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コロナ禍収束にまず取り組みましょう
西東京三田会会長 樋口明朗
1 年ぶりの西東京三田会会報、「ニュースレター」を発行できる運びとなりました。
文芸や研究などの会報ならばコロナに関係なく活動の成果はほぼ継続的にあるのでしょう
が、私たちのような地域同窓会における「活動」は、ご承知のように個々人活動よりも複数の
会員がかかわる対面的内容が多いものです。長いコロナ禍のなかで、この対面的「活動」は極
力控えざるをえない状況が続き、活動の計画や成果を報じる会報の休刊も致し方ないことでし
た。
Covid-19、その名にあるとおり 2019 年に発生した新型コロナウィルス感染症は、まだ 2019
年においては意に止まらないよそ事でした。2020 年に入りましても、まず西東京三田会新年
会はおおぜいの新入会員が加わって賑やかに挙行することができました。同じ 2020 年 1 月の
麻雀会も開催することができました。そして、西東京三田会にメルアドを開示してくださって
いる方に配信しているメールマガジン「西東京三田会通信」第 90 号（2020.2.15）では、“令
和 2 年の季節行事の予定見通し”として華々しくいろいろなサークル活動の見通しが報じられ
ました。しかし、その後この「通信」2020.2.29 臨時号を皮切りに、“延期”や“中止”のお
知らせが続き、
この 2020 年 2 月から直近の 2021 年 12 月までの約 2 年間、
活動らしい活動は、
野外での植物相手で人同士の対面度が少ない、“竹の子掘りの会”、“ブルーベリー摘み会”
や“写真・作品展”くらいと低迷していました。
直近の状況は、また新たにオミクロン株が世界を席巻しており、この行方がどうなるか次第
ですが、第 5 波の後現在に至る新規感染者の低水準状況と、3 回目のワクチン接種が順調に進
めば新株といえども大きな流行にならないと筆者には考えられ、ここ 2～3 ヶ月は様子見期間
として新年会等諸活動の具体的計画はまだ差し控えておりますが、長かったトンネルの出口が
見えてきたような状況でもあるといえないでしょうか。
さあ、会員各位、先を見通した西東京三田会再活性化について新たな活動の模索を開始しよ
うではありませんか。
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竹の子掘りの会
2 年振りになりますが、令和 3 年 4 月 25 日（日）午後 2 時から東久留米三田会の元会長野崎陽
一さんのお宅の竹林で竹の子掘りを実施しました。6 家族総勢 14 名で、1 歳半のお子さんもおら
れました。今年は雨が少なく生育が心配されましたが、爽やかな風が薫る中 1 時間程で手頃な大
きさのものが一家族当り 4、5 本は採れ、充実した気分で散会しました。コロナ対策で会食なしで
したので、会費は徴収せず、一本当り 200 円を野崎さんにお支払いしました。また、野崎さんか
ら竹の子掘りのコツを教わっただけでなく、茹でる際に使う糠袋もいただきました。
高橋信一（S47 工）

