
 

 
 

  
 

 

  

     

 

会員相互親睦、地域協力、 
そして被災地支援も 

 

西東京三田会会長 鈴木條吉 

 

先日、三鷹駅北口広場の林の中に、『山林に自由存す』と彫られた独歩碑が何気なく目に

止まり、ああ独歩の碑が此処にあるのかと、思わず見入ってしまいました。 

ご承知の通り、私たちが住んでいるこの辺りは、独歩の愛した山林が広がる武蔵野台地で

す。その数日後、保谷駅北口から程近い処に在る高橋敬一大先輩の屋敷林で、竹の子狩りを

する機会を得、まさに独歩が歩いて出てきそうな竹林の中で、竹の子を掘る体験をすること

が出来ました。このような自然が残る地域で活動させて頂いている西東京三田会は、本当に

恵まれているなあと感じているところです。 

今年度もひき続き、会員相互の親睦を図りながら、塾への協力、地域への協力を常に心に

留めながら被災地支援も進めて参りたいと思っている次第です。 

東日本大震災から2年が経ち3年目に入った今でも、まだ瓦礫の撤去すら出来ていない地

域が残されている現状を見聞きして、居ても立

ってもいられない思いでした。平野会員の発案、

先導により、三田会員有志5名（写真）で、津

波の被害を受けた三陸海岸へ 6 月１，2 日で行

ってまいりました。事前に気仙沼三田会の佐藤

会長（気仙沼漁協会長）と打ち合わせ、被災さ

れた現地を視察、復興まではかなりの年数がか

かると認識しました。 

佐藤会長からの要望は、ボランテイア活動が

一段落した今、来る人が減って、海産物の売上

も減少しているので、多くの人に来てもらい、各種産物を買って欲しいとの事でした。今後

西東京三田会としては無理のない範囲での支援として、皆様へ、三陸物産案内をしたいと思

いますので、どうぞご協力の程お願い致します。また佐藤会長のところの定置網が秋から復

活しますので、三田会有志で定置網漁を体験し、唐桑カキ小屋で獲れたてカキを食す企画も

立てたいと思います。 
 

     みちのくの 蟹と遊びし 白砂に 
                  青松流れ 原生花咲く 
                                陸前高田にて  

気仙沼駅前にて 
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 西東京三田会平成 25 年度定例総会は、平成25 年5 月 19 日（日）11 時から、西東京市民会館

３階第５会議室を会場に、宇賀神一雄氏の司会で開催された。出席会員数は34 名であった。開会

に先立ち 24 年度中の物故者鶴岡理氏のご冥福をお祈りして黙祷した。第Ⅰ部総会の後は会場を同

会館５階多目的室「松」に移し、第Ⅱ部懇親会が行われた。 
 
第Ⅰ部 総会（11：00～12：20） 
 総会は、鈴木会長挨拶に続き、渡辺康生氏を議長に、高橋信一氏を書記に選任し、４議案の審

議が総会資料に基づき進められた。 
 
 審議議案は以下であった（詳細は総会資料参照）。 
 第１号議案 平成24 年度事業報告 樋口副会長説明 ・・・・・・・・・・・・・・  承認 
 第２号議案 平成24 年度決算(案)の件 樋口副会長説明、坂口監事監査報告 ・・・・ 承認 
 第３号議案 平成25 年度事業計画(案) の件 中田副会長説明 ・・・・・・・・・・  承認 
 第４号議案 平成25 年度予算(案)の件 樋口副会長説明 ・・・・・・・・・・・・・ 承認 
 
