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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
コロナ禍収束の兆しもみえぬなか、会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
新型コロナウイルス感染症による世界での死者は 100 万人を越えました。自分のために、大
切な人のために「感染しない、感染させない」、感染症対策に十分注意を払いましょう。
私事になりますが、2 月末にカミュの『ペスト』を読みました。西洋哲学の勉強のなかでサ
ルトルなど実存主義についてその数日前に講義を受けていた流れのなかでした。すでに新型コ
ロナウイルス情報はちらほら新聞に載りだしていましたが、それと結びつけることはありませ
んでした。それから少し経った 3 月には、4 月初旬に、ある小人数の会議を行う計画も進めて
いました。この会議開催計画について、一関係者から、「何を考えているんだ、命がかかって
いるんだよ、生き死にの問題だよ」と厳しく叱責されました。このように最初のころは真剣に
向き合わなかったきらいがありましたが、いまや西東京市でも感染者数が日々増加が報じられ
ており、西東京三田会の会員および関係者の皆様にも一層の注意喚起をしなければならないと
考えるようになっています。
而して、3 月から公共の会議室が使用できなくなるなどに伴って計画されていた会務、サー
クル行事などが次々に中止となりました。ポイントとなる総会をどうするかは、ネットで議論
されましたが、最終的に私の決断で、総会は行わない・年会費も徴収しないとさせていただき
ました。物理的には令和 1 年度・2 年度の 2 年間の半分近くは空白なので、1 事業年度的に扱
うこととしたものです。
このような流れのなかで、7 月のニュースレターも休刊といたしました。このニュースレタ
ーの前号（2020．1．1 付け第 24 号）以降に行われた会務・行事は 1 月の役員会、新年会、
麻雀の会だけ、2 月以降では 8 月のブルーベリー摘みの会だけでした。行事主体に拘泥せず諸
分野記事混在で本号を完成していただいたことには感謝致します。
2021 年の始めに当たってもまだコロナウイルス感染症は収束の見通しが見えていません。
皆様、重ねて一人一人の新たな習慣の積み重ねでこの難局を乗り越え、再び諸活動の活性化が
図れるよう取り組んでいただきたくよろしくお願い致します。
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新年会
令和最初の西東京三田会の新年会が令和 2 年 1 月 19 日（日）午後 2 時からコール田無で開
催されました。東久留米三田会篠田会長と佐武副会長、東村山三田会熊谷副会長と田中幹事長、
小平三田会吉川会長と寺田副会長など来賓 7 名、会員 53 名及び家族会員 8 名、総勢 68 名の
出席がありました。そのうち女性の参加は 7 名でした。
塾歌斉唱後、樋口会長から昨年中の新人 31 名の加入が報告されました。来賓紹介、篠田東
久留米三田会会長の祝辞、早稲田大学稲門会からの祝電披露の後、直井顧問の乾杯の音頭で宴
が始まりました。
佐藤副会長と町田理事の総合司会で進められる歓談の中、大内副会長と渡辺康隆理事による
巧みな話術で二度に分けた新人 17 名の自己紹介が盛り上がりました。最後に「若き血」と「丘
の上」
、
「早稲田を倒せ」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。お子様も交えての和気藹々の 2 時間でした。
上記のようにスタートしました令和 2 年度でしたが、2 月から始まった新型コロナ肺炎の大
流行は止まる所を知りません。総会を含めて三田会のほとんどの活動が停止しました。令和 3
年の新年会も中止となり、コロナ禍が収まるのをじっくり待つことになりました。来年こそ楽
しく新年会が開催出来ることを祈っています。
高橋信一（S47 工）
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第5回役員会 イング第1会議室

