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西東京三田会会長 樋口明朗 

「三田会」は塾員有志が自発的に集い、運営している同窓会組織です。年度三田会、地域三田会、勤

務先・職種別三田会、諸会の４大分類合わせて 870 有余（2018 年 3 月末）で、これら三田会のネット

ワーク構成、活動等は全面的に恣意的で様々です。 

判明している対象者全員が会員で、新年会とか総会とかの名目で集合を呼びかけ、親睦や情報交換な

どを計っている会も非常に多いと思います。西東京三田会は「入会」という経緯を経て構成されている

団体ですが、入会自体が自主的ですから、深浅はあるとしても「入会」時の個々人の意思は最大限に尊

重する必要があると思います。 

 一般に同窓生ネットワークを類型すると図のようになると思います。いずれかの象限に特化すること

は避けなければなりません。当会においても社会との結びつきを会則にまである時期に追加改正して盛

り込んでいます。 

しかし、社会に向いた I・IV 象限は、推進者にとって理性、感情の喜びとなる一方で、付随者等には

葛藤や乖離を生じさせ、集団を結束/分裂させる諸刃の剣の機能にもなりかねません。会則の追加表現

をもってそのまま会が外に対して使命を持つ団体としてみるべきではないと思います。 

 少し横道にそれますが、人口減少社会を目前にして、「U ターンを拒む理由はなにか」に論者は「都

会の殺伐とした人間関係に疲れて地方の生活に憧れる。しかし一方で、祭りや消防団のような、すべて

の行事に参加させられることも警戒している」とあります。 

 本当に同窓会のような任意団体組織が新入会者を呼び込みたいならば、やはり迎える団体の体制はそ

れなりに拒否反応を起こさせないようにしておかなければなりません。複数の「関心共同体」という姿

であるべきだと考えています。全ての活動は、関心有志の集合によるもので他の構成員を決して縛るも

のであってはならない、従って、第 II 象限を中心にした会でありたいと願っております。 

 なお、社会的活動も第Ⅱ象限で可能なものは拒む理由はありません。ただ、社会的活動は「使命」的

や「経営」的要素がありますから、徹するならば同好

者に限って NPO 法人化するなどして、個人的活用者

をも無理に引き込むこと避ける道もあります。 

 私は、第 I、第 III、第 IV 象限的要素にも気を配り

ながらも、やはり、第 II 象限的要素を第一に考えて阻

害することがない会、そして家族・友人・近隣友好団

体等への拡がりをもって「自主的行事」が自由にでき

る母体、そういう会でありたいと願っております。 

仲間づくりの母体としての同窓会考 

  ― 参加希望者で成り立つ開かれた西東京三田会をめざして ― 
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平成３１年西東京三田会新年会のご案内 

 

 

 西東京三田会の平成最後の新年会が下記のとおり開催されます。 

 

日時  平成 31年 1月 13日（日）13時～15時（受付 12時 30分） 

会場  中華飯店「墨花居」 

会費  男性会員：5,000円、女性会員：3,000円 

（同伴のご家族は 3,000円）（立食パーティー） 

会場案内図会場案内図会場案内図会場案内図    （田無駅より徒歩（田無駅より徒歩（田無駅より徒歩（田無駅より徒歩 3分）→分）→分）→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。      

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆        2012012012018888 年年年年 7777 月～月～月～月～12121212 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 

 

 

7.01  麻雀の会 夏場所 P ジャン 14 名参加 

7.07  湘南藤沢キャンパス見学会 3 名参加 

7.08  ニュースレター21 号発行   

7.20  グルメの会 迎賓館と椿山荘 迎賓館見学 26 名、食事会 24 名参加 （別掲） 

8.01 ANA 見学支援 実地踏査 中野・中田 各小学校代表者   

8.04  ブルーベリー摘み会 東久留米三田会野崎氏農園 総勢 30 名参加 （別掲） 

9.02  歴史散歩の会 鈴木遺跡と石神井川源流を歩く 8 名参加 

9.16  第 3 回役員会 イングビル第 2 会議室  17 名出席 

9.16  麻雀の会 秋場所 P ジャン 14 名参加 

9.17  早稲田スポーツフェスタ in 東伏見 早稲田大学東伏見キャンパス    

9.29  東久留米三田会コンサート    1 名参加 

10.04  カラオケの会 スナック「ペアー」 6 名参加 

10.16  西東京稲門会ゴルフ会 高坂カントリークラブ岩殿コース 3 名参加 

10.18  ANA 見学支援 芝久保小 中田、樋口、高橋、横田支援   

10.21  慶應連合三田会 日吉キャンパス 8 名参加 

10.28  東村山三田会「デュオの会」  1 名参加 

10.30  ANA 見学支援 田無小 中田、樋口、坂口、宮本、篠崎、横田支援   

11.04  第 4 回役員会 イングビル第 2 会議室  16 名出席 

11.07  ゴルフの会 高麗川カントリークラブ 15 名参加 

11.22  ANA 見学支援 柳沢小 中田、高橋、佐藤、横田支援   

11.29  ANA 見学支援 保谷第二小 中田、宝井、田中、横田支援   

11.19～25 第 16 回写真・作品展 柳沢公民館 （別掲） 

12.02  麻雀の会 冬場所 P ジャン 11 名参加 

12.23  東村山三田会 Xmas パーティー 東村山駅前ワンズタワー 高橋   

12.27  ニュースレター22 号発行   
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7 月初の西日本豪雨被害に対し、東北、熊本に倣って義援金募集を実行致しまし