 第２号議案審議の際、繰越金と予備費の扱い及び表示が適切でない旨発言があり、次年度から

の検討・改善を約して承認された。第４号議案の表も同様であったため説明の際あらかじめ同様

の断りをして審議され承認された。 
案件終了後、予定終了時間までの間、会員減少の歯止め対策の見直し、小平市の会員拡大策、

クラブ活動などへの参加会員の固定化等についての発言があった。 
 
第Ⅱ部 懇親会（12：30～14：30） 
 懇親会は、大内俊氏の司会で始められた。塾員センターからはご出席いただけなかったが、西

東京稲門会の金子会長と松尾副会長・竹島新幹事長、東久留米三田会の野崎会長にご参加いただ

き、ご来賓と西東京三田会と合わせ34 名（総会だけの会員4 名）で、盛会裏に行われた。 
 
 
  ◆◆◆  ２０１３年１月～６月の西東京三田会の主な行事・出来事 
 月 日      件                     名   備     考 

１．１２ 西東京稲門会新年会に参加  中野・久住副会長  

１．２０ 第５回役員会  引続き同所（西東京市民会館）での新年会準備など １９名出席 

１．２０ 新年会開催  （来賓５名，会員 ４０名、会員家族１名） ＋会員智田氏 合計４７名 

２．０３ 麻雀の会 第６回：初場所  雀荘「Ｐ雀」   １３時～１７時 １６名参加 

２．０３ 第１３回 カラオケの会  カラオケ「でんえん」  １８時～２１時 ９名参加 

２．１４ 東日本大震災被災地支援関係打ち合わせ 田無公民館 ４名参加  

２．１７ 第３回歴史散歩会   宿場町田無を歩く ８名参加  

２．１８ （有志） 松本洋平君を囲む昼食会 １２名参加 

２．２４ ハイキング会  秩父、宝登山ロウバイと長瀞こたつ船 ３名参加 

３．０８ ANA の３部門にお礼と今年度のお願いの挨拶  鈴木・中野・中田 正副会長  

 

３．１７ 第６回役員会 イングビル第２会議室  平野君特別参加 （被災地支援） １９名出席 
 

平成２５年西東京三田会総会開催 
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 アトラクションには、三野友子（みのともこ）さん

による南ドイツ発祥ともいわれる

珍しい竪琴（撥弦楽器）「ライアー」

の美しい演奏に、全員がひととき

聞き惚れた。 

 なお、従来、当会が自前にて近

隣で調達していた日本酒は、今回

は気仙沼の「陸前男山」「復興支援特別純米酒」等を取寄せ、被

災地に想いを馳せていただいた。 

 
 

 
 

 月  日      件                     名   備     考 

４．１１ 東久留米三田会ゴルフ会 ３名参加 

４．１３ 麻雀の会  

４．２１ 有志による坂口光治会員の市長退任慰労の昼食会 １９名参加 

４．２７ 東久留米三田会の総会時の講演会・懇親会参加  鈴木・中田・樋口  

５．０６ 新イベント「たけのこ堀りを楽しむ会」 西東京三田会ﾚﾃﾞｨｰｽが企画実施 会員１７名総３０名

５．１２ 平成２５年度第１回役員会 田無庁舎２０２会議室 １２名出席 

５．１６ 連合三田会大会の大会券配布会 三田キャンパス 鈴木会長出席  

５．１９ ２０１３年度（平成２５年度）定期総会・懇親会 西東京市民会館 （別掲） 

５．２９ 西東京稲門会ゴルフ会に参加 武蔵松山ＣＣ 久住・智田  

６．１～２ 被災地気仙沼等訪問 鈴木・曽根原・中野・長谷川・平野参加  

  

６．０２ 西東京稲門会総会時の講演会・懇親会に参加 久住・大内  

 ６．０９ ハイキング行事 真鶴半島・中川一政美術館など ３名参加 

 ６．０９ 薬学部ＫＰ会 西武支部総会時の講演会に参加 渡辺顧問理事  

 ６．１２ 第２０回西東京三田会ゴルフ会、久邇ＣＣ 稲門会５名、東久留米１名も 会員９名総１５名 
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新年会が盛大に行なわれました 

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

 新年の1月 20 日（日）13時～15時 西東京市民会館「松」で、西東京稲門会・東久留米三田

会 5名と会員及び会員家族 42名、計49名が参加して新年会が開催されました。 

 

鈴木会長が、今年の干支「巳」（へび）が「起こる、始まる、定まる」などの意味があることに

ちなんでの今年の活動の一層の活性化をめざすという挨拶に続き、参加者間の歓談。バックを飾

ってくださった智田会員が主宰するマ

ンドリンクラブの演奏と、招待客を含

めて 7 名という今までにない多くの女

性参加者で、終始和やかな雰囲気のな

かで進行いたしました。 

 

 

 ちなみに智田さんのグループ「マン

ドリンアンサンブル６４３２」（ＭＥ６

４３２）については前号（ニュースレ

ター１０：１月１日発行）でご紹介し

ました。 
智田さんを含めて５人のメンバーで

の演奏でした。参加者一同爽快感にひ

たりました。 
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                会員の入退会（２０１３年１月～６月） 
  
  入会 

 

橋本 諭氏 １３年１月 （Ｓ５０経） 

所 幹也氏 １３年１月 （Ｓ５８政） 

大平 一氏 １３年４月 （Ｓ３９文） 

   （大平氏は復帰です） 
  

 

  退会 
 
  鶴岡 理氏  （ご逝去） 

  龍治 昭夫氏 （転出） 

  大原 未奈氏 （転出、家族より）

  山田 健児氏 （海外、家族より）

  齋尾 敏正氏 （病気、家族より）

  立田 茂家氏 （転出） 

  三浦 一郎氏 （海外、家族より）
 

 
  前回（ニュースレター１０号、１月１日付）９７名 →→ 現在 ９３名 

  
 