ブルーベリー摘みの会
令和 3 年 8 月 1 日、天候に恵まれ恒例のブルーベリー摘みの会が開催されました。コロナ禍第
5 波の中でありましたがマスク着用で密にならない屋外での行事ということで開催しました。昨
年より多く、18 組 41 名の参加者がありました。遠出の機会が少なくなったので、夏休みの思い
出にと参加された家族もおられました。例年と同じ 15 時に集合、東久留米三田会元会長・野崎さ
んのご説明を伺って、果樹園に向かいました。野崎さんの果樹園はいろいろな果樹・野菜の摘み
とり体験農園として最近ますます施設環境が整っています。その中で有り難いことに今年も西東
京三田会用に生育良好なブルーベリーをキープして頂きました。摘み取ったブルーベリーについ
ては収穫量に応じた代金を集めました。感染リスクを避けるため、飲食を伴う懇親の会は今年も
取りやめたので、その段階で各自ブルーベリーの食べ方に思いを馳せながら帰途につきました。
宮本敬一（S46 工）
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ZOOM 懇話会
ZOOM 利用のリモートでのオンライン対話はコロナ禍になりにわかに脚光を浴
びてきました。当会でも遅まきながら今までにオンライン懇話会と称して 4 回試行
しました。
1 回目は 2021 年 2 月 27 日午後 1 時 30 分から、テーマを「西東京三田会ホーム
ページの写真一枚から思い出を語る」として実施しました。結果は成功で、異なる
年齢、異なる西東京三田会歴の珍しい組み合わせのみなさんによる賑やかな懇話会
となりました。参加者は 8 名で、西東京三田会ホームページから参加者の思い出発
言に応じてホストの横田さんが該当画面を表示してくださいました。
コロナ禍のなか、大いに活用価値あるこのオンライン交流システム、コロナ禍が
去り、日常で対面の集まりが可能になれば活用の機会は減るかもしれないが、それ
でも「新しい交流スタイル」として活動の基盤となることが期待されました。
2 回目は 2021 年 3 月 24 日で、タイトルは「写真作品展での今月の 1 枚をみて懇
談する」でした。はじめての方については音声の接続がうまくいかなかったとか、
デスクトップでの参加で顔が出ないとか、画面を見ながら携帯電話で接続法の話を
するなど滑稽な場面も含めての 2 時間たっぷりの会でした。大勢のひとが操作を身
に着けるまでの試練を歩んでいました。
3 回目は、2021 年 6 月 12 日、新役員と従来からの継続再任役員との顔合わせミ
ーティングとして行いました。参加者は、新役員 4 名と継続役員 9 名、計 13 名で
した。新役員、従来からの役員の順で自己紹介をし、余分の時間には自由に和やか
に団らんしました。予定時間の 14：30 で一旦終了しましたが最終は 15：00 でした。
コロナ禍は、はっきりとは収束がまだ見えない時期で、対面の人的交流はまだリス
キーだったため、顔を見ながら懇親する ZOOM 会議は意義が感じられました。
4 回目は、2021 年 8 月 29 日（日）、午後 6 時～、「飲み会」想定で大勢の方を招
待しましたが参加者は 8 名で、日曜日の夕飯時という、この日にち・時間設定があ
まり適切ではなかったようです。しかし普段お目にかかれていない方が参加され感
動する面もありました。
「西東京市の川」の基調報告後、テーマ関連や近況相互報告
などをし、全員が午後 7 時まで、さらにその後も残った者が 7 時半まで自由な懇親
をしました。
コロナ時代、こういう交流の仕方ができるのだ、という知見が拡大し、何らかの
新しい活動に連動していくことが期待されました。
樋口明朗（S43 経）
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新副会長紹介

お二人の新任副会長が加わりました

宝井繁夫副会長（S52 商）
西東京三田会の皆様、この度、ご推薦をいただき副会長を務めることにな
りました。どうぞよろしくお願いいたします。この場をお借りしてご挨拶と自
己紹介させていただきます。しかしながら副会長といってもまだ西東京三田会
運営の具体的な抱負なども思いつきませんので、まずは皆さんとご一緒に楽し
いことをどんどんしたいな、というのが今の気持ちです。
右：宝井副会長
私の長年の夢の一つに英国スコットランドのリンクスコースでのゴルフを
することがあります。もともとは TV 中継で見る全英オープンゴルフの荒れ地のようなコース、
とんでもない強風、絶壁のようなバンカーなどあるがままの自然の中でプレイしてみたいとの思
いがありました。伊集院静さんや夏坂健さんのゴルフのエッセイを読んでその思いを強くし、こ
れこそ「ホーム・オブ・コース」一生に一度は行ってみたいと思うようになりました。一昨年、
同じ思いの仲間もでき飛行機、ゴルフ場、宿も予約し、いよいよ夢の舞台に行くことになりまし
たが、新型コロナのまん延のため断念せざるを得なくなりました。スコットランドのゴルフ場か
らの私や家族の健康への気遣いと共にコロナが収まるまで予約をキープしますから是非プレイし
に来てくださいとの心温まるメールがせめてもの救いでした。コロナ禍の先に少しだけ明るさが
見えてきたように感じます。今年こそ皆さまと心からの笑顔でお会いできますよう祈っています。
渡辺康隆副会長（S52 工）
「簀立て」について
自分が初めて簀立てを経験したのは、就職して二年目の 5 月で、当時千葉県袖ケ浦に勤務して
いました。とにかく会費は会社持ちで、酒は持ち込み放題呑めると聞いて、こんなおいしい話は
無いと思い参加しました。40 年以上前の事です。以来ほとんど毎年簀立てを続けてきましたが、
去年・今年とコロナが流行るようになって、残念ながら中止しています。
「簀立て」が何たるか知らない方も居られるかもしれないので、一応解説します。潮の満ち干で
生じる流れに逆らって魚は回遊します。この経路に渦状の罠を設置して魚を一網打尽にします。
潮が引いてから罠にとり残された魚を捕まえ、捕まえた魚を美味しくいただき、勿論酒も呑む、
この遊びが「簀立て」です。潮が引き切ると辺りは全部砂浜、アサリが沢山捕れます。魚が旨い、
刺身が旨い、煮物・揚物が旨い、アサリが旨い。とにかく活きが良いので、普段の魚と全く違う。
蛇足ですが、簀立ての簀はかこい(囲い)の意味で、簾(すだれ)と書くのは間違いです。
西東京三田会では、2019 年 5 月に自分が仕立てた簀立てに 8 名の仲間が参加してくれました。
参加してくれた方々にとっては勿論初めての簀立てでしたから、何だかよく分からないうちに「あ
あこんな遊びもあるんだ」と楽しんでくれました。で、2022 年の暦はもう発行されています。潮
周りが良くて(ちょうどお昼ごろに干潮を迎える)休日、
暑からず寒からず、良い日を選び 40 年以上の顔なじみ
の簀立て屋さんに予約しようと思っています。コロナが
どうなっているか予測不能ですが、どうです、参加して
みませんか。
右端：渡辺副会長
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新理事紹介

