とともに体感しよう！）食とともに体感しよう！）食とともに体感しよう！）    
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日吉記念館は「慶應義塾創立 100周年」を記念するために建設され、記念式典が挙行されま

した。以来、入学式や卒業式は言うに及ばず、各種行事、慶應連合三田会のメイン会場として

卒業生に親しまれて来ましたが、老朽化と手狭なことから、「創立 150 周年」に合わせた建て

替え計画が立案され、度々の延期の後、昨年の慶應連合三田会後に取り壊しが始まりました。

2018 年 4 月現在、建築工事が行われています。その様子を写真に撮って来ました。正面前方

には何もなくなって記念館背後の林のみが見えています。右端の白い建物は高校の校舎、左の

工事用のプレハブの上に見えているのが理科校舎です。現在ここから先が立ち入り禁止になっ

ています。連合三田会は当分相当変則的な形になり

ます。 

 完成は 2020年 3月を予定されています。旧記念

館は地上 3階、地下 1階建てでしたが、新記念館は

地上 5 階、地下 1 階建てとなり、延べ面積は約 2

倍、収容人数は 6500人から 1万人規模になります。

詳しくは『慶應塾生新聞』の「日吉記念館建て替え

計画」をお読みください。 

https://www.keio.ac.jp/ja/news/2017/2/28/27-19884/ 

高橋信一（S47工） 

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

        会員の入退会（2018年 1月～6月） 

入会 

なし 

退会 

荒居 隆行氏 

荒居 美香氏 

臼杵 洋一氏  

佐田 一江氏  

土田 信吾氏 

並木 幸子氏 

前回（ニュースレター20号、1 月 1 日付）114 名 →→ 現在 108名 

自由投稿 

日吉記念館の建て替えについて 

会員の動向 



                           

麻雀サークル 
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ゴルフ会 

第 30 回ゴルフ会が平成 30

年 6 月 6 日武蔵 OGM GC

で開催されました。 

今回は 22 名の皆さんで、

雨中の熱戦が繰り広げら

れ、優勝は宝井さん、2 位

原護さん、3位原田さん（稲

門会）となりました。 

平成 30 年 総会・講演会・懇親会 

カラオケの会 

3 月 25 日麻雀の会の

春場所が P ジャンに

於いて 12 名の雀士に

より行われました。 

優勝は牛山さん、2位

は吉田さん、3位は高

梨さんでした。 

6 月 7 日スナック

「ペアー」にてカ

ラオケ会が開催さ

れました。 

8 名の参加者によ

り28曲が熱唱され

ました。 
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孟 繁傑さんの歌唱

第 4回観桜会が 4月 1日小金井

公園にて行われました。 

当会主催・小平三田会協賛・西

東京日中友好協会共催にて開催

され、武蔵野大学孔子学院の皆

様にも加わって頂き、桜の花び

らの舞う中、束の間の春を楽し

みました。 

観桜会 

教育委員会表彰式 

これまで 12年に亘り当会が行ってきました ANA機体整備工場などへの

小学生社会科見学支援が、市の教育行政上で評価され、3月 11日に市教

育委員会より感謝状と記念の盾が送られました。 

2006年の当初から尽力された中野・中田会員,そして坂口会長（当時）が

出席され、栄えある表彰を受けられました。 
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毎年 7 月 28 日は世界肝炎デーとなっており、B型肝炎、C型肝炎の認識を高め、予防、検査、