   松本洋平・坂口光治両氏を囲む昼食会実施 
 

この春、有志による昼食会を２回開催した。２月１８日（月）には衆議院議員松

本洋平君の当選を祝って、そして４月２１日（日）には前西東京市長坂口光治君を

囲んでの会合であった。会場はいずれも、墨花居で行った。 

 

 当西東京三田会には政治的活動を行わないという不文律がある。今回の昼食会は

政治的活動には全く当たらないが、幹事がその辺に気を配って、有志による懇談会

にしたもの。会員の皆さん全員に呼びかけて、組織的に開催しなかったことについ

ては、何とぞご容赦をいただきたい。 

 

＜松本洋平君のお祝い＞ 

同君は、昨年１２月の総選挙で、４年ぶり２回目の当選を果たされた。現在、自

民党副幹事長その他、多くの要職を担っておられる。この日の会合には、元会長の

皆さんや、年配の会員が１１名出席された。平日とあって、現職をお持ちの方々が

出席できなかった。 

松本君から、皆さんに議員会館見学の話があり、いずれ機会を作って実現できた

らと考えている。 

 

＜坂口光治君を囲んで＞ 

２期８年に亘って西東京市長を務められた坂口光治君のご苦労さん会を、とのお

声を多くの方々から寄せられていた。３月の当会役員会で、松本洋平君との昼食会

の報告をしたとき、出席役員の皆さんが、次回は是非にとのことだったので、今回

は役員の皆さん全員にご案内した。当日の出席者は１８名。 

同君は今後、ご自身とご家族との時間を大切にしながら、これまで暖めてこられ

た平和で持続可能な社会のあり方などの課題について、研究と提言に挑戦していき

たいと熱っぽく語っておられた。 

 

渡辺康生 記 

会員の動向 
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＜ 被災地支援ワーキンググループ気仙沼見学報告 ＞ 

