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第１４回総会・講演会報告 

梅雨明けも近く、本格的な夏を迎えますが、今年も東久留米三田会の１４回総会が平成２８

年４月２３日（土）成美教育文化会館で開催され、第一部総会、第二部講演会、第三部懇親会

の三部構成で行われました。 

 第一部総会は、本年も田島幹事長の力強い開会宣言

と応援指導部の指揮による塾歌斉唱で始まりました。

最初に大野会長の挨拶の後、金田副会長が議長となっ

て、議事が進行し、平成２７年度活動報告や決算報告、

平成２８年度活動計画や予算案、役員改選の議案につ

いて全て滞りなく承認されました。なお、東久留米三

田会の活動の目的のひとつに「慶應義塾の発展へ寄与

すること」とありますが、２６・２７年度の３事業（理工学部創立７５周年記念事業、ＳＦＣ

未来創造塾事業、大学病院新病院棟建設事業）へ合計で５３万６千５百円の募金を行ったとの

報告がありました。 

今回の役員改選では、特別顧問の故久保秀文君（昭

和３２年卒）、顧問の田中洋之助君（昭和２２年卒）

が退任されました。幹事の遠藤良治君（昭和４６年卒）

が副幹事長に、新たな幹事に坪山昭夫君（昭和３９年

卒）、並木一朗君（学士在）が就任されました。 

最後にご来賓としてお招きした慶應義塾塾員セン

ター主任の中島義和氏より、ご挨拶と共に卒業式や入

学式の様子など慶應義塾の現状についてご報告して

頂きました。 

 

 第二部講演会は、慶應義塾大学名誉教授・ＫＰ会副

会長の福島紀子先生をお招きし、「医薬品の正しい知

識と使い方」いう演題でご講演して頂きました。身近

で関心のあるテーマでもありますので会場もほぼ満

席となりました。  

 

大野 会長 

新幹事の紹介（右より遠藤・坪山・並木） 
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 ＜以下、講演内容の要約とポイント＞ 

（１） なぜ、本日のテーマを選んだか… 医薬品・医

療機器等法が、Ｈ２６．６．１２に施行され、

その中に，国民の役割第１条の６に 国民は、

医薬品等を適正に使用するとともに、これらの

有効性及び安全性に関する知識と理解を深める

ように努めなければならない。 とあるが、そ

のことを知ってほしく、今回は極力わかりやすく基礎的な内容にした。 

（２） 薬を正しく使うための基礎知識 

・薬の歴史…薬は太古の昔からあるが、２００年前頃より急速に発達 

・薬の分類…医療用医薬品（新医薬品・ジェネリック医薬品）、一般用医薬品 

・薬のなぜ沢山の剤形があるか・・・最も効率の良い投与経路を選択するため 

・薬の働きは…主に２種類（部位に直接作用するもの、間接的に作用するもの） 

・水で飲まないといけないのか…必ずコップ一杯以上の水・白湯とー緒に飲む 

・お薬の管理の工夫…高齢者で管理が困難な場合は、家族や周囲の人が協力する 

・お薬の管理…処方薬は症状から判断。残っても後で利用しないこと。他人にあげてはい

けない。誤った使い方をした場合には、副作用救済制度の対象にならない 

・お薬手帳は一冊にすること…薬の相互作用や重複投与がないかの確認に必要 

・薬は情報のかたまり…使い方を誤ればいい薬も悪い薬になる。わからなければ、医師、

薬剤師に聞くことが大切。かかりつけ薬局・薬剤師をもちましょう。 

講演会に参加された皆様より、講演資料のレジメも事前に配布され、先生の説明もとても丁

寧でわかりやすく、注意しなければならない点もよく理解できたと好評でした。 

  

 第三部懇親会は、ご来賓として慶應義塾塾員センター中島主任、慶應義塾体育会の大下主事、

東久留米稲門会、西東京三田会、国分寺三田会、所沢三田会、薬学部ＫＰ会、更にご講演をし

て頂いた福島先生にもご出席して頂きました。大野会長のご挨拶、佐武副会長の乾杯の発声に

より始まり、歓談を交え、ご来賓のご挨拶、新幹事の自己紹介等を行いました。また、今回の

熊本地震の募金を行うことになり、遠藤副幹事長の初

仕事として会場で募金箱を持ってまわってもらい、６

万円の募金が集まりました。更に、各自の防災に関す

る意識や日頃の取り組み方が改めて問われることに

なり、防災まちづくり学校の名誉代表 金澤さん（昭

和３５年卒）に、学校の立ち上げ経緯や受講生募集に

ついてお話して頂きました。（末尾参照）  

福島紀子先生 
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当会恒例の応援指導部の指導により慶應義塾応援歌等を歌う時間になりましたが、今年も可

憐なチアガールのお嬢さん２名の登場で会場も華やかとなり、慶早戦等での雰囲気を感じつつ

全員で肩を組み元気に歌い、明るく和やかな楽しいひと時を過ごしました。 

最後は全員で「若き血」を合唱し、佐藤特別顧問の締めでお開きとなり、今回も会員相互の

交流親睦を深めると共に、今年度スタートに相応しい充実した総会になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「受講生募集の案内」 平成２８年度市民大学中期コース 防災まちづくり学校 