13名出席

西東京三田会新年会 コール田無 会員 53名＋来賓その他 68名

（別掲）

小平三田会新年会 樋口、牛島
麻雀の会 初場所 Pジャン

12名参加

東久留米三田会新年会 東久留米成美教育文化会館 銀杏寄席 高橋、篠崎
ブルーベリー摘みの会 東久留三田会野崎氏農園
ニュースレター25号発行
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新入会員の紹介
新型コロナ感染対策の自粛要請で、社会生活に支障をきたし、ご苦労されている
皆さま、5 月末まで自粛生活を共に頑張りましょう。
さて、2019 年度に西東京市の三田会に入会させていただいた昭和 48 年商学部卒
業の志摩哲生（シマテツオ）です。今後とも、よろしくお願いいたします。入会の
きっかけは、メール並びに会報での活動案内を伺い、西東京市に住み始めて 36 年
になりながら、市内に友人関係の少ないことに気付き、70 歳で仕事も辞めるつもり
でしたので、この機会に新たな出会いもよいかなと、思い立ち入会した次第です。
今年 69 歳となりましたが、生まれは北海道小樽市で、育ちは兵庫県西宮市です。
大学入学は、丁度、安田講堂事件で東京大学入試が無くなった昭和 44 年 4 月の入
学です。卒業後、損害保険会社に就職・結婚し、札幌、東京、ロンドン、大阪で勤
務して、その後、現在の損害保険業界団体にお世話になり、現在も働いています。
子供三人もそれぞれ家庭をもち、お陰様で孫が 7 人（上は小学 3 年～1 歳）おりま
す。このように記載しますと、順調に人生の大半を過ごしてきたように思われます
が、学生時代・最初の会社生活・現在の会社生活（新型コロナ感染で四交代出勤で
不出勤日はテレワーク中）・結婚生活・60 歳以降に目から膝までに亘る 6 度の手術
等その時々でいろいろ経験して現在に至っております。お陰様で、サラリーマン（死
語かな）生活で一番良かったのは、規則正しい生活と毎日の通勤で歩行していたこ
とが、度重なる手術に遭遇しても切り抜けられた体力を作っていたと思っています。
最後に、趣味といえるものはありませんが、60 歳を過ぎてから、秩父 34 観音・
坂東 33 観音・西国 33 観音で百観音巡りを成就し、先達にも登録し、今年度初めか
らは四国 88 カ所巡礼の予定でしたが、旅行自粛で中止しており、世の中落ち着い
たら実施するつもりです。今後、西東京三田会の催しに参加したいと思っています
ので、ぜひお誘いください。
志摩哲生（S48 商）
初めまして、この度西東京市三田会に入会させて頂くことになりまし
た、仲村と申します。平成 24 年に商学部に入学し、平成 28 年に卒業し
ました。慶應は大学からです。大学在学中は、公認会計士試験の勉強と
ゼミでの活動を主にしていました。実りある人生を歩んでいくべく、幸
せに生きるためのキャリアを日々模索しています。大学在学中は部活や
同好会に所属していなかったので、自分が生まれてから 26 年間生活し
てきた大好きな故郷がきっかけとなり、塾員の方々と交流を持たせて頂
けることをとても嬉しく思っております。
機会がありましたら、イベント等に参加させて頂ければ幸いです。まだまだ未熟
者の私ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。
仲村耕太(H28 商）
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西東京三田会の皆様はじめまして、1 昨年西東京市三田会に加入しまし
た、99 年法・政卒の亀谷学（かめやまなぶ）です。僭越ではありますが、
以下簡単に自己紹介させて頂きます。
1977 年沖縄県の那覇市で生まれ、大学入学まで沖縄で過ごしました。
高校時代は空手に打ち込み、県代表としてインターハイに出場しました。
大学生時代には K.E.S.S（英語会）の演劇部員として 3 年間英語劇に没頭
し、小さな頃から両親の影響もあって大好きな映画業界で仕事をしたいと思い、大学卒業後は、
東北新社という映像の制作配給、放送事業運営会社に入社しました。配給部に配属され、ハリウ
ッド大作映画、海外 TV ドラマ、ドキュメンタリー作品の調達、各 TV 局への販売営業に従事し
ておりましたが、英語を学びながら映画制作を勉強したく、2003 年にカリフォルニア州オレンジ
カウンティーにある私立大学の大学院で Film&Television Producing に入学し,そこでは 10 作品
以上の学生ショートフィルムのプロデュースをしました。同大学院を卒業後は引き続き、カリフ
ォルニア州に止まり、ご縁があって東北新社の LA オフィスにて TVCM の制作コーディネーショ
ンや日本の映像コンテンツのセースルをする傍ら、超低予算 B 級長編映画の制作もし、DVD に
て全米及び、日本の TSUTAYA でもレンタル契約を果たしました。が、全く売れず、夢を諦め、
2010 年に日本に帰国しました。Beverly Hills（正確にはハリウッドエリアに住んでました。笑）
から Hibarly Hills へのお引越しです。帰国後は TBWA HAKUHODO という広告代理店にて東
京で新たな生活をスタートさせました。約 8 年半以上、アップルを専属クライアントとし、アッ
プル製品の様々な国内広告キャンペーンの制作と実施に従事しました。その間、家庭環境の変化
などあり、家族を中心としたライフスタイルにすべく、米国系の人材紹介会社へ転職をし、現在
に至ります。現在は副業も OK な為、子供の成長とともに自分も成長しながらかつご縁あって居
を構えた西東京市を盛り上げるような事ができないか、日々模索しております。住まいはひばり
ヶ丘です。コロナが収束した際にひばりヶ丘に来る際にはぜひお気軽にお声が下さい。皆様、コ
ロナに負けず、気をつけ、一緒にこの苦難を乗り終えましょう！
P.S. 私の関わったハリウッド超低予算 B 級映画の制作の様子が、監督とともに一昨年のテレビ
朝日の『激レアさんを連れてきた』で取り上げられ、私も写真にて出演をしました。（笑）
亀谷 学（H11 政）