 
１．今回の気仙沼訪問の経緯・目的 

 本年初めより、義援金だけではなく、より具体的な三陸地域支援を行うことを目的として西

東京三田会内に WG を作り検討を進めてきました。三田会という会の性格を踏まえ被災地域の三

田会を訪問しようということになり、当会訪問を最初に受入れ表明をしていただいた気仙沼三

田会を訪問することにしました。 

２．参加者 鈴木、曽根原、中野、長谷川、平野 ５名 

３．旅程・見学概要 

６月１日（土）朝、東京駅より東北新館線で出発、一関駅経由で気仙沼入り同日午後、気仙

沼三田会の佐藤亮輔会長のご案内で市内見学復興屋台村気仙沼横丁、新造遠洋漁船第１２３勝

栄丸、リアス・アーク美術館を見学、足を伸ばして南三陸町防災センター跡を訪問、慰霊、午

後６時、市内の寿司店で気仙沼・西東京合同三田会懇親会。気仙沼三田会は佐藤会長のほか５

名の方が出席。大先輩下田さんや及川さん、末永さんの含蓄あるお話を伺うことができ、気仙

沼の方々は随分と勉強熱心な人たちで驚きました。 

 翌２日（日）朝より、再び佐藤会長に案内していただき見学、陸前高田市海岸被災地（一本

松見学を含む）、気仙沼市唐桑津波体験館を見学、同地区復興カキ小屋“唐桑番屋”で昼食、同

日午後２時、気仙沼発の普通列車で出発して夕刻東京に帰着しました。 

４．気仙沼市の復興の現状、見学の感想 

 気仙沼の中心産業は漁業と水産加工業。街の心臓部である魚市場を核とした産業の再集積を

どう進めるか、また単にかつての水産業の復活を目指すのではなく、新たな時代の要請に即し

た気仙沼の未来像をどう描くかが課題であると感じました。仮設住宅は見学せず。 

５．西東京三田会としての被災地支援の取組みをどうするか 

 被災地支援 WG が動き出してから会員の方より被災地に書籍や家電製品を集めて送れないか、

医学部より医師団を派遣するように三田会として働きかけるべきではないかなどの御提案をい

ただきました。どれも有難いご提案ですが、震災直後の１年目であれば非常に有効だった提案

が多く、復興のフェーズに入り局面は変わりつつある現在ではどうかというものが多くありま

した。 

 また、気仙沼三田会の懇親会において、「花は咲く」の CD やオルゴールの話が当会側より出

ましたが気仙沼側の反応は非常に冷ややかでした。認識にギャップが出ると予想していました

が、「あの歌は素晴らしい」という東京人の思い込みと「日々の生活を何とか再建したい」とす

る気仙沼の人たちの認識には相当の開き、温度差があることを感じました。 

 気仙沼三田会からは「気仙沼を知り、好きになってもらいたい」、「ときどき気仙沼の産品を

買ってもらいたい」、「もしよければいつか再び気仙沼を訪問してもらいたい」と話が出ました。 

西東京三田会では社会貢献のための諸活動を行っており、その活動を踏まえて気仙沼にまで

活動を伸ばす積極策も可能ですが、そのためには会員全体の賛同が必要です。 

また、仮に会全体の賛同が得られても活動に参加される一部の方たちの負担はやはり大きく

なることも予想され、三田会として活動参加者への財政支援の検討も必要になります。 

そうしなくともときどき気仙沼の海産物や清酒などを購入して気仙沼を思い出してもらい、

気が向いたら気仙沼に家族旅行にでも来てほしい、それで十分というのが気仙沼三田会からの

提案です。ただし、何でも気仙沼三田会を当てにして旅するというのは論外であることは言を

待たずです。御留意下さい。 

 なお、西東京三田会としてどのような活動をされるかについては、７月２１日の役員会で十

分に意を尽くして議論していただくことを希望します。        平野謙治（Ｓ５９政） 
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  健 康 の ペ ー ジ    ：   会員寄稿 

 

  ジェネリック薬品とのつきあい方 

中村邦彦（Ｈ０３医） 
 

最近、テレビのＣＭ等でジェネリック（後発医薬品）という言葉を耳にすること

が増えた。 

後発医薬品とはその名のとおり新薬であった先発医薬品の特許が切れた後に製造

販売され、先発品と主成分が同等で価格が安いのが特徴となっている。先発品が処

方箋に製品名で記載されるのに対し、後発品は一般名（generic name）で記載され

ることが多いのでジェネリック薬品とも呼ばれる。新薬が販売されるまでには莫大

な研究開発費用がかかるものであり、製薬会社が研究開発費を回収できると判断さ

れる期間、申請から 20 年、延長申請で最長 25 年は特許によって保護され他社が製

造販売することはできない。特許が切れたとたんいっきに何社からも製造販売され

ることが多い。ジェネリック薬品は以前より存在したが、急に注目されるようにな

った背景には国の政策が大きく関与している。欧米諸国でのジェネリック薬品の普

及率が 60%を超えているのに比べ日本では 20%程度と低く、これを欧米なみに普及さ

せることによって年々増加している医療費を少しでも削減することを目的にしてお

り、医療機関でもらう処方箋は特記がない限り基本的にジェネリック薬品への変更

が可となっている。 

ジェネリック薬品は先発薬品と同じ成分で価格が安く患者さんにとってもよいと

国やジェネリック薬品会社は説明しているが、必ずしもいいことばかりではない。

確かに主成分は同じであるが添加物や剤形は異なっており、薬品の効果や副作用が

全く同じとは言い切れない点に注意を払う必要がある。先日も前回と違う点眼を薬

局でもらったが眼の周りがかぶれたと言ってきた患者さんがいた。薬局で安いから

とジェネリック薬品を渡され使用したが添加物が合わずアレルギー反応を起こした

ようで、先発薬品に戻したところ症状は消失した。自覚症状がでる場合はいいが、

ジェネリック薬品に変更して知らないうちに病状が不安定になる可能性もある。も

ちろんそれらの可能性はそれほど高いものではないので、大事なことはジェネリッ

ク薬品に薬局で変更したら、主治医にその旨を伝えることである。変更しても病状

に問題がなければそのままでよいし、だめなら元にもどせばよい。伝えていないと、

主治医の方では病状が悪化したと判断して不必要な薬剤を追加したりする可能性が

ある。 

また安いからといって、ジェネリック薬品の処方を強く主治医に求めるのは得策

とは言えない。なぜならジェネリック薬品があるということは世に出てから 20 年以

上経っている新しくはない薬品ということだからだ。医療は日進月歩が激しく、こ

の間にもっと副作用が軽減したり効果の良い医薬品が出てきていることは少なくな

い。先発薬品とジェネリック薬品をバランスよく使用するのが勧められる。 



 

 

               

  

                                                  

    
 

 

 

 

１月～６月 

女子会「西東京レディー

ス」発足、初主催行事「高

橋邸でたけのこ堀りを楽

しむ会」総勢３０人余 

大人数も小人数も 

ハイキング：真鶴半島 

-８- 

いつも盛況 

麻雀 

上 ： ２４年度第６回 

下 ： ２５年度第１回 

ゴルフ会：久邇カントリークラブ 



 

 

 

全会員対象の集まりはいつもなごやか   
 

 
 

 

     

 

 

    被災地支援の模索 

 

 

 

 

-9- 

 

総会懇親会 

 

 

防災対策庁舎の無残な姿

陸に打ち上げ
られた船 

爪痕残る街の様子

気仙沼三田会の人たちと 前列左端が佐藤会長 

奇跡の一本松前にて 

全会員対象の集まりはいつも和やか 

被災地支援の模索 
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◆ 今年も西東京市立小学生のANA 見学支援を!! 