治療を促進することを目的としています。肝炎は肝細胞に炎症を生じ肝細胞が破壊されるもので

すが、原因としては、ウイルス、アルコール、自己免疫など様々なものがあります。その中でも

日本では、B 型肝炎ウイルス、C 型肝炎ウイルス感染による肝炎が多数となっています。

肝炎ウイルスはA 型、B 型、C 型などがありますが、A 型は水や食物で経口感染をするもので、

衛生状態の良好な現在の日本では多くはありません。B 型は主に血液や体液を通して感染し、母

子間感染が多くを占めていましたが、出生時のワクチン接種によって新規の感染は激減していま

す。C 型は主に血液を通して感染し、輸血による感染が多かったのですが、現在では輸血血液の

C 型肝炎ウイルス検査ができるようになり、ほとんど新規感染はなくなっています。しかし対策

が十分にとられていなかった時代の影響で、日本での慢性肝炎ウイルス感染者は 210〜280 万人

いるとされ、40 歳以上の方が9 割以上を占めています。

これらの方の問題は、現在は症状がなくとも長い時間をかけてB 型では10～20%程度、C 型で

は 70%程度が慢性肝炎に移行し、その結果肝硬変、肝臓がんを発症する場合があることです。B

型肝炎、C 型肝炎の治療は肝硬変、肝臓がんの発症を防ぐことを目標とします。C 型肝炎につい

ては、ウイルスを排除するための治療法「抗ウイルス治療」が急激に進歩しました。特

に直接作用型抗ウイルス薬（DAA）の登場により、以前は中心的な方法であった副作用

の多いインターフェロンの注射から、内服による治療が選択されることが多くなってい

ます。実際には DAA とこの作用を増強する薬、リバビリンの 2 種類を 3～6 カ月内服す

ることにより、長期に渡って体内に C 型肝炎ウイルスが検出されない状態を持続できる

ようになりました。

B 型肝炎については、現在でもウイルスを完全に排除することは容易ではなく、ウイ

ルスが体内で増えるのを抑えて鎮静化することになります。B 型肝炎の治療薬は、ウイ

ルスの遺伝子を作っている核酸（DNA）の合成を阻害する、核酸アナログ製剤が登場し、

長期渡って飲み続ける必要がありますが、インターフェロン注射

から内服治療が中心へと移行してきています。抗ウイルス治療は

高額ですが、実際には医療費助成があり、申請することによって

自己負担は月 1 万円か 2 万円で治療が受けられます。

B 型、C 型肝炎の治療は以前より身体への負担は劇的に軽減し

ていますので、ご家族、知り合いに感染者のいる場合はぜひ治療

を勧めていただきたいと思います。

中村邦彦(H03医) 

西東京三田会健康のページ 

B 型肝炎・C 型肝炎 
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小平三田会新年会に参加小平三田会新年会に参加小平三田会新年会に参加小平三田会新年会に参加    