サークル活動・麻雀の会 初場所
令和 2 年 1 月 26 日（日）初場所、いつもの P ジャンでし
た。本年度新入会員の篠原さん 3 回目、堀さん 2 回目に加え
横田正満さんが初参加。総参加者は 12 名、3 卓で、いよい
よ 2020 年大会の幕が切られました。結果は、優勝：伊勢、2
位：篠原、3 位：栗原 各氏でした。この日は大相撲初場所
千秋楽で幕尻の徳勝龍が大関の貴景勝を破り優勝しました。
http://nishitokyo-mitakai.net/circle4-majyan.html
なお、以降の麻雀会の予定は、4 月 26 日、6 月 14 日、8
月 16 日、10 月 18 日、12 月 20 日と組まれていました。しかし新型コロナウイルス感染症予防の
ため全て中止となって今日に至っています。2021 年（令和 3 年）の予定は改めてご連絡致します。
樋口明朗（S43 経）
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サークル活動のご報告
ブルーベリー摘みの会：令和 2 年 8 月 2 日、長
かった梅雨も明けた絶好の日和でした。コロナ
禍で心配されましたが、家族含めて 33 名程が
参加されました。食事を伴う懇親の会は行わず、
お世話になる東久留米三田会の前会長野崎さん
のご説明を伺って、ポリバケツを各自持ってブ
ルーベリー畑に入りました。今年は例年に比べ
酸味が強いとのことでしたが、美味しそうな実
を選んで摘み取りました。1 時間後に量に応じ
て代金を野崎さんにお支払いして三々五々散会
しました。写真の撮影時はみなさんマスクを外
されましたが、作業中はマスクをされてい ました。屋外での密にならない活動について
はこれからも自粛しないでやっていきたいものだと思います。