た。税務上で寄付金扱いにするための方法は、今回は塾が対応してくれませんでし

たので、当会が日赤から受領書をいただけるよう計らい、10 月 31 日締め切りで会

員の皆さまに呼掛けました。結果は、33 人、510,000 円でした。ご協力ありがとう

ございました。ただ、直後に起きた北海道胆振東部地震災害には同様の対応に踏み

切れず、今後の課題となりました。 

 

会長 樋口明朗 

 

 

 

会員の入退会（2018 年 7 月～12 月） 

 

入会  

 

田邉和子氏  （ S31 文）  

退会  

 

齋藤  毅氏  （死去）   

 

 

 
前回（ニュースレター 21 号、 7 月 1 日付）108 名 →→ 現在 108 名 

 

 

 

 

 

 

  

ニュースレターの活性化と充実を図るために、会員の

方々からテーマを決めないで原稿をいただくようにして来

ました。編集担当からお声をお掛けしていますが、中々答

えていただけない現状です。内容が政治的・宗教的に偏ったものでない限り、その

まま掲載させていただきます。学生時代の思い出、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行こうと思います。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 

西日本豪雨被害義援金募集 

 

会員の動向  

 

「自由投稿」原稿の募集 
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平成2年に新学部設置を伴って開設された母校新キャンパス

SFC を 1 度は見ておこうということが日常の別の活動の折、

時によく話題になったりしていましたが、7 月7 日（土）、SFC

独自学園祭「七夕祭」があることを知り急遽見学会を企画しま

した。 

 11 時に湘南台駅集合として会員にお知らせしたところ、3

名が参加しました。周りは若者ばかりで活気に満ちており、少し場違い的な感じがしないでもな

い雰囲気でした。建物が全てギリシャ文字で名ずけられており、生協購買部のある Σ 館前で通称

「鴨池」をバックに写真を撮り（角度で写真に池は写っていませんが）、現地で散会しました。 

何回も同じように行う行事ではありませんが、今回都合つかず残念という声もあり、例えば鎌

倉辺のお寺など観光地とのセットに SFC を組み込んで再度実施する考えもあるかなと思ってい

るところです。 

樋口明朗（S43 経） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私が東京三田会に入会することになったきっかけは、西東京三田会 30 周年記念行事（2017 年

5 月20 日）のご案内をいただき、出席したことです。地域三田会に興味はあったものの、なかな

かきっかけをつかめずにおりました。そんな時、西東京三田会から封書が届いたのです。それが、

上記の案内状でした。記念行事では、多摩六都科学館館長の講演やチームアルフォンソのピアノ

ショーがありとても盛沢山でした。懇親会では塾應援指導部からリーダーとチアが来て盛り上げ

てくれました。懇親会で先輩方からお話を伺い、西東京三田会では様々な活動が活発に行われて

いることを知り、ぜひともいろいろな活動に積極的に参加したいと思いました。 

（次頁に続く） 

湘南藤沢キャンパス（湘南藤沢キャンパス（湘南藤沢キャンパス（湘南藤沢キャンパス（SFC）見学会）見学会）見学会）見学会 

『西東京三田会と私』『西東京三田会と私』『西東京三田会と私』『西東京三田会と私』     

   直近は「歴史散歩の会」に参加して 

毎年、七夕に因んで行われているSFCの学園祭で、地

域の方々にも愛されるイベントです。本年のSFC七夕祭

は第 29 回であり、祭のコンセプトは「瞬彩」でした。    

義塾には六慶祭として矢上・芝共薬・四谷・三田とそれ

ぞれのキャンパスのイベントがありますが、SFCには七

夕祭の他、秋祭があります。（編集委員注） 
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（前頁より続く） 

