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令和年代の幕開けに当たって
西東京三田会会長 樋口明朗
新年あけましておめでとうございます。令和の時代になり、そしてもう 2 年目となりました。
会員の皆様方におかれましてはご健勝のことと拝察いたします。
新元号は、これでもかこれでもかとばかりに度重なる大風雨災害という厳しい現実で迎えら
れました。被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復
旧をお祈り申しあげます。当西東京三田会といたしましても、有志が日本赤十字社の義援金募
集に応じ、微力ながら被災地域の復興に役立つことを願っておるところでございます。
さて、当会の昨年 1 年を振り返ってみますと、小学５年生ＡＮＡ整備工場社会科見学支援と
写真・作品展は休止となりましたが、簀立て遊び、神宮野球応援会など新たなサークルの立ち
上がり、筍掘り会の会場を替えての復活などがありました。サークル活動の消長は、かつては
囲碁会やダンス会などがあったように状況に応じてあり得るもので、むしろ継続に拘るのは如
何なものかと表明して参りました。ただし今後は、会員の皆様が入れ替ったりいろいろな懇親
会を通じて、改めて過去にあったサークルが復活したりテニス会など新サークルが立ち上がる
など会内の活発な動向を期待したいものです。
昨年は、総会の進行、その後の懇親会体裁も一新させました。多少の異論もあり、今後改善
すべきは改善していくとして、一石を投じたものと思っています。
また新たに初めて西東京まつりに出店致しました。多くの会員、お客様が立寄られ、会員は
ブース内では会員間の懇親を深めるとともに、会員外の人達には接客対応をして西東京三田会
を広く市内に知らしめることになりました。
昨年は、また、いままでほぼ 5 年に一度の間隔で行ってきた新入会員の組織的勧誘を行いま
した。範囲を昭和年代卒から平成 30 年卒までと広くとって、塾からの情報を基に大勢の市内
在住塾員に呼びかけ、16 名の新会員を迎えることができました。来たる新年会は新入会員歓
迎会を兼ねることを決めていますが、その前に当会を固く印象付けるために担当有志がオリエ
ンテーション懇談会を企画し 9 名の新会員の参加を得て実施しました。皆様がすぐに会に溶け
込み、主体的に会を活用されるようになることを強く望んでいます。
本年も西東京三田会が皆様の生活の中で人生充実の一助となることを期待します。
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2019 年 新会員オリエンテーション懇談会
新入会員のオリエンテーション懇談会を、2019 年 11 月 9 日（土）18：00 スタートで、田
無の中華料理店、「墨花居」で行いました。
参加者全員が揃い、大内さんからオリエンテーションの開会挨拶、参加者の簡単な自己紹介、
慶應義塾の三田会組織、地域三田会としての西東京三田会の概要説明を行いました。
食事会が始まり、渡辺さんの挨拶と乾杯。参加者はビールで舌を湿らせ、アルコールが入る
につれ、新会員の方々もお互い隣同士、またテーブルの前の方々と会話が弾み、会場はにぎや
かになっていきました。
あっという間に、気心知れたもの同士の宴会の状態になり、慶應義塾で学んだ塾員の絆とし
ての三田会の良さがここにも表れており、料理に箸をつける暇なく会話が盛り上がりました。
親睦サークル活動の話題などで、当初より 40 分も延長になり、20 時 40 分に大内さんの締
めの挨拶を始めていきましたが、合いの手の質問が入りながら、質問の答えを入れつつ、オリ
エンテーション懇談会の参加の御礼と心からの感謝を伝え、懇談会がお開きになりました。
写真撮影は、お店の方の協力を頂き、綺麗な部屋の広いスペースに椅子を並べ、参加者全員
笑顔の集合写真を撮ってもらいました。
当日の新入会会員出席者：
天辻明さん(S35 経)、篠原眞一さん(S37 政)、志摩哲生さん(S48 商)、
森茂樹さん(S52 法)、加地阿古さん(S61 法)、池田匡弥さん(H01 経)
宮下真由さん(H24 看)、ポール・ド・ラクビビエ(H26 経管修)
小笠原寿男（S57 経）
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新入会員紹介
S36 年卒業後、38 才で起業して、精一杯努力をし、73 才で事業承継をはたしました。残り
の人生をどう楽しもうかと考えた末、好きな絵を描く事に決め、デッサン会や写生会に参加す
る様になり、次第に同好の友人達も増え、今では毎年秋に 三つのグループ展に出品しています
ので、毎日かなりの時間を好きなシャンソンやカンツ ォーネを
聞き乍ら絵の制作に当てています。
身近にいる厳しい批評家である妻からも「この絵いいわね」
と云われる事も増え、これからは見ていただく人々の心を動か
す様な絵を描きたいと精進していこうと考えています。老兵で
すが今度西東京三田会に入会させていただきますので、よろし
く御つき合い下さい。美術展でも開催される時は喜んで参加さ
せていただきます。
天辻