昨年 6 月より 4 名の新任理事が誕生しました

このたび理事を拝命いたしました横田 均です。役員会において会計
を担当しております。会員のみなさんが「参加したらたのしいな」「ま
た参加したいな」と感じていただけるような会であり続けられるよう尽
力したいと思っています。なにぶんにも不慣れなことから至らぬ点が
多々あろうかと思いますが精進してまいりますのでどうぞよろしくお
願いいたします。
横田 均（H01 政）

私は昭和 52 年法学部法律学科卒業の森と申します。今年 5 月の総
会で理事に就任いたしました。西東京三田会は昨年からのコロナ禍の
中で、サークルの多くの催しが中止を余儀なくされています。それを
早く元の状態に戻し、会員相互が楽しく交流していただける西東京三
田会にするためのお手伝いをさせていただきたいと考えています。ど
うぞよろしくお願いいたします。
森 茂樹（S52 法）

2017 年に「新入会員紹介」を掲載して頂き、その文章内に私の
90 年代の京浜製鉄所（旧 NKK）勤務についての一文があったので
すが、最近の報道で京浜製鉄所のシンボルであり、最大の設備であ
る「高炉（溶鉱炉）」が 2023 年内に「稼働停止」（廃炉？）となっ
てしまうことを知り、衝撃を受けております。
停止となる要因としては、ここ数年で急激に広まった「地球温暖
化対策としての二酸化炭素排出削減」「2050 年までに、各国が温室
効果ガスの排出ゼロへ」との動きに大きく影響されており、今後は従来の高炉製法
に変わって、「電炉製法」「水素還元製鉄技術」が主流になってくると分析されてい
ます。こうした「SDGs」についての知識は、どの業界においても避けて通れない
課題になりつつあると感じており、これらの動きにも注視しつつ柔軟に対処してい
きたいと考えております。
行田健二（H4 経）

はじめまして 井上京子と申します。この度、西東京三田会の役
員を拝命いたしました。西東京三田会ではまだ女性の会員が少ない
ですが、集まりが女性たちの楽しみや憩いの場となるようなきっか
け作りができたらと考えております。
よろしくお願いいたします。
井上京子（H27 文）
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祝！

独立展に会員の上杉さなゑさん入賞

受賞者の言葉
私は、東京の下町に生まれ、妹が二人おりました。四歳半の時空襲が激しくなり、乳幼児だっ
た下の妹が空襲が原因で死にました。小さな白い骨壺の遺骨が玄関に届けられました。その小さ
な白い骨壺と母の号泣が鮮明に記憶されております。
当時母は空襲に逃げ惑った時、ある防空壕に逃げ込もう
として、
「もう一杯で入れないよ」と言われて、更に逃げ
て、空襲が収まった時に、その場に戻ると、爆撃を受けて、
人々は焼死していたのです。母は恐ろしさに震えたと話し
ました。
又、母の兄は、満州開拓団として満州に行き、敗戦時、
ソ連軍に追われてすさまじい逃避行の中、三人の子供が
次々と死んでしまったと嘆き、子供でも戦争の悲惨さが分
かりました。
今現在、世界中でまだ戦争が続き文化も生活も破壊され、
人間としての生活を営めない子供たちを想像すると心が
痛みます。作品の中心は空爆を受け傷ついた少女です。ま
なざしの美しさに感動し、戦禍の中の少女を通して平和の
尊さを描きたいと思いました。
上杉さなゑ（S39 文）
【時刻（とき）の警鐘 21-2】