グルメの会では「マッカーサールーム・信濃町キャンパスと維新號」（2017 年 6

月 15 日）に参加し、なかなか見学することができない貴重な歴史遺産であるマッ

カーサーの執務室等に入室して見学しました。当時のまま保存・展示されている様

子はまさに圧巻でした。夏には「ブルーベリー摘み」（2017 年 8 月 6 日）に参加し

ました。当日は好天に恵まれバケツに 2 杯分も収穫し、食べきれない分は冷凍し、

晩秋まで夏の味覚を堪能できました。秋には、六大学野球の「慶明戦」（2017 年 10

月 8 日）「慶早戦」（2017 年 10 月 30 日）の応援に行きました。いずれも塾應援指

導部にて良い席を確保してくれており、西東京三田会の先輩方とともに、間近で観

戦することができました。さらに、慶早戦では塾の優勝の瞬間に立ち会うことがで

き、感動しました。 

今年度の総会（2018 年 5 月 20 日）の後の懇親会では西東京三田会の仲間である

丑山さんがパフォーマンスショーで盛り上げてくれました。今夏には「湘南藤沢キ

ャンパス（SFC）見学会」（2018 年 7 月 7 日）に参加し、SFC に初めて行くことが

できました。広大な土地に低層の建物が醸し出す雰囲気は日本ではないような感じ

を受けました。まさに“キャンパス”という感じでした。また当日は SFC の七夕祭

でキャンパス内はとても賑わっていました。グルメの会「迎賓館赤坂離宮とシビッ

クスカイレストラン椿山荘」（2018 年 7 月 20 日）では、迎賓館の館内の見学をし

ました。贅をつくした装飾や重厚な佇まいにため息がでるばかりでした。写真撮影

不可なのが残念でした。また、館内で説明をしている方に塾員の方がおられ、偶然

の出会いとなりました。 

そして今回は、歴史散歩の会「鈴木遺跡と石神井川源流を歩く」（2018 年 9 月 2

日）に参加しました。生まれ育った保谷に隣接した地域にもかかわらず知らないこ

とばかりでした。当日は、夜間から早朝にかけて雨が降り開催が心配でしたが、集

合時間前には雨は止みました。気温も低く、快適なお散歩日和になりました。あち

らこちらに用水路があり、その脇には庚申塔などの石造物が建ててありました。ま

た、用水路が交差している珍しい個所もあり当時の技術力に感心しました。途中で

見学した鈴木遺跡資料館では、係の方がとても丁寧に説明してくださいました。鈴

木遺跡は旧石器時代から続く貴重な遺跡です。発掘された石器が時系列で展示され

ており、時代とともに石器が改良されていくのがよくわかりました。地層の剥離標

本では、石器とともに、用水路の跡もはっきりと残っており、当時の様子をイメー

ジできました。 

そしてなんと、説明してくださった係の方も塾員でした。迎賓館と鈴木遺跡資料

館とつづけて、塾員との偶然の出会いにびっくりでした。 

西東京三田会では、いろいろな会に参加することで、先輩方と

の世代を超えた交流が図れ、さまざま活動を通して、知的好奇心

を刺激されたり、塾への愛着を一層強く感じるとても有意義な時

間を共有できる場だと感じています。今後の行事・活動にもぜひ

とも積極的に参加したいと思っております。どうぞよろしくお願

いいたします。             

 横田 均（H1 政） 
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夏の恒例行事「ブルーベリーを摘む会(第 8 回)」が 8 月 4 日(土)に東久留米

三田会元会長野崎陽一さんの農園で開催された。今年の夏は記録的な猛暑が続

き台風も次から次にやってくる中で、当初参加申し込み数が伸びず心配したが

結局 15 組 29 名（うちお子様 5 名）の方々に参加頂いた。 

当日も暑かったが天気は申し分なし。15 時野崎邸に集合、その後各自収穫

用のポリバケツを借りて農園へ向かう。農園ではブルーベリーの実を時々口に

含み一本の木のどの辺の実が美味しいかを確かめながら摘むことができた。

(収穫物は 150 円/100g でお持ち帰り） 

収穫後は野崎邸に戻り武蔵野の面影を残すお屋敷の庭で、テーブルを囲み飲食しながら涼を

とって夏の夕暮れを過ごしたのであった。 

なおこのイベント、リピータが多いので簡略な地図で案内を出してしまったが、初めての方

には分かりにくく迷った方もおられたのは幹事の不覚。次は丁寧な案内にします。 

宮本敬一(S46 工) 

 

 

 

 