高橋信一（S47 工）

グルメの会：2020 年は COVID-19 の影響により全面的に活動を自粛いたしました。2021
年は 2020 年 12 月末迄に COVID-19 が改善される社会環境ではないと、政府の見解を多く
の報道機関が報道しております。特に、食事中の会話による飛沫が多くの感染経路になっ
ていることを、感染症の医療関係者の見解としても、多く報道されております。このよう
なことから、誠に残念ながら 2021 年についても、未だグルメの会の予定をたてられる状況
ではないと考えている次第でございます。

小笠原寿男（S57 経済）

歴史散歩会：令和 2 年 3 月か 4 月にと考えてまず再開第 1 回目は下保谷日蓮宗域をと計画
していましたがコロナ騒動で中座してしまいました。それでも秋・冬にはと希望を託しま
したが、コロナ禍に収束の見通しが見えず今年度の活動は行わないことにいたします。令
和 3 年度になりコロナ禍に収束の見通しがたったなら改めて市域中心に史跡などを歩く計
画をしようと考えています。

樋口明朗（S43 経）

神宮野球応援会：東京六大学野球は春季・秋季とも変則的なかたちで開催されました。春
季は夏のさなかに総当たり戦で行われ、慶・法がともに 4 勝 1 敗でしたが相互戦で勝った
法政に優勝をさらわれました。観客を大幅に制限されている中で神宮野球応援会メンバー
は散発的に応援に行きましたが会的に集まることは致しませんでした。秋季は各校と 2 戦
でポイント制、観客も春より上限が増やされ実施されました。そして慶早戦だけはチ ケッ
トが前売りで内野席のみの全席指定。結果的に応援参加の会員は、場内で SNS による相互
確認はできたものの席が離れていて、対面ができず会的応援はできませんでした。応援参
加者は、伊勢尚一、稲月喜一、稲月充子、行田健二、樋口明朗の 5 名。因みに慶早戦は 2
戦とも惜しくも敗北し、優勝も逆転で早稲田にさらわれました。令和 3 年はコロナ禍も収
まって春・秋とも正常なリーグとなり応援会も数度可能となることを願っています。
樋口明朗（S43 経）
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誌上写真・作品展（1）
40 年程前、住んでいる所の近くに環状 8 号線の工事が始まったのをきっかけに、当時働いていた
都心から 1 時間程の距離で、静かで緑の多い所へと、転居したのが現在住んでいる西東京市下保
谷でした。以来 40 数年、さすがに緑は少し減ったものの、静かで周辺に高いビルも建たず、落ち
着いた日々を過ごせています。
庭の木々に小鳥や蝶の姿を見かけると季節の移ろいも感ぜられ終の住居と決めています。
子供達も独立し家内と 2 人切りの生活ですが、私は絵、家内は園芸と各々の趣味に没頭してい
る直近です。
コロナ禍でのんびりとスケッチ旅行も出来ないのは残念ですが、令和 2 年中には安心も得られ
ないでしょうから、展覧会に絵を出展して皆様に見ていただき、談笑の場が得られる事を心から
願っています。
天辻 明（S35 経）