1 月 6 日に小平・ルネ小平で開催、坂口・篠崎が参加。 

東村山三田会講演会に参加東村山三田会講演会に参加東村山三田会講演会に参加東村山三田会講演会に参加    

1 月 20 日に東村山サンパルネで講演会開催、坂口・篠崎が参加。工学院大学教授久田嘉章

氏の「首都直下地震の被害想定と過去の震災に学ぶ地震予防対策」の講演。 

西東京稲門会新年会に参加西東京稲門会新年会に参加西東京稲門会新年会に参加西東京稲門会新年会に参加 

1 月 21 日に保谷こもれびホールで開催、坂口・宮本が参加。

東久留米三田会銀杏寄席・新年会東久留米三田会銀杏寄席・新年会東久留米三田会銀杏寄席・新年会東久留米三田会銀杏寄席・新年会に参加に参加に参加に参加    

 2 月 3 日に東久留米成美教育文化会館で開催、坂口・高橋・宮元が参加。駒与志社中の落語

の会と新年会。

東村山三田会総会・講演会・懇親会に参加東村山三田会総会・講演会・懇親会に参加東村山三田会総会・講演会・懇親会に参加東村山三田会総会・講演会・懇親会に参加    

4 月 21 日に東村山サンパルネで開催、樋口・高橋が参加。慶應義塾大学理工学部教授山口

高平氏の「最新 AI と社会への影響」の講演。  

東久留米三田会講演会・懇親会東久留米三田会講演会・懇親会東久留米三田会講演会・懇親会東久留米三田会講演会・懇親会に参加に参加に参加に参加    

 4 月 21 日に成美教育文化会館で開催、篠崎・渡辺（康隆）が参加。元慶應義塾大学塾長安

西祐一郎氏の「AI（人工知能）の時代に向けたこれからの教育」の講演。 

小平三田会総会・講演・懇親会小平三田会総会・講演・懇親会小平三田会総会・講演・懇親会小平三田会総会・講演・懇親会に参加に参加に参加に参加    

5 月 12 日にルネ小平で開催、坂口・篠崎・三輪が参加。小平三田会会員の橋爪あき子氏の

「眠るってどんなことだろう？～睡眠の基礎知識と生活改善～」の講演。 

連合三田会大会・大会券頒布会に参加連合三田会大会・大会券頒布会に参加連合三田会大会・大会券頒布会に参加連合三田会大会・大会券頒布会に参加 

 5 月 11 日に交詢社で開催、高橋が参加。「未来を創り 命を育む」のスローガンで 2018 年

慶應連合三田会大会は 10 月 21 日、日吉キャンパスにて開催。 

早稲田大学西東京稲門会総会・演奏会・懇親会に参加早稲田大学西東京稲門会総会・演奏会・懇親会に参加早稲田大学西東京稲門会総会・演奏会・懇親会に参加早稲田大学西東京稲門会総会・演奏会・懇親会に参加    

6 月 10 日に早稲田大学東伏見キャンパスで開催、樋口・渡辺（康隆）が参加。早稲田大学

ハイソサエティ・オーケストラによる「ジャズからポップスまで」の演奏。 

所沢三田会創立所沢三田会創立所沢三田会創立所沢三田会創立 10101010 周年記念祝賀会に参加周年記念祝賀会に参加周年記念祝賀会に参加周年記念祝賀会に参加    

6 月 10 日に所沢市ベルヴィ ザ・グランで開催、原（洋一）・宮本が参加。 

以上編集委員    

地域・社中交流地域・社中交流地域・社中交流地域・社中交流    
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全日本空輸（ANA）羽田機体整備工場（MC）に本年 2 月 22

日工場見学担当の ANA ビジネスソリューションズ株（ANABSS）を訪問し前年見学受入の御

礼と本年度の見学受入のお願いを行い、特に受け入れ生徒数を 100 名まで増員していただくこ

とになり、また工場内見学に先立つ講義の内容に対する要望についてご検討いただくことにな

りました（事前勉強ための機体組立映像の借用他）。 

3 月 11 日、本会の市内小学生工場見学支援活動が、本市の教育活動に大きく貢献したとし

て、西東京市教育長から表彰状および記念の盾を贈呈されました。当会を代表し、坂口光治、

中野秀夫と中田勲が出席。また、見学受入先の ANABSS 社も表彰されました。 

受入れ条件に基づき、教育指導課を通じ見学希望 4 校を調整していただいた結果、次のよう

に決定されました。 

見学予定日 見学校名 生徒数 見学予定日 見学校名 生徒数 

10 月 18 日（木） 芝久保小 70 名 10 月 30 日（火） 田無小 93 名＊ 

11 月 22 日（木） 柳沢小 80 名 11 月 29 日（木） 保谷第二小 69 名 

注 1：実地調査予定日 8 月 1 日（水）見学参加校担任 

注 2：＊は特別支援生徒 12 名を含む 

 上記については西東京三田会会員のみなさまのご支援をいただけなければ、本事業の推進は

できません。皆様のご支援をお申し出下さますよう、よろしくお願い申し上げます。  

中田勲（S36 工） 

西東京市域をほぼ一巡して休眠状態になっていた歴史散歩の会

を復活し、年内に２回くらいは実施したいと考えています。当面第

８回となる次回は「鈴木遺跡と石神井川源流をたどる」計画で、詳

細が決まり次第ご連絡致します。  

樋口明朗（S43 経） 

地域社会活動地域社会活動地域社会活動地域社会活動    

ANA羽田機体整備工場他見学支援のお知らせ羽田機体整備工場他見学支援のお知らせ羽田機体整備工場他見学支援のお知らせ羽田機体整備工場他見学支援のお知らせ 

歴史散歩の会 ご案内 
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平成 30 年の麻雀の会の年間開催は、前号でもご案内させていただきましたが、1 月 21 日、