明（S36 経）

このたび貴西東京三田会に加入いたしました。何卒よろしくお願ひ申し上げます。普通なら
これで御挨拶になるところですが、小生の場合はそうはゆきません。何しろ一九三七年生まれ
なのです。同年は平成何年に相当するか知らない人が結構多い程の大昔です。和式年号でいえ
ば、昭和と平成を駆け抜けて、令和になって、ただ終着するのみと思っていたところです。会
合なぞは、如何なるものといえども、ただひたすらに御遠慮すべきものとなっておりました。
新規に加入するとは夢にも思っていませんでした。それなのに貴会には何故加入する気になっ
たのか、劣化激しい思考経路をふりしぼって、それなりに悩みました。実は会報編集長の高橋
様から、「何でも良い。」から書く様に御指示があったのです。次は書いたのは本人もよく判ら
ない加入理由です。御笑読いただけますと幸です。
そもそも西東京とは如何なる地域なのでしょうか。東京都心のベッドタウンとして、似かよ
った人口増加を記録してきた旧二市が合併したものという認識は持ち合わせています。面積だ
けは大きくなった。しかし合併によって期待された規模の企業誘致や、学園都市の創設などは
聞いたことが無いし、シネコンや美術館の新設も無い。内外から東京都を訪れる旅行客が増加
しているのに、満足な宿泊施設が無い。自宅はベッドタウンにふさわしい様なマッチ箱が一般
的で、とても外来客をもてなせるものでは無い。これでは東京西方の文化果つる地ではないか。
遠からず地域は衰退し、人口も減少に転落するものと悲観していました。ところが西東京の人
口はわずかながら増加の傾向にあるそうです。小生の認識は誤っていたのでしょうか。あるい
は何も無い方がよいのでしょうか。大河もないので水害も無かったし、ピンクゾーンも無いの
で治安は良い。水清くして魚住まずというのもあやしく思えてきます。
ここで企業誘致について脱線させてください。かつての花形であった重化学工業中心の製造
業は人気衰退の一途で、代って I.T.情報産業と金融関連産業（単純な銀行業務は I.T.がとって
代るので必要なくなるが）が将来有望の業種となっている様です。それも本社機能だけが現地
にあれば良いので、地元は法人税だけいただけばオイシイのだそうです。

（次ページに続きます）
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それに我国の公的債務は G.D.P.数倍の巨額に達していて将来を心配する人が多いのです
が、国の債務というのは海外に対する債務が巨額だといけないが、我国の場合は悪性イン
フレも起きていないし全く問題ない。今の調子で金融緩和を続けて行けば良いというので
す。国の借金はインフレでチャラにするものと思っていた者には理解の枠を越えた経済理
論です。反面教師としてしばしば挙げられるのが、アルゼンチン国債です。悪性インフレ
でモラトリアム、オヤジギャグ並みに世界最低の格下げなのですから。
それにしても I.R.は惜しかった気がしました。I.R.とはカジノ主体の綜合レジャーランドのことです。何も無
いけれども、東京郊外に土地があって、カジノ運営に対応できそうな人材もいる当地には絶好の案件と思ったの
です。ところがそう言う政治家は一人としていませんでした。かつて四十年程前でしたでしょうか、当時興盛を
誇っていた後楽園競輪場を突如廃止したのは、当地を地盤とした時の東京都知事だったそうです。当時後楽園競
輪場に通っていたファンは、調布、立川、松戸に通うことになりました。今ではネット車券販売が主流です。独
善的な政治というのは一時的にしか効力がないものですが、後楽園には代って大規模な馬券投票所のウィンズが
開設されています。ギャンブルには依存症の問題が付いて廻りますので、大声では言い難いものですが、お陰様
で貧しい財源に恒常的に悩む地元では、駅前の開発や踏切の地下道化等のインフラさえ満足にできない仕末にな
っています。永久にレジャーランド設立などは夢の先の話なのですね。
こうした四面楚歌状況のところに貴会よりお誘いがありました。青天のヘキレキだったのは
前述のとうりですが、すでに同窓同好の会員が百有余名にして、数々の催しを行う実績があるとの事。これはフ
リーメースンか救世主の出現かも知れない。仇やおろそかに扱うと天罰が下りるとも思いました。早速送付いた
だいた会報によると麻雀の会があるのが判りました。幹事役の豊山さんを探し出して参加申し込みをし、暖く受
理されました。麻雀会員はさすが三田系というべきか皆紳士ばかりでした。加えて参加 12 名のうち黒髪だった
のは豊山さんだけだったのには小生大安堵。次からは月例会に頻度を増やす様お願いしたいです。
最後になりますが、小生当地に棲みついて約 50 年となっておりますが、その間 30 年程が海外駐在。生れは満
州奉天で、戦後の引揚げも経験しています。結果地元に全くといって良い程知られていない根無し草になってし
まいました。貴会に加入するチャンスは無かったのです。何のはずみか今回参加させていただくことになりまし
たが、すでに難聴で満足にコミュニケーションをとれなくなっております。スキューバダイビングを激しく行っ
てきたため鼓膜が左右とも破けているのです。
明日はいよいよ「新人研修」です。前述のとうり三重苦状態での新参加ですが、せいぜい会則に年令上限制度
が設けられることのないように、できるだけ末席に陣取って素直に皆様の御話をうかがうことにします。
篠原眞一（S37 政）