２０１３年の見学予定校と日程が次の通り決まりました。今年はクラスが多いため支援くださる方々が延

２０人必要です。この内、先の総会でお申し出いただきました方々を除くと１３名がまだ決まっておりませ

ん。日程表をご覧いただき支援可能な月日がありましたならば，見学担当（中田または中野）宛にご一

報くださいますようお願い致します。ＡＮＡでは西東京市の小学生見学会のため特別のメニューを用意

し配慮をしてくださっています。当会はそれにお応えするためにも、細心の注意をはらいつつ対応して

行く必要があります。 

       ２０１３年度見学予定校一覧                    

見学予定日     小学校  クラス数 生徒数            連絡先 

１０月 ８日（火）   柳 沢 小  ２  ５５    中田  勲  nakata19@qf6.so‐net.ne.jp 

１０月１７日(木)   谷 戸 小   ３  ８６           電話  ４２１－４０４３ 

１０月３１日(木)   谷戸二小    ３  ８９      中野秀夫  hi-nakano@zb.cyberhome.ne.jp 

１１月２２日(金)   東   小   ２  ５１             電話  ４６７－６７５８ 

◆ 保谷小学校３年生への社会科授業支援 （２０１３年２月６日）   

保谷小学校からの依頼で会員３名が同校への社会科単元「変わってきた人々のくらし」を支援

し，空襲、学童疎開、金属拠出後のくらしの工夫と道具の変遷、終戦直後の学校生活（教材、給

食，放課後の遊び）、西東京市と旧中島飛行機との関係等を写真・図表を使い、戦中・終戦直後の

話と共に戦争の恐ろしさをわかってもらいました。（５０分集中して見聞きした生徒を初めて見

たとの先生からのコメントがありました）。 

◆ 行事後援（５月３０日＠コール田無） 

日常生活に密接に関係するテーマ、NPO法人CEO協議会研究発表会「スマートコミュニティへの

再生可能エネルギー導入」を後援しました。 

◆ この他に地域活動事業候補として、①被災地支援（6頁報告参照）、人形教室（15頁参照）が

あります。 

                          中田 勲（S３６工）  

 

 

 

 

 

 

東久留米三田会総会、講演会、懇親会に参加                   編集部記 

東久留米三田会の総会が４月２７日行われましたがその後の講演会・懇親会に鈴木・中田・樋

口の３名が出席しました。「創立１０周年記念誌」をいただきました。また役員の改選があり、野

崎会長は引き続き会長で、幹事長の篠田氏は副会長に異動し、新幹事長には田嶋正延氏が就任さ

れました。 

地域社会活動 

地域・社中交流 
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講演会は、『「落語で学ぶ法制比較と法学入門」～「鹿政談」を題材に』と題し 

て、講師は、慶應義塾大学法科大学院教授・弁護士・落語家 菅原貴与志氏。東

久留米三田会の会員でもあり懇親会時も 後まで居られた。 

講演会では、菅原氏の高座での実際の落語「鹿政談」（氏は落語家名：金原亭駒

与志）の映像を上映し、現代と江戸時代の法制比較や裁きについて話されたもの

で、一般客にも門戸が開かれていた。 

所属会員がこのような形で一連の総会前後のイベントを担い、かつ地域にも関

わるという「一石二鳥」のうまい方法を採られていると感心しました。 

 

連合三田会大会「大会券配布会」                 編集部記 

大会は１０月２０日（日）日吉キャンパスにて開催されます。 

「大会券配布会」が５月１６日（木）三田キャンパスで開催され、本年も３シート

が割り当てられています。鈴木会長が出席しました。 

 

薬学部ＫＰ会西武支部の総会、講演会に参加           渡辺康生記 

６月９日（日）、西東京市民会館で開催されたＫＰ会西武支部の総会・講演会

に出席してきました。ＫＰ会は共立薬科大学と慶応薬学部卒業生合同の同窓会で、

この会の行事に参加するのは昨年に続き２回目となります。 

この日出席された会員はご婦人たち約２０名でした。ゲストは５月に就任され

たＫＰ会の木暮会長さんと小生、また東久留米三田会から篠田副会長他２氏が参

加されました。 

講演会は「植物に親しむ」と題して、清塚和子さんが講師を勤められました。

清塚さんは同会の会員で、長年、国立科学博物館で教育ボランティアを続けてお

られるということです。学生時代は植物解剖や形態学を学ばれ、クラブ活動では

植物班に入るほどに植物に興味を持たれていたとか。子育てをしながら多摩周辺

の植物観察を続けてこられ、また、中国天山山脈の南北も足繁く訪れ、その時の

風景、草木などをスライドを交えて紹介しながら、分かりやすくお話しをされま

した。持参された幾種類もの種子を回覧したりもしました。中にはパイナップル

大の松ボックリがあって、大きさに驚かされました。 

生来、無粋者の小生ですが、草や木に目を向けることの楽しさを、気付かせて

くれた講演会でした。 

この後に行われた懇親会には小生の都合で参加しませんでした。 

 