4 月 15 日、7 月 1 日、9 月 16 日、12 月 2 日を予定しております。日曜日の、午後 1 時から 6

時頃までで、場所は田無郵便局北側の道路を入った所にある「Ｐジャン」で、毎回 12～15 人

の会員の方々がお集まりになります。参加費は一人当たり 3,000 円で、ルールはいわゆる「な

んでもあり」ルールで、学生時代では一般的だったルールを踏襲しております。表彰はその日

に獲得した点数で、1 位、2 位、3 位、7 位、BB を表彰します。特に最終場所（本年は 12 月 2

日に当たります）には年間の成績の表彰も行っております。ぜひ皆様お誘いあわせのうえご参

加をお願いします。 

1 月 21 日の初場所は 14 名の方々が参加されました。1 位は＋54 で高梨さん、2 位は＋26

で吉田さん、3 位は＋17 で佐藤さん、7 位は＋5 で皆川さん、BB は－37 で原護でした。前半

は川満さんが＋43、原洋一さん＋28、宝井さん＋28、直井さん＋28 等健闘されましたが、高

梨さん、吉田さんのベテランの方々の安定した戦いが結果につながりました。 

3 月 25 日の春場所は、3 月という何かと行事の多い月ではありますが 12 名の方々が参加さ

れました。1 位は＋102 という高得点で、常勝の牛島さん、2 位＋54 で吉田さん、3 位は+41

で高梨さん、7 位は－17 でしたが宝井さん、BB は－40 で原洋一さんでした。特に牛島さんは、

1 回戦、2 回戦、3 回戦ともすべてトップの圧勝でした。常勝の一人でもある、原洋一さんが

BB と予想外の展開となり、大相撲と同じように荒れた春場所となりました。 

原 護（S45 法） 

 毎回 3 卓（12～14 人参加）で行われる麻雀会には、いつも楽しく参加させて頂いています。

参加した当初は勝ちに拘り、持ち前の粘りとツキにも恵まれて年間優勝を取った年もありまし

たが、最近は勝ちよりも麻雀を通じて皆さんとの交流を楽しんでいます。 

 前回は 3 卓 12 人で行われましたが、通の強豪が加わったこととツキの無さもあって前回は

ブービーでした。それでも悔しさが感じられず和気藹々と楽しく遊べたので、これからも出来

るだけ参加したいと思っています。先輩後輩関係なく気楽に遊べる雰囲気を持つこの麻雀会が、

これからも長く続くことを願っています。 

原 洋一（S46 法） 

麻雀会は暦年制で年末の年間グランプリ大会日だったか、数日後だったかに、翌年の年間予

定を決めてくれます。このことは非常に助かります。私も予定が重なることも多々あるのです

が、早くから優先順位を考え対処が可能になります。おかげで、皆勤とはいきませんが多数回

参加できている方ではないかと思います。  

樋口 明朗（S43 経済） 

麻雀の会麻雀の会麻雀の会麻雀の会 

麻雀の会に参加して麻雀の会に参加して麻雀の会に参加して麻雀の会に参加して 



NishiTokyo Mitakai 

14 

気に入った歌があっても実際歌ってみるとメロディがうろ覚え、キー

が合わない等でカラオケでは上手く歌えない。誰しももそんなことがあ

るようで、選曲の傾向は決まってくるようだ。A さんは必ず英語の曲か

ら入る。B さんはキャンディーズや花の中三トリオの歌を甘い声で歌う。C さんは若い頃の勤

務地の民謡を正調で唄いまくる等。かく言う私は演歌からきゃりーぱみゅぱみゅまで挑戦中。 

当会ホームページに「カラオケは心身のリフレッシュに効果抜群。ボケ防止にも役立つとの

説も」とある。本当かといぶかる向きにも直近 2 回のカラオケ会の様子をお伝えしよう。 

(1) 平成平成平成平成 30 年年年年 2 月月月月 8 日日日日((((木木木木))))    