「ラグランジア」 アクリル 2020 年

「パッショネート」 アクリル 2019 年

「ヤマトタマムシ」 アクリル 2019 年
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健康のページ
コロナ禍の冬
中村邦彦（H06 医）
冬の到来とともに、世界中で新型コロナウィルスが猛威を奮っています。ヨーロッ
パでは再び厳しい外出制限が施行され、アメリカでは毎日 10 万人単位の新規感染者
が出ています。国内の状況は海外ほど悪くはありませんが、夏と比較すれば確実に感
染者は増加しています。しかし気温が低くなればコロナウィルスが活発化することは
予想されていたことで驚くことではなく、また基本的な対策は特に変わることはあり
ません。それは、マスクを着用する、3 密（密閉、密集、密接）を避ける、手指消毒
をするということです。長引くコロナ禍でいわゆるコロナ疲れとなり、感染対策が以
前より甘くなっているかもしれませんが、今一度、気を引き締めていただくことが望
ましいと言えます。
特に換気については、北海道では元々冬には寒さも厳しいため窓を開ける習慣が無
かったことが、急速な感染拡大に繋がった可能性が指摘されています。冬でも短時間 で
もいいので、できるだけ換気をする機会を設けることが勧められます。また追加の対
策として加湿が勧められています。冬になると気温が下がりコロナウィルスが活発化
することもありますが、湿度が下がることにより飛沫やエアロゾルが遠方に飛びやす
くなること、鼻粘膜の防御機能が低下する可能性があることが感染拡大の要因として
指摘されています。冬になるとインフルエンザも流行しやすくなりますが、もしまだ
インフルエンザワクチン接種を受けていないようであれば、早急に受けられることを
お勧めします。コロナ禍の中ではインフルエンザに感染して発熱した場合に診療を受
けるのは手間が掛かりますし、インフルエンザとコロナウィルスの混合感染により重
篤化する可能性が高くなることが報告されています。
新 型 コ ロ ナウィルスに対するワクチンも使用できる可能性が高まってきてい ま す
が、たとえ使用可能になっても流行を早く終息させるには十分な感染対策を合わせて
行うことがやはり必要であると言われています。3 密という言葉は知っていても、観
光 地 で 狭 い 場 所に大人数で他人との 距離も取らずに押し寄せているのを 見ると言葉
の中身を十分に理解しているとは思えません。夏から秋にかけてと同様に比較的通常
に近い生活を享受するには、感染者の増加報道に対して闇雲に怖がるのではなく、私
たち一人一人が 3 密という言葉の意味をもう一度確認し日々の生活を見詰め直して十
分に感染対策をすることが重要と考えられます。