連日の猛暑に喘いでいた中、8 月 4 日の午後、私達は父の運転する車で東久留米に向いまし

た。夕方になり多少気温が下がることを期待していましたが、車窓からの景色には陽炎が揺ら

ぎ、車を降り立つ時に身体を覆う熱風を覚悟していました。しかし、野崎さんのお宅の屋敷林

に車を止めると、危惧していた暑さのことなどすっかり忘れ、完全なまでにテンションが上が

り、幼い頃のブルーベリー摘みのモードに入っていました。 

私達は、父の勤務の関係で米国ミシガン州で生まれ、育ちました。父の駐在は 13 年に及び

ましたが、その間、私達にとってブルーベリー摘みは大切な家族の年間イベントでした。冬の

厳しいミシガンでの生活の中で、初夏から始まるチェリー摘み、イチゴ摘み、ブルーベリー摘

み、そして秋のリンゴ狩りとミシガンで生活したお蔭で、私達は自然の恵みを沢山頂いていま

した。そうした想い出深いイベントを、東京で味わえることを本当に嬉しく思います。 

 農園では野崎さんにアドバイス頂いたポイントで、大粒のブルーベリーをお借りした容器に

一杯収穫することが出来ました。会の皆さんとも愉しいお話をしながら、あっという間に時間

が経ち、束の間ミシガンのベルーベリー農園にタイムトラベルした気持ちでした。持ち帰った

ブルーベリーは我家の冷蔵庫を一杯にし、私達の心も幸せで一杯にしてくれました。参加させ

て頂いたイベントの中で唯一の失敗は、父が虫除けと痒み止めを持ったつ

もりが、間違えて筋肉痛の薬を持ってきたことでしたが、それも笑い話と

なり、沢山のブルーベリーのお蔭で、とても充実した夏の想い出になりま

した。ブルーベリー摘みのイベントは、来年以降も我家の大事な真夏の行

事に組み込まれました。 

大内（S57経院）Daughters 

ブルーベリー摘みを楽しむ会 

猛暑の中の清涼剤・・・ブルーベリー摘み体験記 
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迎賓館の見学とシビックスカイレストラン迎賓館の見学とシビックスカイレストラン迎賓館の見学とシビックスカイレストラン迎賓館の見学とシビックスカイレストラン    
椿山荘での食事会椿山荘での食事会椿山荘での食事会椿山荘での食事会    

 

2018 年 7 月 20 日（金）連日の猛暑の中、迎賓館赤坂離宮

の本館、主庭と前庭を見学に 26 名が参加し、本館を中心に

ゆっくり約 1 時間余り見学いたしました。 

正面玄関・中央階段の周囲に花台と小磯良平画伯の 200 号

程の洋画を鑑賞し、花鳥の間では、渡辺省亭の下絵、涛川惣

助の七宝焼きのぼかしに圧巻。採鸞の間では、金箔と金メッ

キの装飾に圧巻、1905 年の完成時から発電機を使用したシャンデリアと、ボイラー空調暖房

の吹き出し口金細工どれも素晴らしい。羽衣の間では、天井画の羽衣と仮面入りのシャンデリ

アはどれもこれも印象に残るものばかりでした。 

ボランティアの方々から、だれも親切に説明をしてもらいました。塾員のボランティアの方

は西東京三田会と知ると親切に詳しく教えていただき感謝感激で一つの思い出になりました。 

 ショートトリップの伝通院は、さすがの暑さに全員楽しい思い出にすることから、グルメ会

幹事の一存で残念ながら取りやめにさせてもらいました。 

 食事会はシビックスカイレストラン椿山荘でショートトリップを取りやめたことから、早め

の 5 時から始め、樋口さんの乾杯の発声で始まりました。 

夕方の外の景色もライトが光出し、各自の自己紹介で一巡すると、城郭検定 1 級の皆川さん

から紀州尾張藩の跡地について、そして、後楽園から歩いて 10 分程度の伝通院の資料を配布

しての興味がわく数々話しを頂き、ナンチャッテ風紀委員の大内さんのウイットある話などで

盛り上がりを増していきました。 

坂口さんに、2回目の乾杯を頂きながら、興味湧く中国の話を頂き、中田さんから東大農場

の蓮の花の魅力と見学の高尚な話を頂き、樋口さんから大変勉強になる次回の歴史散歩会の開

催案内を頂き、宴たけなわになった頃、

皆川さんの締めの挨拶と、全員一致の

息のぴったり合った一本締めでお開き

になりました。とても暑い夏のとても

楽しい見学と食事会でした。 

小笠原寿男（S57経） 

 

 

 

グルメの会 
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グルメ会 

歴史散歩の会 

平成最後の夏を象徴する

猛暑の中、総勢 26 名にて

迎賓館を 1 時間に渡り見

学。後楽園の文京シビック

センター内にある椿山荘

スカイレストランに移動

し、暮れなずむ東京を見下

ろしながら絶品料理に舌

鼓を打ちました。 

ブルーベリー摘みを楽しむ会 

8月 4日、炎暑が多

少薄らいだ午後、東

久留米の野崎農園

に 30名が参加しブ

ルーベリー摘みを

楽しむ会が行われ

ました。一杯の収穫

に皆さんの笑顔が

溢れました。 

9 月 2 日雨上がりの中、総勢 8 名で鈴

木遺跡並びに石神井川源流を辿る歴史

散歩の会が行われました。 

歴史散歩の会 



 

 

               

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カラオケ会 

KFC見学会 

7 月 7 日、湘南藤沢キャンパス（SFC）

にて開催された第29回七夕祭に3名にて

参加しました。 

ゴルフ会 

10月 4日、スナック・ペアーにて

6名ののど自慢が集い、合計 27曲

を熱唱しました。 

  9 

ANA機体整備工場見学会 

11 月 7 日高麗川カントリー倶楽部にて三田

会・稲門会合わせて 15名の参加者にて開催

されました。皆さん和気藹々の中、愉しくプ

レーされました。 

麻雀の会 

下期は夏場所、秋場所が行わ

れ、12 月 2 日には 11 名が参

加され、年間グランプリ大会

が行われました。 
SFC見学会 

 

 

 

本年も市内 4小学校の生徒達を引率し、ANA 

羽田機体整備工場見学会を実施しました。当

会から10名の会員がボランティアとして参加

されました。児童達にとっては忘れられない

想い出となったことでしょう。 
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中村邦彦(H03 医) 