西東京稲門会の①講演会･懇親会、②ゴルフ会に参加         編集部記 

①６月２日、早稲田大学東伏見キャンパスにて開催された総会時における、午

後２時からの講演会、４時からの懇親会の案内をいただいており、講演会から久

住副会長、懇親会から大内理事が合流して参加しました。 

総会では、事務局長を幹事長とすることが決められ、増本事務局長に替り新幹

事長に竹島亜機雄氏が就任されました。 

講演会は「色彩の魅力にひきこまれた訳」と題して、講師は早稲田大学理事の

斉藤美穂教授でした。 

②西東京稲門会ゴルフ会が５月２９日（水）武蔵松山ＣＣで開催され、当三田

会からは久住・智田の２名が参加しました。次回は１０月２５日（金）とのこと。 
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  三田会の場で相互親睦を深めましょう 
 

 新たに女子テニスクラブの設置を検討しておりますが、実績をみて発足を決めることになりま

した。 

次に各クラブ別活動について報告します。なお、ブルーベリーの会は８月ころに開催する予定

です。前半のグルメ会は６月２９日ですので次号報告とします。 

 

  ゴ ル フ 会 

 

第２０回西東京三田会ゴルフコンペは６月１２日（水）梅雨空のなか、久邇カントリークラブ

で行われました。三田会員９名に、西東京稲門会から金子会長はじめ５名と東久留米三田会から

野崎会長にも参加いただき総勢１５名でした。 

競技は新ペリア方式、ハンディは４５までと異例の

試みで実施。成績は、上位を稲門会に独占され、野崎

さんも６位に入り、当三田会員は智田さんの５位のほ

かは８位以下にきれいに並んでしまいましたが、ニア

ピンは全ホール三田会が独占しました。 

次回は１１月６日（水）、久邇ＣＣを予定していま

す。 

 

  麻 雀 の 会 

  ２０１３年の麻雀の会は、２月３日（日）に第六回「初場所」から始まった。昨年まで使用した会場:雀荘

「ピーマン」は閉店し、田無郵便局裏手のビルに雀荘「P 雀」として新装オープンしたので、今回から

我々も会場を移し真新しいジャン卓を囲み楽しむことにした。 

２月３日は節分行事、西東京市長･市議会議員選挙と重なり、なにかとあわただしい中１６名が参加さ

れ、原洋一さんが見事優勝された。今回より若干インフレ化し、上がりやすく高得点が狙えるようにルー

ル改定を行った。（【アベノミクス】にあやかり、【ミタノミクス】と称した。） 

  

第七回「春場所」は４月１４日（日）に、同じく「P 雀」で行われた。従来の１３時から１７時までの開催時

間を今回より１時間延長し１８時までとしたので、一局の対戦時間が６０分間から８０分間となり、役作りを

じっくり楽しめるようになった。春場所は１２名の参加で、田野倉さんの役満【四暗刻】も見られたが、

前々回優勝、前回準優勝だった高梨さんが実力を発揮され優勝を飾った。 

 

第八回「夏場所」は７月１３日（土）に、初場所同様に「カラオケの会」とのダブルヘッダーが予定されて

いるので、参加ご希望の方は幹事までご連絡ください。 

（幹事：久住眞太郎 S41 工、亀山仁史 H8 経） 

順位 氏名 所属 

優勝 荒井 勇 稲門会 

準優勝 増本靖典 稲門会 

３位 滝澤 功 稲門会 

４位 金子正夫 稲門会 

５位 智田秀穂 三田会 
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  カ ラ オ ケ 会 

 

本年は、初めての試みとして「麻雀の会」と同じ２

月３日（日）の夜に第１３回「カラオケの会」を開催し

た。楽しいことで一日を充実させようとの試みである。

会場は田無駅南口、イングビルのスナック「でんえ

ん」で、18 時から 9 名が参加された。内 7 名が麻雀

の激戦を経た勇士で、勝敗の余韻に浸りながら和

気あいあいと、歌と酒に酔いしれた。 

 （幹事：久住眞太郎 Ｓ41 工、亀山仁史 H8 経） 

 

 

  市 内 歴 史 散 歩 
 

 第４回の市内歴史散歩会「宿場町田無を歩く」は、２月１７日（日）、田無駅改

札前に９時半に集合し、田無中心

地域の歴史史跡などを見学して歩

きました。参加者は８名でした。 

 