7

NishiTokyo Mitakai

地域・社中交流
東村山三田会会報 vol.11 発行
2019 年 12 月 20 日に東村山三田会の会報第 11 号が発行されました。巻頭に半年間の活動が
リストされ、続いて個々の活動の報告が 12 ページに渡ってカラー写真で載っています。12 月
22 日のクリスマスパーティーには高橋と渡辺（康隆）が参加しました。
西東京稲門会 会報「けやき野 56 号」発行
2020 年 2 月 29 日に早稲田大学西東京稲門会の会報 56 号が発行されました。令和最初の新年
会の報告、創立 20 周年に向けた取り組み、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。
西東京稲門会 会報「けやき野 57 号」発行
2020 年 6 月 6 日に早稲田大学西東京稲門会の会報 57 号が発行されました。新型コロナウィル
スに伴い第 20 回定時総会は「書面決議による定時総会」とする旨の告示。その他の活動の年内中
止・延期等のアナウンス、各種支援の呼び掛け等で 3 月までの活動の報告を入れても全４ページ
に短縮されています。
三鷹三田会「会報 VOL.54」発行
2020 年 6 月 7 に三鷹三田会の会報 VOL.54 号が発行されました。新型コロナウィルス感
染防止のため総会は「議決権行使書」の郵送・返信の集計により行うこと、
「年会費」は徴
収しないとの決定を伝えています。
昨年秋からの活動の報告と新入会員の挨拶など 8 ページ。
武蔵野三田会記念誌発行
2020 年 7 月 18 日に武蔵野三田会が創立 65 年間の活動を纏めて『武蔵野三田会のあゆみ（昭和
30 年・1955 年～令和 2 年・2020 年）
』を発行しました。慶應義塾と社会の動静と併せて読める表
になっています。
西東京市民まつりの中止
2020 年度 11 月に開催予定だった西東京いこいの森公園での市民まつりは中止となりました。
西東京稲門会 会報「けやき野 58 号」発行
2020 年 8 月 30 日に早稲田大学西東京稲門会の会報 58 号が発行されました。新型コロナウィ
ルスに伴い第 20 回定時総会を「書面決議による定時総会」として実施し、緒方章氏が新会長、原
田一彦氏が新幹事長に就任しました。その他の活動の報告が全 4 ページに報告されています。
以上編集委員
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会員自由投稿
西東京市郷土資料室のご紹介
西東京市には有名な多摩六都科学館がありますが、西東京市教育委員会が運営し
ている「郷土資料室」をご存知でしょうか。西東京市になってから、旧西原第二小
学校の校舎を再利用して新たな郷土資料室が出来ました。2 階の 5 つの教室が展示
室。他に事務所、図書資料室や資料倉庫があります。入場無料でカメラ撮影は自由
です。ひばりが丘駅と田無駅を結ぶ西武バスも近くまで来ています。
校舎の廊下に市内各所の昔の写真が貼られています。展示室 1 と 2 は平成 27 年
に国史跡に指定された「下野谷遺跡」を大々的に扱っています。東伏見 駅の南を流
れる石神井川南岸の高台にある遺跡は林に囲まれ、今も縄文の時代の自然環境を偲
ばせる所です。発掘の現場がジオラマと豊富な図面・CG や写真で再現されていま
す。ほとんどが露出展示で土器などを間近に目にすることが出来ます。発掘したバ
ラバラの土器の復元のプロセスや走査型電子顕微鏡などを使った最先端の考古学の
分析結果がパネルで説明されています。公民館と連携した縄文土器作りの夏期講座
も毎年行われています。
展示室 2 では下野谷の集落の生活の様子をジオラマで再現しています。その外、
市内合計 16 ヶ所に及ぶ遺跡の場所とその発掘の作業状況を写した写真と現在のそ
の場所の姿（埋め戻されてビルが建っています）の写真も並べられています。自分
の身近に遺跡があったことを知りました。
展示室 3 には江戸時代から現代までに使われてきた生活道具の実物が集められて
います。火打ち道具に始まって、カメラ、ミシン、算盤、こたつ、湯たんぽ、電卓、
テープレコーダー、アイロン、ラジオ、テレビ、電話機、ワープロと数え上げたら
切りがありません。市内にかつてあった三共製薬、保谷ガラス、石川島播磨、住友
重機械、協同乳業の工場の跡が偲ばれています。
展示室 4 は郷土資料の展示で奈良から明治までを 16 のジオラマで再現し、市内
各所の過去と現在の写真と地図で対比しています。田無宿、田無用水の跡を振り返
っています。市内各所に今も残る「庚申塔」に関する掲示は廊下にありました。石
仏・石塔など 40 ヶ所以上あることが分かります。
展示室 5 は市内に昔あった「民族学博物館」をジオラマで再現しています。市内
の大地主高橋文太郎らが渋沢敬三を中心として昭和 12 年に現在の保谷駅近くに日
本初の野外展示施設を持つ博物館（大阪の現国立民族学博物館の前身）を作り、武
蔵野の民家や生活道具を展示していました。
地域の歴史や文化遺産を残して未来に繋げていく郷土資料室の果たす役割は大き
いです。自分の街の過去を知ることは、そこに住んでいることの満足感や幸福感に
繋がると思います。小中学生だけでなく大人も豊富な資料を堪能出来る郷土資料室
に一度お出でください。
高橋信一（S47 工）
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西東京三田会通信の現状について