新しく会員になりました中野忠と申します。会員としては新しいですが、OB としてはずいぶん古く、半世紀
以上も前に卒業しました。学部を終えた後、経済史を勉強するために大学院に進学しました。ご指導いただいた
のは高村象平先生です。若い世代の方はご存じないかもしれませんが、塾長も勤められたことのあるドイツ・ハ
ンザ研究の権威で、慶應の代表的な教授のおひとりです。
大学院を終了後、20 年ほど大阪の私立大学に勤務し、1992 年に早稲田大学の社会科学部に移りました。それ
以来、通勤に便利な西東京市－当時はまだ田無市でした－に住んでおります。それまで田無にも西武新宿線にも
ほとんど縁がなかったのですが、今はすっかり馴染んでおります。6 年前に現役を退きましたが、研究は細々と
続けております。歳をとるにつれ、体力も知力も落ち、すっかり出不精になりましたが、無理しない程度に会に
参加させてもらうつもりですので、よろしくお願いします。
中野 忠（S40 経）
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初めまして。私は、堀進と申します。田無、西東京に移り住んで半世紀以上
が経ちます。先日、市民まつりに初めて慶應のブースが出店しましたが、他
大学と比較し閑古鳥が鳴いているような状況でした。気になり思わず立ち寄
りました。活動の中に「麻雀の会」があったので、これなら付き合える事が
できると思い入会することにしました。
学生時代は早稲田の馬場下の下宿に住んでいました。まともに授業に出ず麻
雀やビリヤードに明け暮れていました。その為留年し親に迷惑を掛けましたが、反面早稲田の
友人も沢山できました。その中にカントリー音楽をやっている人がいて、私も大好きで意気投
合しよく聞いたものです。彼はギターが上手で私も練習したのですが、天性の不器用さでまっ
たくダメでした。でもカントリーに対する思い入れは現在も続いていて、先日も教会のチャリ
ティコンサートのカントリー、ブルーグラスを聞きに行ってきました。心が洗われます。
趣味は色々ありますが、お酒はまったく飲みません。私のまわりの人は皆そのことを知ってい
るので大変楽に過ごしています。やはり一番の付き合いは麻雀になると思います。サラリーマ
ン時代、あの有名な池坊保子さんと麻雀を何度かやることになりました。当時の社長が京都出
身で保子さんと親しく、娘（四代目専好）に会う為に上京する際、麻雀を何度かすることにな
りました。キップが良く勝負強く、いつも負けるのは社長と常務でした。彼女がテレビに出る
度になつかしく思い出します。
まだまだ色々ありますが、紙面の都合がありますので私のほんの一面をご紹介させて頂きまし
た。よろしくお願いします。

堀

進（S42 文）

私は昭和 48 年（1973 年）4 月に法学部法律学科に入学しました。ただこの時は学内の紛争で
日吉の講堂が使えず、大学史上唯一入学式を行えなかった時となってしまいました。
そして昭和 52 年（1977 年）3 月に卒業をしましたが、その 25 年後の卒業式に招待された時
に改めて当時の塾長より私たちの入学式がなかったことの話と 29 年ぶりの入学式を行ってい
ただいたことを昨日のように思い出します。
大学時代は体育会ヨット部に入り、三浦半島の西岸の三戸浜にあるヨット部の合宿所で年間
約 120 日に及ぶ練習の日々を過ごしました。ですから学期の初めに日吉や三田に行くと他の誰
よりも日焼けをしていたのは我々ヨット部の面々だけでした。
卒業後は証券会社に入り 7 年前に退職をし、当時の仕事の関係で二つほどの会社のお手伝い
をした後、現在横浜の会社で営業本部のシニア・アドバイザーとして働いております。
森

茂樹（S52 法）

自己紹介。
体育会ソッカー部です。
現在もシニアサッカーをやっております。
運動系なのですが、インドア系の趣味も持ちたいと思う
今日この頃です。
古谷俊介(S60 政)
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当時 2 歳だった私は、昼間 4 両編成で走っていた西武池袋線に揺られ、北多摩郡保谷町と言われた町に東京の
東の方から引っ越してきました。結婚後も田無に居を移し、50 余年を西東京で過ごしています。大学生の時は随
分遠くから通っていると言われたものでした。そんな同じ西東京市から現在娘も田町に通っています。子供も手
を離れましたし、三田会を通して新しくみなさまとお知り合いになり、楽しく過ごしていくことができたらと思
っています。よろしくお願いします。
加地 亜古（S61 法）
初めまして。鈴木と申します。昭和 63 年文学部の卒業です。今回、縁あって西東京市民
祭りで会員登録しました。大学時代は体育会野球部に所属しており、部活が忙しく？学内で
の塾生との付き合いは少なかったのですが、そろそろ野球部 OB でない方々との交流も良い
のではと考え、登録の運びとなりました。仕事上、土日の休みがあまりなく思い通りにイベ
ント等に参加できるかどうかわかりませんが、どうぞよろしくお願いいたします。新年会に
はぜひ参加したいと思っております。