 

今年度もまた、花粉症シーズンが近くなってきました。昨年度は花粉症の方は本当にたいへん

だったかと思いますが、さて今年度はどうでしょうか。毎年、スギ花粉に悩まされてどうにかな

らないものかと思われる方もいらっしゃるでしょう。花粉症に対しては、抗アレルギー内服薬や

点眼薬によって鼻詰まりや目のかゆみをおさえる対症療法のほかにアレルギーの原因物質（アレ

ルゲン）に対しての体質改善を行うアレルゲン免疫療法（根本治療）があります。 

対症療法にて症状が抑えられ不満のない方はよいですが、満足できない方はアレルゲン免疫療

法を考慮するのもひとつの手です。アレルゲン免疫療法は、アレルゲンを少量ずつ繰り返し投与

して、身体をアレルゲンに慣らして症状を抑えることを期待するものです。以前は皮下注射によ

る方法しかありませんでしたが、近年では治療薬を舌の下に投与する舌下免疫療法が登場し始め、

自宅で服用できるようになりました。スギ花粉症については、2014 年より舌下免疫療法薬が使用

可能になり健康保険適応となっています。舌下免疫療法は、アレルゲンの薬液を舌の裏に滴下し

保持したまま 2 分間待ちその後に飲み込みます。最初の 2 週間で量を増やし、3 週目からは同量

の薬を毎日投与します。1 回目は医療機関で、以降は毎日自宅で行ないます。投与開始の時期は、

スギ花粉の飛散が始まる 3 ヶ月以上前から治療を開始すると効果的です。スギ花粉飛散の時期に

は開始できません。期間としては短くて２年以上の継続が必要です。2 年で効果が出てくるよう

であれば継続して 4~5 年継続します。根治する例は 20％弱ですが、症状が緩和するのは 80%程

度となっています。治療開始にあたっては、血液検査でスギ花粉症であることが確定しているこ

とが必要となります。 

花粉症といっても、原因は必ずしもスギ花粉だけとは言えません。治療薬が対象としているの

はスギ花粉だけであり、他のヒノキやカにモガヤなどの花粉症については効果はありません。ま

た、スギとヒノキなど複数の花粉に反応する方も効果が弱くなる傾向があります。副作用として

は口内炎、舌腫れ、口の腫れ、喉のかゆみ、耳のかゆみなどが最初の時期に一部の方に生じるこ

とがあります。また薬剤のすべてについていえることですが、重篤な副作用としてアナフィラキ

シーショックを生じる可能性はありますが極めてまれです。長期

にわたって治療を続けないと効果が出ないのがアレルゲン免疫療

法でありますが、今シーズンもつらい時期をすごすようであれば、

来シーズン前からの舌下免疫療法の開始を考えてみてはいかがで

しょうか。 

 

 

 

 

アレルゲン舌下免疫療法 

健康のページ 
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西東京稲門会西東京稲門会西東京稲門会西東京稲門会    会報「けやき野会報「けやき野会報「けやき野会報「けやき野    50 号」発行号」発行号」発行号」発行    

会報 50 号が 7 月 28 日に発行されました。第 18 回総会報告、その他トピックス

や会員短信で全 8 ページです。 

 

東久留米三田会主催コンサート東久留米三田会主催コンサート東久留米三田会主催コンサート東久留米三田会主催コンサート    

9 月 29 日東久留米三田会主催の「さわやかな秋の吹奏楽 in 東久留米」が東久留

米市立生涯学習センター「まろにえホール」で開催されました。慶應義塾大学ウィ

ンドアンサンブルが出演しました。小笠原らが参加しました。    

    

武蔵野三田会「会報武蔵野三田会「会報武蔵野三田会「会報武蔵野三田会「会報    Vol.19」発行」発行」発行」発行    

 10 月 1 日武蔵野三田会の会報 Vol.19 号が発行されました。5 月の総会の報告と、

10 以上の同好会活動や 7 月の納涼懇親会の記事が載っています。 

    

西東京稲門会ゴルフ会に参加西東京稲門会ゴルフ会に参加西東京稲門会ゴルフ会に参加西東京稲門会ゴルフ会に参加  

10 月 16 日に高坂カントリークラブ岩殿コースにて行われました。当会からは 3

名が参加しました。 

    

連合三田会大会に参加連合三田会大会に参加連合三田会大会に参加連合三田会大会に参加 

 「未来を創り 命を育む」のスローガンの下、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されました。会員 8 名程が参加しました。 

 

慶早戦第慶早戦第慶早戦第慶早戦第 3 回戦で回戦で回戦で回戦で 3 連覇を逸す連覇を逸す連覇を逸す連覇を逸す    

 10 月 29 日に神宮球場で開催された東京六大学野球秋のリーグ戦で早稲田に逆転

負けを喫し、46 年振りの 3 連覇を逃しました。坂口、高橋、佐藤らが観戦しました。 

 