コロナ禍で西東京三田会の全体行事、サークル行事は休止しており、
「活動」の予定や実績を主
内容とする西東京三田会通信の記載タネがない。そこで 2020 年 10 月配信の第 98 号には特集とし
て「コロナ禍のなかでの会報」として身近な会報がこの難局の影響を同じように受けているものか
どうかを見てみた。その際、会員の山崎忠様の「月曜会通信」も取り上げ、直前に取り上げること
のお断りメールをしていた。
配信後に早速に次のようなメールをいただいた（一部省略、また連合など一部付記）
。
メール、西東京三田会通信電子版、拝受致しました。
「月曜会通信」をご紹介たまわり、それも過分な褒め言葉を戴き、恐縮するばかりです。
今準備中の 11 月号にて報告致します。
「月曜会」そのものも、この 11 月で 60 周年になりますので、11 月号は 60 周年記念号と思ってい
ましたが、準備が遅れて、12 月号を 60 周年記念号にするつもりです。今後とも宜しく、御高覧お
願い申し上げます。
（連合）三田会には登録しておりませんが、大分昔「三田評論」の三田会だよりに会員が書いてく
れ、掲載されたことがあり、今度 60 周年に際し、会員で福沢研究センター所長の坂井達朗氏が書
いてくれることになっています。会長、幹事、もない、会則もない自由な会で、私も単なる世話役
に過ぎません。会の体裁がありませんので、
（連合）三田会に登録していないのでしょう。会員の
他、客員に創立者服部謙太郎さんのご子息、それぞれセイコーの要職におられ、なくなった文化勲
章受章の速水融さんなど、有名人がおられました。今、図書館史を連載して頂いている高山正也氏
は塾の名誉教授です。これらの方々、そして、会員外の熱心な読者に支えられて、300 号になった
わけです。今後いつまで続けられるか解りませんが（私も 92 歳）宜しく御高覧のほどお願い致し
ます。そして、会則もない自由から、塾出身者以外にも読んで頂き、ご寄稿も頂いています。樋口
さんにも是非ご寄稿をお願いします。
西東京三田会（通信）の編集制作もご苦労はよく分かります。月曜会通信も電子版を考えており、
宜しくご指導お願い致します。
コロナは収まらず、速水氏の著書にある通り、長期戦の様相です。ご自愛くださいますよう、願い
上げ、月曜会をご紹介頂いたお礼のみ申し上げます。
なお、私と西東京三田会の縁は、元会長の田中さんが拙宅のお近くで、家内同士が知り合い、亭主
同志が三田出身とわかり、それからのご縁です。
月曜会は経済史の野村・高村・中村ゼミ有志の同窓会で毎月の会がベースになっており、山﨑
氏はこの会の万年幹事として会の切り盛りとともに会報を作っている、月曜会は連合三田会に登
録していない、毎月の「会」はコロナの影響で３月以来休会している。
というような内容は「通信」98 号で紹介しており、対応する記述がある。
また、最後の段落で西東京三田会との縁に及ばれたのは、故斎藤毅さんが作られた会報に山崎
様の写真がみられたことを事前メールに記述していたためである。
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私は、内容としては「会長、幹事、もない、会則もない自由な会」というところに感銘を受
けたが、何より通信作成 25 年、300 号というところに畏怖を覚えざるをえない。
また次に、昨年の西東京市民まつり以降お知合いになった明治大学校友会の濱田豊氏が西東
京三田会通信を配信後によく感想コメントを下さる。
10 月号に対しては次のようにいただいた（一部省略）
。
さて、先日は西東京三田会通信第 98 号をお送り頂きまして誠にありがとうございました。
早速、西東京紫紺会の会員に送りました。
従来通り印刷して拝読していますが、中村医師の記事は参考になります。三田会通信も 98 号
になりますが、これは樋口さん一人で全て作られているのですか？ 毎回随分時間が掛かって
いると推察しますが…会員からの反応は如何ですか？
又、長老 Y 氏のゼミ同窓会報、一人で 25 年も継続するなんて、全く頭が下り尊敬してしまい
ます。
私は以前、広報委員長で、会報と HP を一手に引き受けていました。作業量が多く、校友会株
式会社に勤めているようで社業が圧迫されてしまい途中から手を抜きましたが、今でも HP は
できる人がいないため管理している状態です。
三田会の HP も拝見しましたが、とても賑やかに感じました。どれ位の会員が見ていると推測
しますか？
私の方は完成して二年ですが、苦労して作って運営しても、どれだけの人が見ているのかが分
らず、時に力が抜けることがあります。
今後ともお付き合いよろしくお願い致します。ありがとうございました。
「通信」は、私が勝手に始めたものなので勝手に止めようとも思ったが止められていない。
「HP」は委員会ができて始めたが、私の案がそのまま踏襲されてしまい以後の更新も私だけ
が携わっている。私も何とかこの二つの広報手段を
継続してくれる人が現れるか、または新規にやってくれる人が現れるか、熱望しています。
的に濱田さんにお礼メールをした。これが西東京三田会通信の現状です。
ちなみに西東京三田会通信は第 1 号からホームページの「会のプロフィール」内の「会則・
会報・記念誌・通信」から見ることができます。
樋口明朗（S43 経）
http://nishitokyo-mitakai.net/profile4-siryo.html