鈴木 哲（S63 文）

初めまして、この度西東京三田会に参加させていただくことになりました平成元年経済学部卒業の池田と申し
ます。これまで西東京三田会の存在は知りませんでしたが、高橋様より郵送にて入会のお誘いを受けたことが、
入会のきっかけとなりました。
西武線沿線ののどかな雰囲気が大変気に入って、西東京市のひばりが丘に居住してもう 14 年になります。
仕事は、大学卒業後はサントリー（株）に勤務しておりましたが、現在は転職して外資系総合人材サービス会
社のマンパワーグループ（株）にて社長をしております。勤務先の浜松町駅までは少々時間がかかるものの、都
心部から地元に戻ると何だかいつも癒される気分になり、今後もずっとこの地に住もうかと考えています。趣味
は、ゴルフやウクレレ演奏、そしてプロ野球西武ライオンズのファンで、年に何回かは西武球場
に家族と共に応援に行きます。西東京市は西武線沿線駅が多いので、ライオンズファンの方がい
らっしゃれば、話が盛り上がると思います。
西東京三田会の会報誌を見て、その歴史の長さやいろいろな年間イベントを通して会員の皆様相
互に交友を深められていることに驚きました。私も、直接皆様にご挨拶させていただく時を楽し
みにしています。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

池田匡弥（H01 経）

初めまして、この度は西東京三田会へお誘い頂きまして誠にありがとうございます。1994 年卒の本橋輝樹と申
します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
簡単な自己紹介をさせて頂きます。生まれも西東京市（保谷市）で、慶應には普通部から
お世話になっております。普通部、塾高、大学理工学部、大学院理工学研究科（修士課程）
と 12 年間保谷～日吉の遠距離通学に励みました。大学と大学院では応用化学を専攻し、研
究者を目指していましたが、
運良くそれが叶い現在は神奈川大学で教員として働いています。
神奈川大学の最寄り駅は日吉の先の東横線白楽駅ですので、今は毎日日吉を通過して通勤し
ております。ちなみに、私の長男も普通部に入学することができ、2019 年現在塾高生です。
自慢できる趣味はほとんどありませんが、以前フランスに留学した時に覚えたワインを飲むことが一番の愉し
みかもしれません。職場で大学生とよく飲み会をするのですが、最近の学生はワインをあまり飲んでくれないの
で少々寂しいです。フランスワインについて、ディープな語り合いを日々望んでいる次第です。
本橋輝樹（H06 理工）
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法学部法律学科 1997 年度卒業。福澤博美西東京市向台町在住。
子育てがようやく終わり、
これから自分の時間を楽しもうと思い西東京三田会に入会させていただきました。
皆さまからたくさんの刺激をいただける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。
福澤博美（H09 法）
はじめまして。2001 年(2000 年度)理工学部卒業の下条と申します。私は、西東京市が所謂「地元」では
ないので、ご近所に顔馴染みの方もほとんどいらっしゃらないのですが、たまたま顔を出しに行った市民ま
つりで西東京三田会のブースを見つけ、入会いたしました。私には娘が 3 人おり、まだまだ手も掛かること
から、自分のことは二の次の生活を送っておりますが、これを機会に少しでも皆様とのネットワークが繋が
ればと考えております。今後ともよろしくお願い致します。
下条智貴(H12 理工)
2003 年環境情報学部卒業の大橋真人と申します。大学卒業から今までは、
横浜に住んでましたが、
結婚を機に西東京に引っ越してきました。
週末は、
近くの畑を借りて野菜などを作って西東京生活を楽しんでいます。今まで
三田会に所属したことはなかったのですが、地元ができたことですので、
この度入会させていただきました。冊子を拝見させていただいたところ、
地域社会活動など積極的な活動が多く、みなさんと愉しく活動していきた
いと思います。よろしくお願いいたします。
大橋真人（H15 環）
皆さま、初めまして。昨年末より谷戸町に引っ越してきました稲葉と申します。西東京市については、ま
だまだわからない部分が多く、色々教えて頂きますと幸甚です。簡単に自己紹介致します。生まれは東京文
京区で、西東京に移るまでは、結婚を機に練馬区石神井に住んでおりました。
私は 2008 年秋に法学部政治学科を卒業しました。慶應義塾は大学からです。学生時代はアルバイト中心
で、休み毎に英語の語学研修という名目で米英へ行き、色々な地域の学生と飲み
ニケーションを楽しんでいました。アメリカ地域文化論とロシア政治外交の二つ
のゼミで学んでおりました。ひばりが丘にもございますが、皆でラーメン二郎を
鍋二郎しておりました。
仕事は都内の自動車部品会社でオリンピック／パラリンピック企画の仕事に携
わっております。今は来年の東京大会に向けての準備でやりがいを感じつつ、胃
が痛くなる思いで日々を過ごしております。趣味は写真撮影、ライブに行く、野
球観戦、筋トレ、自転車です。ただ最近は専ら１歳になったばかりの娘の子育て
が中心です。どうぞよろしくお願い致します。
稲葉正和（H20 政）
初めまして。H24 看護医療学部卒の宮下真由と申します。大学在学中は、SFC
のバスケサークルと医療系学生による国際協力団体、四谷祭実行委員に所属し、
海外旅行も沢山していました。卒業後は、大学病院外科混合病棟と産科病棟に勤
務し、その後東京大学大学院に進学、周産期メンタルヘルスケア研究のチームに
所属し、特に不妊治療に着目した研究を行ないました。修士課程のみで卒業しま
したが、現在も客員研究員として在籍しております。
大学院卒業後は、被災地支援の一環で宮城県職員（保健師）として気仙沼市へ
派遣、保健師として勤務しています。気仙沼との付き合いは長く、大学 4 年生で
あった 2011 年 5 月より気仙沼での子どもの心のケアを目的とした団体の活動に参加し、2011 年秋まで実習
の合間を縫って毎月気仙沼に赴き、就職後も年に数回訪ねておりました。
震災から 8 年。私にとってあっという間、しかし様々な経験をした濃密な 8 年でしたが、皆様にとっては
どのような 8 年だったでしょうか。以前より西東京三田会は存じ上げていましたが、この度入会することが
でき嬉しく思います。皆様にお会いできるのが楽しみです。よろしくお願いいたします。
宮下真由（H24 看）
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はじめまして、岡崎と申します。2011 年に経済学部を卒業してから、大学や三田
会とはあまり縁のない生活を送ってきました。しかし本年西東京市に引っ越してくる
にあたり、改めて、学び舎・住まいが同じ皆さまとの交流ができればと思い、西東京
三田会に加盟させていただきました。まずは 1 月の新年会に参加をさせていただく予
定ですので、ご参加される方は当日色々とお話ができればと思います。右も左もわか
らない若輩者ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。
岡崎達也（H23 経）
1990 年 7 月 4 日、フランス南部 Toulouse 生まれ。KBS（慶應大学大学院経営管理研究科）平成 26 年卒業。
現在、三人の子供の父（長女ヨハナ・和〔なごみ〕
、長男レイモン・誠〔まこと〕
、次女マリ
ー・奏〔かなで〕
）
。國學院大學法学部の後期博士課程に在籍して、日仏法制史比較研究を進
めている傍らに、フランス系 BNPParibas 銀行にアナリストとして務める。カトリック信徒
でもある。日本を愛し、その歴史と文明を好み、私なりに少子化を防ぐことに貢献しようと
しながら、日仏の交流、それから日仏両国の復興にも貢献していきたい。
ポール・ド・ラクビビエ（H26 経管院）