東久留米三田会東久留米三田会東久留米三田会東久留米三田会    会報「若き血会報「若き血会報「若き血会報「若き血    第第第第 43 号」発行号」発行号」発行号」発行    

 11 月 17 日に会報 43 号が発行されました。2 月 2 日の新年会及び恒例の銀杏寄席

の案内が載っています。東久留米駅北口成美教育文化会館で木戸銭 500 円です。 

    

西東京稲門会西東京稲門会西東京稲門会西東京稲門会    会報「けやき野会報「けやき野会報「けやき野会報「けやき野    51 号」発行号」発行号」発行号」発行    

会報 51 号が 11 月 17 日に発行されました。1 月 5 日開催の新年懇親会の予定、早

稲田スポーツフェスタや大迫傑選手のマラソン日本記録更新、その他同好会活動多

数。 

    

東村山三田会忘年会に参加東村山三田会忘年会に参加東村山三田会忘年会に参加東村山三田会忘年会に参加    

12 月 23 日に東村山三田会の Xmas パーティーが東村山駅前サンパルネ･コンベン

ションホールで開催されました。当三田会から高橋が参加しました。 

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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 地域社会活動の一つANA羽田機体整備工場見学支援 2018年活動について報告いたします。

見学準備：2018 年の見学は市立芝久保小学校、田無小学校、柳沢小学校と保谷第二小学校の 4

校でした。実踏調査を 8 月 1 日に行いました。実踏では事前学習用のテキスト（中野秀夫氏作

成）と飛行機組立動画（DVD を ANA から借用）による学習と当日までの留意事項を打合せ

し、昼食場所候補の一つとして羽田国内線ターミナル 2 展望デッキを調査しました。 

見学当日：往路バス中で空港、飛行速度・高度、パイロット、機体材料（強化炭素センイ）な

どについてクイズ形式で航空知識を整理しました。往路は山手トンネル利用のため都心の主要

施設について帰路に東京タワー、スカイツリー、レインボーブリッジ、東京五輪施設建設地な

どを説明しました。ANA 到着後講堂で強化炭素センイ胴体サンプル、航空機部品に触れまし

た。次いで講師から羽田空港施設概要や特別塗装機の説明を受け、整備士やグランドスタッフ、

パイロット、CA など安全で安心な飛行に努力し仕事をしている姿を映像で見ました。その後

ヘルメットを着用し、3 階から整備工場全般を見学し、1 階に降り整備中の機体ま近でエンジ

ンを見ました。また離着陸する旅客機を見て、記念撮影し見学を終えました。田無小は東芝未

来科学館、保谷第二小は物流博物館に立寄ってそれぞれ見聞を広めました。芝久保小と柳沢小

はターミナル内の出発・到着ロビー、商店・レストラン街を見学し帰路につきました。 

2018年         見学参加校と参加人数               希望する職種人数     

見学日 見学校  生徒 教員等    西東京三田会（支援者）   パイロット C A   整備士 設計者 

10.18 芝久保小  73   4   4 高橋,中田,樋口,横田         1    3   3   10  

10.30 田無小   95   8   6 坂口,宮本,篠崎,中田,樋口,横田   23    22   38   38  

11.22 柳沢小   81   6   4 佐藤(貢),高橋,中田,横田       1    1   5   30  

11.29 保谷第二小 71  6＋1   4 宝井,田中,中田,横田        16    15   21   34  

合計       320  24＋1  18                    41    41   67   112  

                                 中田 勲（S36 工） 

 

 

私は今回初めて、ANA 機体整備工場見学支援に参加いたしました。この見学支援は、西東

京三田会が小学生社会科見学支援として 2006 年から継続して行っている地域貢献活動です。

ANA、市教育委員会、各学校との折衝など、西東京三田会の先輩方の大変なご尽力のおかげで、

今回随行することができました。この場をお借りして、御礼申し上げます。 

この支援は羽田空港の敷地内にある ANA の整備工場を見学するものです。整備士の仕事だ

けでなく、グランドスタッフ、キャビンアテンダント、パイロットの仕事についても座学し、

その後整備工場へ進みます。間近で見る飛行機の大きさは想像以上でした。整備のため取り外

されたエンジンや整備のための足場など、なかなか目にする機会がないものがたくさんあり、

児童らも目を輝かせて見学していました。整備工場の目の前の滑走路を頻繁に離発着する飛行

機は大迫力でした。児童らも次々に離発着する飛行機に目を奪われ、なかなかその場を離れら

れませんでした。次回以降もぜひともお手伝いさせていただきたいと思いました。 

横田 均（H元政） 

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 見学支援見学支援見学支援見学支援 

ANA 機体整備工場見学支援に参加して機体整備工場見学支援に参加して機体整備工場見学支援に参加して機体整備工場見学支援に参加して 
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平成 31 年の麻雀の会の年間開催は、1 月 27 日、4 月 7 日、6 月 16

日、8 月 4 日、10 月 6 日、12 月 15 日の計 6 回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