会員の動向
入会

会員の入退会（2020 年 1 月～12 月）
退会
仲村 耕太氏（H28 商）
川嶋 伸一氏
笠原 硯昭氏（S41 工）
北村 礼子氏
宮本 照雄氏
計 2名
計 3名

前回（ニュースレター24 号、1 月 1 日付）134 名

→→
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ユニオン・ジャックの秘密
国旗が好きだ。絵柄を眺め由来を調べ、その国の国柄を知るのも楽しい。
ところで英国の国旗ユニオンジャックが三つの旗の組合せであることはよく知られている。
白地に赤い十字のイングランド旗、青地に白い斜め十字のスコットランド旗、そして白地に赤
い斜め十字のアイルランド旗である。ウエールズはユニオンジャックができた 1801 年以前に
イングランドと一体になっていたのでウエールズ旗というものの面影はない。
このユニオンジャック、実は上下対称ではない。旗竿側を左とすると中心から周囲に向かっ
て伸びるアイルランドの赤い斜め線が白い線の真ん中ではなく左側を通るのが正しい。つまり
上下が決まっているのだ。
ある日、田無の商業ビルの 5 階の日用品売り場の棚で小さな英国旗が飾ってあるのを見つけ
た。これが上下逆さまだった。これはいけないと思い売り場の女性店員に、あの英国旗は上下
逆ですよと伝えたが、ああそうですかと素っ気ない返事。案の定 1 週間後に訪れると逆さまの
ままだった。そこで地階にあった投書箱にその旨書いて入れたがこれも効果なし。次にこの会
社のホームページに「ご意見欄」があったのでこれに書き込んだ。後日自宅に指摘のお礼の電
話があったと家人から聞いた。
JAXA 筑波宇宙センターの総合開発棟前の国旗ポールに掲げてあった英国旗が逆さまだっ
た時は守衛さんにあれは逆さまですと伝えた。その後どうなったかは確かめていない。
ビッグサイト(東京国際展示場)の前に並んでいる各国旗の中の英国旗が逆さまだった時もそ
れを撮った写真で説明しながら守衛さんに伝えた。展示会を見た後の２～3 時間後、帰りしな
に見たら正しく直してあった。さすが、国際と名乗っている施設はこうでなくてはならない。
テレビに出てくる英国旗にも逆さまのものがある。なぜか NHK の大河ドラマに出てくる英
国旗が逆さまのことが多い。NHK では随分前に「その時歴史が動いた」の中で映った英国旗
が逆さまでしたと松平定知アナウンサーが番組の中で両手をついて「お詫び」したことがネッ
トにも載っているが、その時の反省が生かされているとは言えないようだ。
ここまで読んだ読者の皆さんは、今後目にする英国旗が逆さまでないかきっと気になるに違
いない。
宮本敬一（S46 工)

編集後記
令和 3 年最初のニュースレター25 号をお届けします。本来なら昨年 7 月にお届けす
るはずだったのですが、未曾有のコロナ禍は三田会全体の活動に甚大な影響を与えま
した。今回は従来の 16 ページ立てから 12 ページ立てにして発行致します。それでも
少ないながらも活動の情況を会員皆様と共有したいと思います。正常な活動が一日も
早く復活することを願っています。今後とも会員の皆様からの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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