会員の動向

会員の入退会（2019 年 7 月～12 月）

入会
浅野 貴文氏（H24 文）
池田 匡弥氏(H01 経)
加地 亜古氏（S61 法）
小脇
光氏（H27 経）
志摩 哲生氏（S48 商）
中野
忠氏（S40 経）
福澤 博美氏（H09 法）
本橋 輝樹氏（H06 理工）
森
茂樹氏（S52 法）
亀谷
学氏（H11 政）
野崎 英也氏（H05 経）
横山みづき氏（H15 経）
大久保克則氏（S51 商）
下条 智貴氏（H12 理工）
高城 幸水氏（H20 商）
仲村 耕太氏（H28 商）

退会
天辻
明氏（S35 経）
稲葉 正和氏（H20 政）
桐ヶ窪久美子氏（H07 経）
篠原 眞一氏（S37 政）
鈴木
宏氏（S39 経）
ﾎﾟｰﾙ・ﾄﾞ・ﾋﾞﾋﾞｴ氏（H26 経管院）
古谷 俊介氏（S60 政）
宮下 真由氏（H24 看）
岡崎 達也氏（H23 経）
鈴木
哲氏（S63 文）
矢崎 暢堂氏（H31 法）
横田 正満氏（S48 法）
堀
進氏（S42 文）
棟朝 銀河氏（H29 環）
大橋 真人氏（H15 環）
計 31 名