独立展を鑑賞して
私は毎年新国立美術館で開催する、独立展を見学に行く。若い時には、開催時に 2 回から 3 回
足を運んだもんだ。以前は独立展の会場で、ギャラリートークが頻繁に開催され、作品を通した
興味ある話や、作品でさらに描き出して行くと良い点などを聞けるのが楽しみだった。楽しい話
が聞きたいため、ギャラリートークの度に独立展に行ったもんだ。
さらにもう一つ理由がある。それは、独立展に出品している作品は絵から出てくるパワーが強
く、とても前へ進めないため 1 回で見れない。独立協会主催の独立展は一般公募作品を受け付け
ているが、これらの作品が、賞を絶対に取りたいという画家の思いが強い作品が並んでいる。こ
れが作品にパワーが刷り込まれているのだと思う。さらに、独立展の賞を取った作品は、一段と
強いパワーが作品から出ている。2021 年の今年、洋画家で文化勲章を受賞した絹谷幸二氐も独立
展に出品していた。200 号の作品は、強烈なオーラがでているのですぐにわかる。
上杉さなゑさんの名前は受賞者名簿が会場に、貼り出されていたのですぐに分かった。上杉さ
んの絵は回りの絵より一段とパワーが高く、強いオーラを放っており、知らず知らず独り言が出
てしまった。
「素晴らしくすごい」
。上杉さなゑさんの作品から出てくる強烈なオーラはとてもす
ごかった。受賞された絵の側で手が震えるのを押させながら、上杉さんへ受賞おめでとうの御祝
いメールをお送りした。
小笠原寿男（S57 経）
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健康のページ
コロナ感染症の今後
中村邦彦（H06 医）
8 月には連日のように東京では 5000 人超えの新規感染者が報告されていましたが、その後
急速に減少し、11 月、現在では毎日数 20 人程度になりました。ワクチン接種の先行している
国の状況から、ある程度の時点で減少に転じることは予見されていましたが、喜ばしいことに
期待されていた以上に早く減少しました。順調に減少した要因としては、ワクチン接種が円滑
に施行されたこと、患者が減少傾向になっても多くの人がマスクの装用や密を避ける行動を継
続したことや、コロナウィルス自体が自己複製困難の方向へ変異した可能性が挙げられていま
すが、確証はないようです。
いずれにせよ国内では感染状況は落ち着いているようですが、海外に目を向けると世界的に
は逆に増加傾向にある国も多くまだ完全に安心できる状況ではないようです。先行してワクチ
ン接種を行いながら接種率が 3 割程度にとどまるロシアで感染が爆発的に多いのは当然と言え
ますが、2 回接種終了が 6 割超のイスラエル、6 割弱のアメリカ、8 割超のイギリスでも、一
時は感染者が減少したのが、大きく増加してきており、3 回目の接種が勧奨されています。日
本での 2 回接種終了は 7 割超ですが、生活習慣の違いがあるとは言え海外の状況を見れば、今
後、再び日本でも増加に転じる可能性は十分にあると言えます。しかし、接種から時間が経つ
と抗体が減少し、感染、発症率は増加しますが、2 回接種済みであれば、重症化は変わらず 90％
以上避けられると報告されています。
また、残念ながらワクチンのみでコロナウィルスを根絶する、あるいは完全に抑え込むこと
はできないと推測されますが、今後まもなく内服治療薬が登場してくるようであり期待が持て
ます。今後の対策としては、ワクチンの 2 回接種で重症化は十分に防げていると言えますが、
感染、発症を避けるために 3 回目の接種を積極的に受けること、家に引きこもる必要はありま
せんが、マスクを着用する、3 密（密閉、密集、密接）を避ける、手指消毒をすると
いう基本的な対策は引き続き継続することが求められます。これにより今後も低い感
染者数を継続できれば、日本を感染対策のモデルケースとして世界に発信できる可能
性もあると考えられます。
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誌上写真・作品展（２）
水彩画の楽しみ方
コロナ旋風が沈静化を見せた 2021 年 10 月 4 日～10 日柳沢公民館にて「写真・作品展」が開
催されました。私は今回、コロナ前の最後の海外旅となったイタリアでの思い出をモチーフに「サ
ンタンジェロ城」
、絵画講座での資料を基に「ゴンドラ」の 2 作を出品しました。
ヨーロッパに行くと建築物を始めその街の美しさに浸ります。一番右は、ローマ、ナヴォーナ
広場にある「四大河の噴水」の一部を帰国直後に描いたものです。ベルニーニの造作はまさに『生
命は動的平衡状態にある』と定義したユダヤ人科学者ルドルフ・シェーンハイマーの言葉を彷彿
とさせる生命体そのもののように見え、描きたい気持ちが沸き起こりました。
不思議なことに私が描きたい対象は常に自然と、人間の作った人工物との融合なのです。
さて、水彩画の楽しさは何と言っても「没頭できる」ことです。時間を忘れ存在場所すら忘れ
体と心が自由に解き放たれ、身心がリセットされてしまいます。
『風景というものは全て心象風景
である』とある哲学者が言いましたが、平たく言えば水彩画を描く時『私の見つけた風景』を単
にモチーフとして、
『私』が、咀嚼し表現することに没頭できるのです。素敵な時間とは思いませ
んか？
井上京子（H27 文）