スナック「ペアー」で 18 時開始。参加者は、牛山、大内、高梨、宝井、直井、原(護)、樋

口、皆川、宮本の 9 名（五十音順敬称略）この日歌った楽曲 39 曲のリストを後掲するが誰が

何を歌ったかは推測してほしい。 

今回はお二人の大御所（顧問）が参加。高梨顧問を含め何人かはお店の女性 M ちゃんとデ

ュエットで自慢の喉を披露。かたや直井顧問は民謡連発でマイク独り占めでした。 

(2) 平成平成平成平成 30 年年年年 6 月月月月 7 日（木）日（木）日（木）日（木） 

本年度初、場所は前回と同じ。参加者は、牛山、大内、宝井、原(護)、原(洋一)、樋口、皆川、

宮本の 8 名。この日歌った楽曲は 28 曲。 

前回と同じ曲があるのは十八番または無難な定番です。懐かしい青春歌謡も続出。 

こんな様子です。是非、まだカラオケに参加されたことのない方もご自分のスタイルを引っ

さげて参入されてはいかが。 

宮本 敬一（S46 工） 

カラオケ会カラオケ会カラオケ会カラオケ会 

若き血／想い出迷子／テネシーワルツ／高原列車は行く／津軽平野／ふるさとに帰りたい／

上海ブルース／慕情／越冬つばめ／高校三年生／夜霧よ今夜もありがとう／赤と黒のブルー

ス／哀しみ本線日本海／雪深深／春一番／すきま風／海宿／女性は愛に生きる／雪国／長崎

の鐘／兄弟船／津軽恋女／ガード下の靴磨き／時代／海その愛／トロイカ／I left my heart 

in San Francisco／ふたりの大阪／佐渡おけさ／北国の春／港町十三番地／北空港／人生劇

場／十勝馬唄／王将／街の灯り／おゆき／アマン／雪山賛歌 

若き血／テネシーワルツ／想い出迷子／北の旅人／長崎の鐘／兄弟船／慕情／島唄／新潟ブ

ルース／浅草キッド／伊勢佐木町ブルース／学生街の喫茶店／PONPONPON／狂った果実

／江戸の隠密渡り鳥／あじさいの雨／カスマプゲ／赤いハンカチ／愛の終着駅／ひとり酒場

で／青春の城下町／池上線／知床旅情／ろくなもんじゃねえ／時の流れに身を任せ／雪深深

／グッドバイ・マイ・ラブ(岡崎広志の歌で)／ブルーシャトーを君に 
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6月 6日（水）、武蔵OGMゴルフクラブにて第 30回ゴルフ会が行われました。 

当会のゴルフ会は第1回が平成15年11月26日に高根カントリー倶楽部で開催され、以来、

年に 2 回（春、秋）の開催を重ね、今回が節目となる第 30 回の大会となりました。 

今回の競技参加者は 22 名、当会会員から 15 名、西東京稲門会から 5 名、東久留米三田会か

ら 2 名の参加となりました。当日は、はからずも今年の梅雨入り日となってしまいましたが、

大平一氏の「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。心配した雨も午後から少し降られたのみで、稲門会の皆さん、東久留米三田会の