前回（ニュースレター23 号、7 月 1 日付）105 名

→
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現在 134 名

田邉 和子氏
川嶋 伸一氏
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健康のページ
◇◇インフルエンザの治療◇◇
中村邦彦（H03 医）
今年もまた、インフルエンザの流行する季節となりました。インフルエンザの新
しい治療薬「ゾフルーザ」が昨年より使用可能になりましたが、画期的な治療薬と
してニュース等で聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。これまでよく
使用されてきた「タミフル」は、1 日 2 回で 5 日間、計 10 回の内服が必要でしたが、
「ゾフルーザ」は一回のみの内服で終了です。以前から使用されていた「リレンザ」
も一回ですが、鼻から粉末を吸引する薬で使いにくい感じがありました。また薬 の
作用機序が異なっており、
「タミフル」や「リレンザ」はインフルエンザウイルスが
体内の細胞内に入り、細胞内で増殖した後、細胞外に出ていくところを阻害してい
たのに対し、
「ゾフルーザ」は、細胞内での増殖自体を阻害するものでより効果が早
いことが期待されます。
実際の「タミフル」と「ゾフルーザ」の比較では、ウイルス量減少は「ゾフルー
ザ」が早かったが、症状の改善までの時間には差がなかったとされています。また
「ゾフルーザ」は新薬であり、価格面では高くなります。
「タミフル」が 1 日 2 回 5
日間、10 回の内服で約 2700 円であり自己負担が 3 割の方で約 800 円であるのに対
し、「ゾフルーザ」は 1 回内服で約 4800 円であり自己負担が 3 割の方で約 1500 円
となります。
「タミフル」はジェネリック製剤も発売されており、これを使用した場
合はさらに安く約 1300 円であり自己負担が 3 割の方で約 400 円程度まで下がりま
す。作用機序が違うので、
「ゾフルーザ」は「タミフル」に耐性のあるインフルエン
ザウイルスに対しても効果がある可能性はありますが、優位性が極めて高いとは現
状では言えません。多少負担額が高くても 1 回の内服で済む利便性が良いと思うか
あるいは、5 日間内服を忘れずにいる自信がなければ「ゾフルーザ」を、5 日間の
内服が必要でも負担額が少ない方がよければ「タミフル」を選択するので良いとい
うことになるでしょう。
極論を言えばインフルエンザはこれらの治療薬を使わずとも安静にして寝ていれ
ばそのうち治るということになりますが、高齢者の場合はそういうわけにはいきま
せん。高齢者では慢性基礎疾患に罹患していることが少なくなく、インフルエンザ
ウイルス感染はそれらを悪化させ、重症化の原因となることがあります。特に循環
器疾患を有する高齢者ではインフルエンザに感染すると、頻脈、 低酸素症、急性炎
症、血栓形成を来し、急性心筋梗塞のリスクが高まります。治療薬による速やかな
症状改善が必要である以上に予防が大切で、簡便な治療薬が登場したといってもや
はりインフルエンザワクチンの接種は重要です。
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地域・社中交流
東久留米三田会会報「若き血 第 45 号」発行
7 月 21 日に東久留米三田会の会報「若き血」の第 45 号が発行されました。4 月 20 日の第 17
回総会の報告、篠田知成新会長の挨拶、8 月 3 日の「夏休み理科実験工作教室」
、9 月 23 日の「秋
のコンサート」のお知らせなどで全 12 ページです。
第 1 回西東京ゴルフ早慶戦に参加
7 月 23 日に鴻巣カントリー・クラブで開催された第 1 回西東京ゴルフ早慶戦に稲月、斎藤、宝
井、小堀が参加しました。
西東京稲門会 会報「けやき野 54 号」発行
7 月 27 日に早稲田大学西東京稲門会の会報 54 号が発行されました。第 19 回定期総会の報告、
その他トピックスや会員短信（自己紹介）多数で全 8 ページです。
武蔵野三田会「会報 Vol.20」発行
10 月 1 日に武蔵野三田会の会報 Vol.20 号が発行されました。2019 年度後期の行事と催し案内
を始め、福澤諭吉研究、テニス、ボウリング、忘年会が目につきます。
三鷹三田会「会報 VOL.53」発行
10 月 13 日に三鷹三田会の会報 VOL.53 号が発行されました。11 月 30 日武蔵野三田会との合
同忘年会開催の案内、総会・暑気払い、サークル活動など 8 ページ。
早稲田大学稲門会ゴルフに参加
10 月 30 日に高坂カントリー・クラブで開催された早稲田大学稲門会ゴルフに稲月以下 5 名が
参加しました。
西東京市民まつりに参加
11 月 9、10 日に西東京いこいの森公園で開催された市民まつりに初めて参加しました。先輩格
の早稲田大学など他大学とブースを並べて交流も行いました。
東久留米三田会会報「若き血 第 46 号」発行
11 月 23 日に東久留米三田会の会報「若き血」の第 46 号が発行されました。令和 2 年 2 月 1
日の銀杏寄席と新年会のお知らせ、秋のコンサートの報告など。
西東京稲門会 会報「けやき野 55 号」発行
11 月 30 日に早稲田大学西東京稲門会の会報 55 号が発行されました。夏季懇親会と稲門祭サロ
ン･ﾄﾞ･三多摩の記事、新年会は 1 月 19 日で当会と同日です。
以上編集委員
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ブルーベリー摘み
」が例年と同じく東久留米
8 月 3 日(土)「ブルーベリーを摘む会（第 9 回）
三田会元会長の野崎陽一さん所有の農園で開催された。今年は 7 月 29 日ま
で梅雨が明けず、なかなか夏を迎える気分でなかったが、当日は 15 組 34 名
(うちお子さま 7 名)と例年並みの人数が揃いブルーベリー摘みを楽しんだ。
最初、野崎さんから品種名(ティフブルー)の紹介や今年も出来ばえは良好
との説明を受け農園に向かった。今年案内された区画はブルーベリーの木が
例年より密集しているようで、ポリバケツに思い思いの実を放り込むことが
できた。
収穫後は野崎邸の庭の木陰で、軽く飲みながらの夕涼み会でしばし凉をとった。今年は会長
の樋口さんが出席できなかったため、収穫したブルーベリーの計量が手際よくできるか心配だ
ったが、あらかじめ 180 円/100g をセットしたパソコンを持ち込んで、乾杯の後、歓談の合間
に随時計量、集金し事なきを得た。
皆さん持帰ったブルーベリーはポリフェノールの一種アントシアニンが豊富です。夏の健康
増強にきっと役立ったことでありましょう。
宮本敬一（S46 工）
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歴史散歩の会
第 9 回 玉川上水の源周辺を歩く
2019 年 9 月 29 日、青梅線羽村駅改札に 9 時半までの集合者で実施されました。
西武線駅出発・到着等、今までの原則を初めて破っての今回の歴史散歩会でした。小平も含め西
東京市内での玉川上水からの分水の重要性から、
是非玉川上水源流を確かめておきたいという想い
から企画しました。大平一・高橋幸三氏初参加、宮
本、高橋信、大内、原洋、小笠原、牛島ご夫妻、樋
口の 10 名参加。
天候は、予想が時々雨。しかし全然雨には合
わず残暑に多少閉口しながらも皆さん、ゆった
り、語らいあいながらの散歩ができました。
羽村駅からのコースは、まいまいず井戸・五
ノ神社 → 禅林寺・中里介山墓 → 羽村取
水堰周辺 → 羽村市郷土博物館 → 羽村
駅周辺で反省会。
樋口明朗（S43 経）
羽村取水堰の玉川兄弟の像をバックに参加者全員での記念撮影