「サンタンジェロ城」

「ゴンドラ」

「四大河の噴水」
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会員自由投稿
「学問の大衆化推進会議」の活動をふりかえり思う
人々が、よりよく生きていくために、批判的に考え、自律的に行動し、自
ら育つ文化を醸成することを目指した活動を始めました。40～50 歳以上の
方々と共に活動を広げたいと考えています。
皆さんは退職後の過し方をいつ頃から意識しましたか。私の場合は 50
代中頃でした。60 代からの活動は、それまでと異なると考え、学び直しを始めました。人生全
般にかかわる心の課題を対象としたカウンセリング心理学を学ぶことを目指しました。その途
上で工学と心理学を融合する分野の活動でもあるカウンセリングのアプリ開発の研究にも触手
を伸ばしてきました。また、諸先輩に誘われ、大学生のキャリア教育、大学院での人間力醸成
を支援する講座など学び直しの知識・経験も徐々に実践に活かしてきました。
そんな中、お茶会の席で、集まった 6 人が、令和元年に向けて、各人が取得してきた学術分
野の知識・経験を活かした活動を創設し、経済学、経営学、理学、教育学、工学、心理学、リ
ーダシップ学の知識集団として社会貢献を目指そうと意気投合しました。
活動はシンポジュームの開催で始まりました。第 1 回（令和元年 5 月 1 日）のタイトルは、
「学問の大衆化で拓く日本新時代－令和幕開けの未来予測－」でした。慶應義塾大学三田キャ
ンパスで開催しました。ほぼ予定通りの数十人の方が参加、西東京三田会からも数名参加頂き
ました。開会のあいさつに続き、推進会議メンバーによる講演を、小室正紀氏の『福沢諭吉か
らのメッセージ』で始めました。残り 5 名も各自の専門分野を活かし、バラエティーに富んだ
発表でした。ちなみに私は『より良く生きる』でした。まずは、開催できたことでほっとしま
した。第 2 回（令和 2 年 9 月 20 日）
「ステイホームはクソくらえ！ ～共存とその先の世界～」
は、府中市ル・シーニュ(Le Signe)プラッツ会場とオンラインのハイブリット開催でした。い
くつかの課題を残しながらも、50 人以上の参加者から有意義な多くのコメントもいただき、更
なる活動エネルギーをいただきました。なお、私の講演タイトルは『地元で活動してみよう』
でした。更に、年 1 回のシンポジューム開催の隙間を埋めようと、Zoom でのオンライン座談
会を企画し、第一回「オ ン ラ イ ン 会 議 に 必 要 だ っ た の は 座 談 会 だ っ た 」 (2021.3.14)、第 2 回
「オンラインツールと新しい知のあり方」(2021.7.11)、第 3 回「食について考える」(2021.11.14)
を開催しています。
先日、テレビ番組で遠藤周作の最近発見された「影に対して」の原稿の内容について放送が
ありました。遠藤は、その中で、人生について触れています。日々の「生活」はアスファルト
の道を進むようなもの、
「人生」は整備された舗装道路でなく、未知との出会いの道を歩むこと
だと。人生は日々何かの出来事・課題に対峙しつつ歩むこと、それが、より良く生きる道だと
思う次第です。閉塞感を逃れてより良く社会で生きていくために、各人がそれまでに学び・経
験したこと、学び直しで得たことを活かして、未知との出会いを日々体験するよう な人生を過
ごしていきたい。そのために、日々の出来事に対し何故そうなのかと疑問を持ち、批判的に考
えることを日々意識し、自律的に行動していきたい。そして、その行動が日常的に広がり文化
となることを目指して行動していきたい。会員の皆様の座談会やシンポジュームへのご参加を
熱く歓迎いたします。情報問合せ・ご意見等は、篠﨑までメール (ktt.shinozaki@gmail.com)
をお送りください。