主な立寄り史跡は、 

①田無小学校内にある養老畑碑

～②観音寺の宝篋印塔ほか 

～③旧下田家周辺での「稗倉」「養

老田碑」など 

～④総持寺 

～⑤田無神社 

～青梅街道と飯能（川越）街道の

追分（分かれ道）地点を通って少

し上り、その地にあった⑥「柳沢

庚申塔」 

～青梅街道を渡り、東高野山道道標、中島航空金属への引込線跡のガードを見て、

富士街道・深大寺街道交差場所の⑦六角地蔵石幢 

～北上し、⑧西浦地蔵尊 

～⑨石製尾張藩鷹場標杭、などでした。 
 
旧田無用水の跡である「やすらぎのこみち」「ふれあいのこみち」の一部も歩き、

「やすらぎのこみち」から分岐した「田柄用水」跡なども見学してきました。 
 
 ６月１６日に予定した第５回「西東京西武を歩く」は雨天で中止となりました。 

樋口明朗（Ｓ４３経） 
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  ハ イ キ ン グ 会 
 
２０１３年は 2 月に宝登山，６月に真鶴半島ハイキングについて報告いたします。 

 

◇ 宝登山ハイキング － 早春の秩父路を訪ねて 

行動日 ： 平成２５年２月２４日(日) 天候：くもり  集合 ： 所沢駅飯能方面行ホーム前方7 時２0 分 

費 用 ： 秩父フリーきっぷ ２，０００ 円（ひばりが丘起点） 

コース ： 所沢 7：28＝9：19 長瀞 9：26・・・宝登山神社・・・（表参道ハイキングコース）・・・宝登山神社奥宮・・宝登山ロウバイ

梅林・・・11：10 宝登山山頂 12：00・・・根古屋林道・・・野上峠（氷池分岐）・・・氷池・・・長瀞駅前・・・岩畳～（こたつ

舟）～そば処かわも・・・長瀞駅15：00＝16：43 所沢（解散）   参加者（３名）： 原 洋一  樋口明朗  中田 勳 

記 

 残雪の武甲山を見ながら秩父盆地に入り，長瀞に着く。ストレッチの後、宝登神社に参拝し表参道を

登り、途中森林伐採後の見晴の良い斜面でアンパンタイ

ムをとる。山頂につづく伐採あとの斜面を縫いながら歩を

進め、神社奥の宮に参拝後、山頂に着き、若干早いロウ

バイと紅梅の下で昼食を取りました。下山は凍結がない根

古屋林道への急斜面を降り，林道途中の野上峠から氷池

に下り、氷池を見物し、長瀞駅を通り岩畳でこたつ舟に乗

りしばしの舟遊びを楽しみ、山行を終えました。 

 

 

◇ 真鶴半島ハイキング － 深緑の森と地魚をもとめて 

行動日 ： 平成２５年６月９日(日) 天候：くもり   集合 ： 小田急新宿駅1 階改札口前 8 時20 分 

費 用 ： ３２１０円（小田急新宿―小田原―真鶴―新宿＋真鶴・ケープ真鶴、中川一政美術館―宮の前）    

       ＋ 中川一政美術館入場料 ６００－１００＝５００円 

コース： 小田急新宿８：１１＝８：４６小田原１０：０３＝１０：１７真鶴１０：３５－１０：５５ケープ真鶴・・・三石海岸・・・１２：００中川

一政町営美術館１２：４８・・・１２：５５宮の前（貴船神社）・・・魚市場（魚座）１５：３０・・・１５：１５真鶴駅１６：２７ 

＝品川＝１７：１９新宿（解散）     参加者（３名）： 曽根原良仁  原 洋一  中田 勳  

記 

 参加者が早く集まったので繰上げ出発し、薄曇りの大山を見ながら小田原、真鶴を経て、引潮

に合すためバスでケープ真鶴に向った。岬から約５０メートほど下り、潮の引いた注連縄に飾ら

れた三ッ石の中間まで行き、津波を想定しながら岬上に戻りました。岬から深緑の森を抜け中川

一政町営美術館を訪れました。マジョリカ壷に活けられた薔薇や力強く繊細に描かれた向日葵、

地元福浦海岸、箱根駒ケ岳などの作品を観賞しました。昼食時間が過ぎているのでバスで宮の前

に行き、８８９年創建の貴船神社を参拝後、漁市場の魚座（さかなざ）で地魚をフルーティな地

酒「頼朝船出」と共に楽しみました。帰路、干物を求め長い坂路を上り真鶴駅に戻り、ハイキン

グを終えました。                               中田 勳 （Ｓ３６工） 
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グルメ会・・・・幹事：長谷川、久住（補助）    