令和２年西東京三田会新年会のご案内
西東京三田会の令和最初の新年会は新入会員歓迎会として下記のように開催されます。
日時
会場
会費

令和 2 年 1 月 19 日（日）14 時～1（受付 13 時 30 分）
コール田無 イベントルーム A・B
男性会員：5,000 円、女性会員：3,000 円
（同伴のご家族は 3,000 円）
（テーブル席）

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。
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石毛茂君、ブルキナファソより受勲
当三田会の会員、石毛茂君（H6 文）はコンゴ民主共和国の難民支援活動を永年
に渡り行ってこられました。アフリカ全体でも様々な活動をして来た関係で、多く
の駐日アフリカ大使とも親しく、特にブルキナファソの大使とは友人のような間柄
になっています。ブルキナファソは西アフリカでサハラ砂漠の南に位置する人口
1,900 万人の共和制国家で、世界で最も貧しい国のひとつ、人間開発指数 189 ヶ国
中 183 位（2017 年度）と最下位近くです。氏はこの国に何か出来る事をとの思い
で、井戸、小学校、消防車の贈呈などを行っておられます。現在、オリンピック・
パラリンピックへの要望の窓口になっています。これらの活動に対して、令和元年
10 月 21 日に日本のブルキナファソ大使館において、ママドゥ・アルファ・バリー
（Mamadoo Alpha barry）外務大臣から勲章を授与されました。
樋口明朗（S43 経）

神宮野球応援会
春季は 6 月 2 日、塾からの応援席での応援案内に応じる形で、慶早第 2 戦に参加
者 5 名で「さすが伝統の慶早戦」を十分味わいました。この試合には勝ちましたが、
翌日は負けて優勝を明治大学にさらわれました。
秋季はヤマ場の対法政第 1 戦、そして
慶早戦の第 1 戦、第 2 戦、第 3 戦で会活
動が成立しました。慶早戦では第 1 戦は
優勝が懸かり快勝して優勝を飾ることが
できましたが、61 年ぶり全勝が懸かった
第 2 戦で敗れて、今度は完全優勝が懸か
った第 3 戦を、ともに残念ながら敗れ、
早稲田の塾に対する執念を知らされまし
た。
樋口明朗（S43 経）
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連合三田会大会
10 月 20 日、日吉キャンパスで開催されました。今年も記念館
はありませんが、外形は見えてきていました。秋晴れの好天。朝
6 時台に横田さん（大会実行委員の当番年で大会券部会員）が来
往舎内テーブル席 2 卓予約確保して張り紙で判るように案内が
あり、7 時半には幟旗を楽々立てることができました。
立ち寄り者は古賀、豊山、渡辺康生各氏と横田親子、樋口。他
にも来た方は居て場所不明ということがあったかもしれない。
この日は慶明第 2 戦。勝利して全勝のまま慶早戦を迎える。こ
の秋季リーグは優勝を勝ち取ろう！
樋口明朗（S43 経）