篠﨑哲雄（S46 工）
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会員自由投稿
西東京市の川
はじめに
西東京市域内には水の流れが表面で見える川は石神井川以外にはない。それ以外に川には見えない水の流
路がある。私が勝手に北部 3 流と称している通称下保谷流、新川、田柄川の流路である。これらの流路は、
ほんの一部を除いて暗渠になっており、過日の ZOOM オンライン懇談会の導入のため「西東京市の川」と
題してこの 3 流を辿る話をパワーポイント資料で行った。パワーポイントは数回に亘る私のホームページ
（今は撤退している）の記事・写真に西東京市の地形的位置づけなどを前段に加えて作成した。その概要を
紹介する。
西東京市の地形的位置づけ
広く武蔵野の地は青梅を扇頂とする旧多摩川の扇状地であるが、長期に亘る扇状地形成や地殻変動などに
よる新旧段丘面の集合となっている。西東京市域の南北断面は、南からほぼ階段状になっている最上面の武
蔵野段丘面にある。この段丘面の地表は火山灰が次第に積もった関東ローム層で、この扇型地形の海抜約
50 メートルの南北線上に１級河川の上流端ともなる湧水池が南北に並んでいる。三宝寺池、石神井池、善
通寺池、井の頭池などである。西東京市域の海抜はそれよりちょっと高く、60 メートル前後地点が大部分
を占めている。地下水面が浅くなっており、井戸による地下水が得られるという立地で上宿などの発達にも
繋がった。一方海抜の勾配が緩くなっており雨後に雨水が溜まる悪水による水害例も多かった。
北部地域の 3 流路
市域における水路は、川の出発点となる湧水系と川の消滅経路になる用水系がある。湧水系 2 流路は荒
川水系新河岸川支流の上流である一級河川白子川の上流端より上流側ないし白子川に流入する水路である。
添付自作 3 流路図の順で記述する。
1. 湧水系流路の①新川
谷戸小前と田無二中辺を谷頭とする二本が如意輪寺西で合流して東流する。中世の末ごろには既に谷戸、
上宿に集落が存在した。生活に欠くことのできない飲み水が得やすかったということを証明している。二本
のうち南側の田無二中前起点は東に行くと一般民家で行き止まりになる、また唯一の暗渠になっていないと
ころもある。ここだけが通れない 2 カ所である。合流後は保谷庁舎横を通過し、天神山交差点に出る。そ
の後は、現れてはまた消滅し、練馬区内の白子川起点（井頭[いがしら]池）に至り終わる。この新川系流路
は、
「年中常流」は疑わしく、これが鎌倉時代における宗教波及の仕方などの下保谷域との違いをもたらし
たのではないかといわれている。この新川系窪地には、谷戸・上宿あたりの四軒（しけん）寺と呼ばれた宝
晃院・如意輪寺・宝樹院（以上真言宗）
・東禅寺（曹洞宗）があり、文化の来し方は黒目川・片山郷の影響
だろうとされている。
2. 用水系流路の②田柄川
「田柄」は練馬区の光が丘団地付近の辺の地名である。明治年代初期に、玉川上水からの分水でも他に比べ
て潤沢だったとはいえなかった田無用水からの再分水により新規掘削された流路であるが、
この高低差緩や
かな地形で、はたして水は最下流まで無事届いたのだろうか。
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ともあれこの分水の最上流が西東京市域を横断しているのである。田無からずっと台地上に引かれて
おり、人工掘削部分であって、昔の用水の引きかた「用水は背を通す」であったということで、道に沿
っていても水路の方が高いところがところどころにある。田無用水は「ふれあいのこみち」
、
「やすらぎ
のこみち」として旧田無域であるが、田柄川はこのうち北側の「やすらぎのこみち」からの再分流であ
る。暗渠化の景観が田無と保谷域とで違う。保谷域を東流し富士街道にぶつかり以降は全く不明になる。
富士街道拡張時に消滅またはせいぜい下水道管に吸収されたものと考えられる。
3. 湧水系流路の③下保谷流路
すみよし保育園辺を谷頭に現在の西武池袋線を横切って下保谷地区を東流する流れで、私が勝手に下
保谷流路と称したが白子川上流であり、白子川と記載されたものもある。
西武線線路を渡り、保谷志木線道路の脇からコンクリート蓋の連続する景観が現れる。東北・常磐方
面に行くときに大泉インターに向かう道路沿いに時々姿を現しながら東流する。この下保谷流路は水が
流れ続けていて、これぞ「川」である。練馬区大泉で白子川に合流するところまで確認できる。白子川
は日蓮宗文化の流入経路であって、流域の下保谷窪地は大泉の妙福寺、大乗院などこの川をさかのぼる
日蓮宗の展開の影響を受けた。市域に入っての福泉寺には市指定第 30 号の文化財である日蓮宗独特の
三十番神神像が保存されている。境内の大石柱は「南無妙法蓮華経」である。
ZOOM 懇談会ではこれら水路歩き記の写真を多く使ってパワーポイント資料を作成したが、ここで
は少数の写真しか掲載できない。散歩時の目標にしていただければと思う。
樋口明朗（S43 経）