入ったところである「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、スポーツ麻雀（お

金をかけない）です。 

 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）には年間の成績の表彰も行っております。 

平成 30 年 7 月 1 日の夏場所は、14 名の方がご参加になり、優勝：牛島さん、2 位：川満さ

ん、3 位：皆川さんでした。 

平成 30 年 9 月 16 日の秋場所も、14 人の方がご参加になり、優勝:原洋一さん、2 位：吉田

さん、3 位：直井さん、7 位：宝井さん氏、BB 賞：牛島さんでした。 

和気あいあいとした中、先輩後輩関係なく遊べる場だと思っておりますので、是非皆さまお

誘い合わせの上ご参加をお待ちしております。 

豊山 智明（H13 理工） 

 

 

 

 

年間グランプリを決める大事な場所は 12月 2日に行われました。11名の方々の出席でした。

優勝は＋39 で吉田さんが去年に引き続き、連続優勝されました。2 位は牛島さん、3 位は宝井

さんでした。このあと年間グランプリの発表と表彰が行われました。栄えある年間の優勝者は

+158 で吉田さんが獲得されました。2 位は牛島さんで+138、3 位は原洋一さんで+43 でした。 

平成 31 年の開催予定日は、1 月 27 日、4 月 7 日、6 月 16 日、8 月 4 日、10 月 6 日、12 月

15 日を予定しております。和気あいあいの雰囲気の中、皆さまと楽しいひと時を過ごしたい

と存じます。ぜひ皆様の奮ってのご参加をお待ちしております。 

豊山 智明（H13 理工） 

 

麻雀の会 

年間グランプリ大会の報告年間グランプリ大会の報告年間グランプリ大会の報告年間グランプリ大会の報告 

当三田会にはゴルフ、カラオケ、グルメ、麻雀、

歴史散歩、ハイキング、写真・作品倶楽部等々

多くのサークルがあります。また、ブルーベリ

ー摘み会や観桜会等の季節に因んだイベント

もあります。どうか皆さん、積極的にサークル

活動に参加され、仲間と共に愉しんで下さい。 

編集委員会 
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11 月 7 日（水）、高麗川カントリー倶楽部にて第 31 回ゴルフ会が行われ

ました。 

今回の競技参加者は 15名、当会会員から 10名、西東京稲門会から 5名の参加となりました。 

今年は11月に入っても暖かな日が続いていますが、当日も好天に恵まれ風もなく絶好のゴルフ

日和となりました。美しい紅葉を楽しみながら熱の入ったプレイが続きましたが、微妙なアンジ

ュレーションと高速グリーンが生むドラマに各ホールで歓声と悲鳴が沸きあがりました。 

全員が元気にホールアウトし、稲門会の皆さんとの交歓も交えて和気藹々あいあいの秋の一日

となりました。 

新ペリア競技の結果、優勝は稲門会の下平章氏、準優勝が高橋

幸三氏、第3位は稲門会の竹森英次氏でした。プレイ終了後の表

彰式は、大平一氏の乾杯に始まり楽しい親睦の場となり、樋口明

朗氏の中締めで終了しました。 

次回、第 32 回は 2019 年 5 月 29 日（水）武蔵OGMゴルフ

倶楽部で予定しています。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） 

 

 

 

 

春、夏に続き秋のカラオケ会が10月4日にスナックペアーにて開催されました。参加者は、樋

口、直井、宮本、宝井、皆川、牛島の6名の方々でした。 

最初は、皆で若き血を歌い、その後乾杯、食事へと進み、会話も盛り上がりました。酒が進む

につれ、カラオケも始まりジャズからフォークソング、ポツプス、歌謡曲に至るまで、また昔の

歌から比較的最近の歌まで多岐に渡り27曲ほど歌われ、皆さん十分に楽しまれたようです。歌は、

歌手で選ぶ人、メロディーで選ぶ人、歌詞で選ぶ人さまざまです。 

カラオケの歴史は、1970年にソピックと言う機械から始まり、当時は、曲だけ流れましたので、

歌う人は、歌集を見ながら歌ったものです。その後機械の進歩に伴い現在ように画面に歌詞も出

るようになったものです。歌を唄うことは、心身ともに健康に良いと言われていますので、皆さ

んも参加され楽しまれたら如何。 

なお楽曲リストは下記のとおりです。 

 若き血 Tennessee Waltz、兄弟船、東京ブルース、終着駅、想い出の渚、桃色吐息、Love Is a 

Many-Splendored Thing、ソウル・ソウル・ソウル、Let it be、暗夜航路、蒼い星くず、道南口

説き節、黄色いさくらんぼ、高原列車は行く、君といつまでも、マスカレード、

海その愛、硝子坂、座・ロンリーハーツ親父バン、恋人よ、北空港、秋桜、与

作、刈り干し切り、美唄の春、グッド・バイ・ラブ以上、27曲でした。 

牛島康朗（S40政） 

ゴルフ会 

カラオケの会 
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古写真探索の勧め古写真探索の勧め古写真探索の勧め古写真探索の勧め 