日時：６月２９日（土） １８時～ 

場所：西武柳沢 「グリルジレート」 保谷町３－１０－２８ 

   駅北口から約３分  TEL：042-466-2870 

費用：会費５０００円 
 

ワークショップ「素焼きの人形を作ろう」・・・・幹事：吉川 

７月７日（日）１３～１６時 曽根原宅元工場 

直近に皆様に往復はがきでご案内が行っていると思います。 

新企画なので全会員宛てに、参加・不参加だけでなく、今後の情報の要・不

要を含めて返信いただくようご案内いたしました（６月末までの返信）。 
 

麻雀の会  第８回（夏場所）・・・・幹事：久住、亀山 

７月１３日（土） １３時～１８時、「雀荘Ｐジャン」 

場所は前回と同じです 

費用：会費３０００円（賞品代、ゲーム代ほか） 

 

↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 同日開催です（一方の参加もＯＫ） 
 

カラオケの会  第１４回・・・・幹事：久住、亀山 

７月１３日（土） １８時半～２１時、カラオケ「でんえん」 

場所は前回と同じです 

費用：会費３５００円（軽食、飲み物付き） 
 

市内歴史散歩会・・・・幹事：曽根原、佐田、樋口 

＜どなたでも９時半までに集合地に来られた方が参加者です＞ 

第５回：西東京市東南部を歩く（２度雨天中止になったコース） 

日時 ９月２９日（日）集合 西武柳沢駅９時半 

立寄り予定 東伏見稲荷、下野谷遺跡他 

 
 
写真・作品展 

日時：１１月２６日（火）夕搬入～１２月１日（日）夕撤収 

場所：柳沢公民館ロビー 
 
いまから作品のご準備をどうぞ。 

また、推進役を買って出る会員の方を望んでいます。 

 

 上記の他、年２回行事では、秋にもゴルフ、グルメ、カラオケ会、２回に限ら

ない行事では、ハイキング、麻雀会が開催されます。 

 ８月にはブルーベリー摘みの会も予定されております。 

 連合三田会大会は１０月２０日（日）です。 

 

 情報希望調査に応じて関係者にはご案内をいたしますので、多くの会員の方の

参加により活動の活性化を希望いたします。 



 

  

たけのこ堀りを楽しむ会に参加して 

 

爽やかな風が吹き抜ける５月６日、大先輩で今年９５歳になられる高橋敬一様の屋敷林

で「たけのこ堀りを楽しむ会」が西東京三田会レディース主催のもとに開催され、喜び勇

んで参加いたしました。 

保谷駅から歩くとすぐに森が見えて一目で屋敷林と分かりましたが、入り口にたどり着く

までにぐるりとひと回り、お屋敷の広大さをまず実感した次第です。 

すでに、庭では会員１７名を含む３０人余りの方々の談笑の輪があちらこちらに広がっ

ていました。すぐに昼食の円陣が組まれ、ふるまわれた大量の採れたての生とゆで筍は、

やわらかく香り豊かで即完食。その上、柿の葉、よもぎ、お茶の葉、山椒などの珍しい食

材の天ぷらも昼食に華を添えてくれました。 

早朝からこれら準備の為に大奮闘してく

ださいました佐田さん、熊坂さん、ご近所

の高松さん本当に有難うございました。収

穫された食材をその場で調理され、いただ

けるなんてこれ以上の喜びはありません。 

食後、竹林に入り芽が出たての若筍を見つ

けるや否や童心に返って掘り出す人、それ

を見守る人、探し回る人、楽しげな声が竹

林にいつまでも響きわたっていました。 

敷地内の野草園ではご近所の高橋俊郎さ

んの詳しい解説のもと珍しい可憐な野草の

数々に出会い貴重な時を過ごすことが出来ました。高橋さん御手製の温もりある竹とんぼ

やけん玉のプレゼントに子供さん達は大喜びでした。 

白樫、けやき、山桜、竹林等々小鳥がさえずる木々の大きな懐に抱かれた心地良さは格

別で皆去りがたい様子でお屋敷を後にしました。最高の五月晴れに恵まれ高橋邸での会員

親睦はさらに深まったことと思います。レディース会の皆様のパワーは繊細で力強くさら

に活動の輪が広がることを確信した次第です。 

お手伝い下さいました皆様、大変お世話になりました。 

齊藤恵美子(Ｈ０７ 文) 

 
編集後記 

 年２回の発行になってから２回目の夏号をお届けします。主に年初からの活動実績と後半の行事予定を掲

載しました。紙面上の制約から原稿の一部を短くさせていただいております。気仙沼見学と人形づくりプロ

ジェクトは将来地域社会活動になるテーマですが、今回は社中交流の項で扱わせていただきました。ご多忙

の中、原稿執筆いただきました方々に厚く御礼申し上げます。 

 編集委員：直井徹也、中田勲、渡辺康生、曽根原良仁、宇賀神一雄、佐田一江、久住眞太郎、高橋信一、樋口明朗 

左より、齋藤、北村、吉川夫人、佐田、熊坂、長谷川 
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