保谷庁舎横

背はひばりﾀﾜｰ

道路より高い

唯一無蓋地

二流路合流点

田柄川起点

保谷中前

石神井川
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第 16 回写真・作品展
令和 3 年 10 月 4 日～10 日まで、西武柳沢駅前の柳沢公民館
1 階ロビーで 3 年振りの写真・作品展を開催しました。
今回は、
コロナ禍で利用スペースが半分に制限されていたので、大々的
なアナウンスはやりませんでしたが、小平三田会、杉並三田会、
西東京稲門会からも出品していただき、出品者会員・家族併せ
て 12 名、作品総数 20 点が集まりました。作品は写真、水彩画、
ボタニカルアート、版画、テラコッタなどでした。公民館の喫
茶コーナー「ふれあい」はメニュー豊富でどれも美味しいです。
お立ち寄り下さい。
緊急事態宣言の全面解除を受けて、公民館の活動も活発にな
って来ましたので、来館者も増え、展示をご覧になる方も多く
いらっしゃいました。一般市民の中には趣味を同じくする方が
じっくり見て下さるので作品を前にしての会話も弾みました。今回内覧会が出来なかったので、
作品の説明文を A4 シート１枚に書いて掲示してみました。それを読んで下さる方も多かった
です。制作者がいなくても、作品の制作意図などを伝えるのによかったと思います。本レター
では出品者のお一人井上京子さんの作品を「誌上写真・作品展（2）
」でご紹介しています。お
読み下さい。
高橋信一（S47 工）

小平三田会第 4 回作品展
令和 3 年 4 月 21 日～25 日、小平市中央公民館にて作品展
が開催された。西東京三田会、小平稲門会から協賛いた。油
彩、水彩、パステル、ガラス絵、写真、木彫、著作物など、
14 名、38 作品の展示になった。西東京三田会から高橋、井
上、天辻各氏のご出品があった。井上さんの水彩、初出品の
天辻さんの油絵、高橋さんの著作物は会場の格調を高めてい
ただけた。コロナ禍で開催を躊躇したが、この時期、会場の使用制限はなかったので開催に踏
み切った。
最終日に緊急事態宣言が出されるという綱渡りの開催であったが無事開催で
きたのは良かったと思う。出品者も来場者も例年より少なかったのは否めないが来年につなが
る開催であった。令和 4 年は 6 月に会場予約が取れており、準備を進めていくことになる。ま
たご協力をお願いします。
小平三田会アートクラブ代表 吉川 潔

編集後記
1 年振り、令和 4 年最初のニュースレター26 号をお届けします。コロナ禍も沈静化しつつありますが、
三田会の活動は少しずつ行われているに過ぎません。今回も 12 ページ立てにして発行致します。正
常な活動が一日も早く復活することを願い、会員の皆様からの自由投稿をお待ちしております。
編集委員：高橋信一、宮本敬一、佐藤貢一、宝井繁夫、篠崎哲雄、大内俊、渡辺康隆
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