私は 13年前から仕事の合間に「古写真」の研究をやっています。19世紀の後半に我が国に

渡来した写真技術を使って明治の前半までに撮られた風景や人物風俗写真は「古写真」と言わ

れ、当時の日本の姿を記録しているという意味で、資料として貴重かつ重要なものとなってい

ます。しかし、この分野の研究は一部の専門研究者や古写真の収集を趣味とする好事家の対象

に過ぎませんでしたので、歴史の資料としての価値が低く見られて来ました。そのため古写真

に付けられた説明が歴史の事実に照らして不適切であってもほとんど検証されずに来ました。 

最初の切掛けは、46 人のほとんどが侍姿をした集合写真に存在するはずのない明治天皇や

西郷隆盛、坂本龍馬が写っていると宣伝された陶板額の新聞広告を見たことです。写真館の歴

史をちゃんと研究したこともない連中が、有名人に似た人物がいると、売名や金儲けの手段に

古写真を利用していました。本当の真実を広く知って欲しいとの思いで研究を始めました。 

私は古写真の資料としての価値を高めるには、その写真が何時・何処で・誰によって・何を・

何故撮影されたのかを厳密に明らかにする手法を確立すべきだと考え、古写真と現存する歴史

の文献資料との突合せを行い、個々の古写真から歴史の真実の情報を発見する学際的な研究に

取り組んで来ました。その結果をフェイスブックで研究日誌のようにして発信して来ました。 

長崎の上野彦馬や浅草の内田九一、横浜のベアトやスティルフリードらが撮影した様々な風

景や人物写真を紹介して、その撮影の背景になる歴史の真実の追究をして分かったことをお伝

えしています。専門の研究者だけでなく、一般の関心のある方々にも古写真の持つ歴史の資料

としての価値や新しい知識の獲得、事実の発見の面白みや楽しみを広く知っていただきたいと

の思いでフェイスブックに 6年間書き込んで来ました。 

5日に 1回程のペースで、いろいろな古写真の話題を取り上げています。調べれば調べる程、

新しい発見があります。そうして溜まったフェイスブックの原稿を本に纏めて、これまで 4 冊

の本を出版しています。我が三田会の写真・作品展でも柳沢公民館で展示させていただきまし

た。フェイスブックを読んでくださった方からの情報や意見もあり、自分の間違いも見つかり

ます。それを話題の遡上に載せることも楽しみです。皆様にもその楽しみを感じていただける

ように、現在も 5 冊目を目指してフェイスブックへの書き込みを続けています。URL は以下

です。入ってみてください。  https://www.facebook.com/shinichi.takahashi.940 

高橋信一（S47 工） 
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期日・場所  ：  2018.11.19（月）～11.25（日）       （報告者：大平 坂口） 

参 加 者  ：  27 名（ 内 西東京稲門会 4 名、小平三田会 3 名、 杉並三田会 1 名） 

作品内容      ：  写真 45 点、作品 14 点 『 版画 2 点、油彩 1 点、水彩 4 点, 木彫 2 点、 

                ﾎﾞﾀﾆｶﾙｱｰﾄ 1 点、 書・画 2 点、 人形 一対、 著書 1 点（4 冊）』  

 

         写真展でスタートした会も 15 回目を迎え、西東京三田会、西東京稲門会、小平三田会、 

杉並三田会、更に家族の方々にもご参加いただいた。柳沢公民館 1 階のロビーをお借りし、 

壁面 6M には 油彩、水彩、ﾎﾞﾀﾆｶﾙｱｰﾄ画、檜木彫、ウサギの雛人形、古写真の研究書も 

４冊展示、６尺パネル 14 面に写真 44 点、版画 2 点、No1 パネルには『小学生社会科見学 ＝ 

ANA の機体工場』写真４枚 No2 パネルは『社会活動＝西東京市内の防災・減災』他写真 4 枚。 

柳沢公民館、図書館来館の方々が連日 70 名ほど興味を持ってご覧になっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

ニュースレター22 号をお届けします。30 年続いた多難な「平成」ももう直ぐ終ります。 

バブル崩壊に始まり、松本サリン事件、阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件、新潟中越地 

震、福知山線脱線事故、リーマンショック、東日本大震災、熊本地震、そして大阪北部地 

震、西日本豪雨災害、北海道地震の衝撃は消えていません。三田会の 30 年とも重なります。 

そうした会員の皆様の思いを共有するためにニュースレターはあります。 

編集委員：高橋信一、坂口光治、中田勲、原 護、篠崎哲雄、大内俊 

『紅葉』 西東京稲門会 田嶋 和彦 

『南米の赤いサボテン』 

直井 徹也 

奥左・坂口･三宅・田嶋・鈴木・渡辺・竹森・宝井・小笠原・大平 

前左・篠崎・高橋・金子・直井・熊坂・樋口 

左から・篠崎・竹森・大平・坂口 

高橋・宝井・熊坂・樋口 （撮影・小笠原） 
『錦秋』 小平三田会 熊坂弘子 

『生きること』 小平三田会 

吉川 潔 

平成 30 年 第 15 回西東京三田会 写真・作品展 
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