西東京市民まつり

市民まつりに初めて参加しました。11 月 9 日～10 日、出店ブース番号は最後の 170 番で、一
巡後の端に位置していましたので、三色の幟旗はひときわ目立ちました。今回、大学同窓会での
出店は既に数度のところもあり、本年は塾を含め 8 校でした。
連合三田会大会参加は塾のお祭りへの参加ですが、市民まつりへの参加は、地元のお祭りへの
参加です。何れも西東京三田会の存在を誇示するとともに、新入会員の獲得と会員間や関係者と
の懇親を深める場です。天気は 2 日間とも好天で非常に賑わい、何万人という人出があったもの
と予想されます。当会のブースにも 2 日間で延べ 25 名の会員が立寄り、お客様対応や懇親で賑わ
いました。
そして何より予想をはるかに上回る 12 名もの新入会者を迎えることができました。先に塾から
頂いた情報で、市内在住塾員に呼び掛けた入会のお誘いから漏れている塾員が非常に多いことに
は驚かされましたが、認識を新たにして今後も新入会員をお誘いする大事な場として継続したい
と思いました。
樋口明朗（S43 経）
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ゴルフ会
西東京三田会ゴルフ会では春、秋の年 2 回ゴル
フ会を開催しています。
第 33 回となる秋の大会は 2019 年 11 月 14 日、
飯能グリーンカントリークラブで開催されまし
た。当ゴルフコースでは今回初めての開催となり
ましたが、コースコンディション、キャディーさ
んのサポートとも素晴らしく気持ちよくプレイ
することができました。コースをご紹介いただい
た東久留米三田会の皆さんに感謝申し上げます。
今回の参加者は 24 名と最近になく多くの皆さんにご参加いただきました。当会から 15 名、
西東京稲門会から 5 名、東久留米三田会から 4 名の参加をいただき、また今回は当会の関野さ
ん、森さんにも初めて参加していただきました。幸い当日は、快晴、微風の好コンディション
となり、美しい紅葉を楽しみながら和気藹々のプレイが続きました。
プレイ終了後の表彰式は、高梨さんの挨拶に始まり、新ペリア競技の結果、今回の優勝は三
田会の小堀さん、準優勝が同じく宝井さん、第 3 位も同じく斎藤さんとなり、三田会メンバー
の上位独占の結果となりました。会や年代を超えての楽しい交流ののち樋口さんの中締めで再
会とお互いの健康を誓いあい終了となりました。
次回、第 34 回は 2020 年 5 月 27 日（水）で会場は同じく飯能グリーンカントリーを予定し
ています。当ゴルフ会は皆さんに気軽に参加し、楽しんでいただけることをモットーにしてい
ます。新会員の皆さん、初参加の皆さんも奮ってのご参加をお待ちしています。
宝井繁夫（S52 商）

麻雀の会
令和元年 8 月 4 日に西東京三田会麻雀会の夏場所が P ジャンで開催されました。13 名の方
がご出席でした。優勝は牛島さん、2 位高梨さん、3 位原洋一さんでした。
令和元年 10 月 6 日に西東京三田会麻雀会の秋場所が P ジャンで開催されました。12 名の方
がご出席でした。優勝は栗原さん、2 位吉田さん、3 位篠原さん（新入会員）でした。
豊山智明（H13 理工）
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NishiTokyo Mitakai
今年の最後の麻雀の会が 12 月 15 日「P ジャン」で行われました。新入会員の篠原眞一さんが秋場所
に続いて参加、11 月 10 日の「西東京市民まつり」で入会の堀進さんが初めての参加で、総数 12 人の
全員が 3 卓、3 回交代の従来の方式でフルに戦いました。今回は
その回の表彰に加えて年間 3 回以上の参加者の集計によるグラ
ンプリ（年間）表彰がありました。受賞者は次の通りです。第 6
回の優勝樋口、2 位原（護）
、3 位吉田、ラッキー7 位篠原、BB
牛島で、2019 年の年間グランプリは優勝原（洋一）
、2 位栗原、
3 位伊勢、7 位直井、BB 佐藤でした。なお、来年 2020 年の麻雀
の会は 1 月 26 日、4 月 26 日、6 月 14 日、8 月 16 日、10 月 18
日、12 月 20 日を計画しています。どうぞご予定下さい。

樋口明朗（S43 経）
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2019 年 7 月～12 月の西東京三田会の主な行事・出来事
月 日
7.01
7.07
7.23
8.03
8.04
9.22
9.23
9.29
10.06
10.20
10.26
10.30
11.17
11.09
11.09/10
11.14
12.15
12.22
12.28

件

名

備

考

ニュースレター23号発行
第2回役員会 イングビル第2会議室

14名出席

第1回西東京ゴルフ早慶戦 鴻巣カントリークラブ

4名参加

ブルーベリー摘みの会 東久留三田会野崎氏農園
麻雀の会 8月場所 Pジャン

34名参加

第3回役員会 田無庁舎 202会議室

13名出席

東久留米三田会コンサート

2名参加

樋口、高梨

13名参加

歴史散歩の会 玉川上水源流
麻雀の会 秋場所 Pジャン

10名参加

慶應連合三田会 日吉キャンパス

6名集合

大学箱根駅伝予選会応援会 渡辺（康隆）

1名参加

西東京稲門会ゴルフ会 高坂カントリークラブ
第４回役員会 田無庁舎202会議室

5名参加

新会員オリエンテーション 墨花居 新入会員8名、役員3名

11名参加

西東京市民まつり 新会員12名入会
ゴルフの会 飯能カントリークラブ

（別掲）
24名参加

麻雀の会 冬場所 Pジャン

12名参加

東村山三田会クリスマス・パーティー 高橋、渡辺（康隆）
ニュースレター24号発送

2名参加

12名参加

16名出席

編集後記
ニュースレター24 号をお届けします。今年度の最重要目標だった新会員の募集
が大きな成果になりました。新会員向けの西東京三田会オリエンテーションも開
催して、今後の活動にスムーズに加わっていただけるようにしました。新年会が
楽しみです。新しい血となる新会員の挨拶文をお読みください。
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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