皆さんを交えての和気藹々あいあいのプレイとなりました。 

新ペリア競技の結果、優勝は宝井繁夫氏、準優勝が原護氏、第 3 位は稲門会の原田一彦氏で

した。 

プレイ終了後の表彰式は、高梨勇一氏の乾杯に始まり楽しい相互交流と親睦の場となり、曽

根原良仁氏の中締めで終了しました。 

次回、秋の第 31 回ゴルフ会は 11 月 7 日に予定しています。皆さんの奮ってのご参加をお待

ちしています 

宝井繁夫（S52 商） 

今年のブルーベリー摘みは 8 月 4 日土曜日に開催します。場所は例年同様東久留

米三田会元会長野崎さん経営の農園です。この夏もパワーの源のブルーベリーの摘

み取りと収穫後の歓談で楽しく過ごしましょう。摘んだブルーベリーは 150 円/100g

でお持ち帰り頂けます。 

詳しくは 7 月以降 E メールでご案内します。メールの届かない方で、ご関心あれ

ば電話 090-3808-7049(宮本)までお問合せ下さい。電話に出られないこともありま

すがその際は伝言をお残し下さい。お待ちしています。 

宮本敬一（S46 工） 

P5 に続き、今次総会にて役員に就任された方から一言抱負を語って頂きます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◎ 今般の定時総会にて監事に選任されました。新会長ご就任の折でもあり、非才の身には

甚だ重く感じられる大任ではありますが、役員及び会員の皆様方のご支援をいただいて責

務を全うしたいと存じますので、どうぞよろしくご指導を賜りますようお願い申し上げま

す。 

嶋﨑泰正（S50 経） 

ゴルフ会ゴルフ会ゴルフ会ゴルフ会 

ブルーベリーブルーベリーブルーベリーブルーベリー摘み摘み摘み摘み    開催予告開催予告開催予告開催予告 

新役員の抱負 Part 2 
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上記作品は昨年の参加作品の一部 

【第 15 回 写真･作品展の募集予告】 

開催期間： 11 月 19 日（月）準備 11 月 20 日（火）～25 日（日）10 時～17 時 

場 所 ： 柳沢公民館 1 階 ロビー 特設会場  

募集作品： 写真（A4,四切,ﾜｲﾄﾞ）・絵画（油･水彩･他）会員家族作品も歓迎致します。 

連絡先 ： 事務局 大平 一 TEL/FAX ： 042-462-0168 090-7848-2899  

【西東京三田会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】  http://nishitokyo-mitakai.net/index.html 

【写真･作品倶楽部】をご覧下さい『今月の 1 枚』のコーナーでは毎年の出展作品から 

毎月一枚、作者の意図やエピソードなどのコメントと共にご紹介していますので是非ご覧ください。

今回の募集要項は三田会通信 9 月号（73 号）にてご案内いたします。  大平一（S39 文） 

【第 2 回 小平三田会作品展報告】 

小平三田会主催・西東京三田会協賛の『第 2 回小平三田会作品展』が 6 月 19 日～23 日小平市中

央公民館のギャラリーA/B を使い、開催されました。参加者は小平三田会会員及び家族 12 名、西東

京三田会 9 名、小平稲門会 1 名の 22 名。作品数 55 点（写真 31、油彩 3、水彩 7、パステル 1、木

彫 3、ステンドグラス 2、塑像 1、書 2、工芸 2、陶器 2、その他 1）。作品の内容は大変多岐にわた

り充実した展示になりました。西東京三田会からの出品協力に深く感謝いたします。 

（ご報告：小平三田会 吉川 潔 会長 ） 

編集後記 

 ニュースレター21 号をお届けします。慶應義塾で学んだことの意義は在学中には分

からなかったのではないでしょうか。実社会でいろいろな経験を積み、義塾の卒業生の

活動を見聞きし、先輩後輩との親交を通して得たことは多々あります。そうしたことを

親しく語り合える仲間が三田会だと思います。会員各位の思いを活字化するためにレタ

ーを編集しています。自由な投稿をお寄せください。 

編集委員：高橋信一、坂口光治、中田勲、原 護、篠崎哲雄、大内俊 
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