※ 募集内容は８月１日号「広報：ひがしくるめ」に掲載。 

※ 期間 ：８／３１開始、９／１４、９／２８、１０／５、１０／１２、１１／９、 

 １１／１６終了 

 

                   絹野 雄四郎 （昭和４３年 工学部卒） 
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新役員紹介 

坪山 昭夫 君（昭和３９年 法学部卒） 

１．ゴルフ会の幹事を請負っています。上手で指名された訳ではありません。 

ゴルフ練習場に定期的に行き始めたのは、サラリーマン生活を終えてからです。 

２．カメラと植物に興味をもっています。 

   （１）カメラはコダックの写真クラブが整理されるまでは、リバーサルフイルムに熱心

に取組んでいました。現在はやはりデジタルにしています。 

最近学生の間でネガカラーフイルム、レンジファインダーカメラを使い、ＰＣに

よるデータ処理で写真撮影を楽しんでいるＴＶ報道をみました。 

私も一眼やレンジカメラをもう一度使ってみたく思っていましたので、チャレン

ジしたいものです。 

   （２）植物関係は現在手元においてよく見ている参考書を書き上げます。 

      日本帰化植物図鑑（全国農村教育協会刊） 

      写真で見る植物用語（同上刊） 

      日本一の巨木図鑑（文一総合出版刊） 

      植物の世界（朝日新聞社刊） 

      現代日本生物誌（岩波書店刊）（ファーブル流の観察に重点を置いた動植物の 

                     課題を扱っています） 

３．読書の時間が退職後増えました。 

    直近で楽しく読んだ本はつぎの通りです。 

（１）銃・病原菌・鉄（ジャレド・ダイアモンド、草思社文庫） 

１万３千年前のスタートラインにおける植物栽培を巡る偶然は印象深い。 

（２）文明崩壊（同上） 

江戸幕府統治下での火縄銃製造規制や木曽五木など植林奨励と相続制度確立

は大変な政策と理解できました。 

（３）八月の砲声（バーバラ・タックマン、ちくま学芸文庫） 

第一次世界大戦勃発１００周年に惹かれ読みました 

 

遠藤 良治 君（昭和４６年 商学部卒） 

今期より副幹事長を拝命しました遠藤良治です。 

思えば会社リタイヤ直前一昨年の新年会に初参加してから足掛け三年になりました。入会当

時のことですが、常日ごろ地元東久留米にお役に立つことはないかと考えていましたところ、

いつも送られてくる会報誌が目にとまり、おそるおそると当会に入った次第です。 

新年会に参加の皆さん 
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今はもう会長、幹事長をはじめ多数の先輩諸氏とも懇意にさせていただきながら、諸行事に

参加することはいつの間にかわが生活のルーティーンになっています。プライベートではまだ

数社の仕事に参画していまして若い方々との付き合いもあります。そんな中で私にとっては当

会の活動は慶應時代を思い起こせる場であり、まさに若さへの回帰とリフレッシュができる機

会と思っています。また地域への貢献ということでは年間を通じた定例プログラムの企画は素

晴らしいもので、多くの地元の人たちの共感を得ていることに誇りを感じています。これもま

たこれまでの役員の方々が培われたノウハウと努力の賜物であると感謝しております。 

今般を機にさらに東久留米三田会が盛況となりますよう微力ではありますが皆様とともに頑

張っていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

 

並木 一朗 君（学士在学中） 

この度、みなさまのあたたかいご支援を賜りまして、幹事を拝命致しました､並木と申します。 

私は現在、学習塾の経営をさせて頂いておりますが、そもそも私の原動力は、通って下さっ

ている、子ども達はもちろん、そのお父様、お母様の喜んで下さる笑顔にあります。 

東久留米に住んで１年と少しとなりますが、微力ながら私がお手伝いさせて頂くことで、地

域のみなさまも笑顔になって下さいましたら、これほどうれしいことはありません。 

これからもみなさまへの感謝を胸に刻み、ひとりでも多くのみなさまの笑顔の為、努めて参

ります。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

新会員紹介 

渡部 寛 君（わたなべ ひろし） 昭和５４年 経済学部卒 

この度は東久留米三田会の仲間に加えて頂きありがたく感謝しております。 

子供が自由学園に通った関係で１５年ほど前に東久留米に引っ越しました。 

落合川の澄んだ水面を初めて見た時の感激は今もよく覚えています。落合川近くの建売住宅

を購入できたことは幸運であったと思っています。大学では国際経済商学学生協会（ＡＩＥＳ

ＥＣ）で活動しました。四年生の時は三田祭実行委員会で広報宣伝を担当しました。 

大学卒業後、銀行で約３０年働いた後、メーカーに転職、現在はメーカーの管理部門で働い

ています。仕事の関係でドイツに通算１４年住みました。 

東久留米三田会が会員の親睦のみならず地域の活性化のために力を発揮されていることは大

変素晴らしいことだと思っています。これから、皆様と一緒に活動できますことを楽しみして

います。 

 新年会に参加の皆さん 
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城山 佳胤 君（しろやま よしつぐ） 昭和５７年 法学部卒 

お世話になっております。一昨年三田会ゴルフ部に入れていただきました城山です。どうぞ

よろしくお願いします。現在は清瀬市の大林組研究所のそばに家族と暮らし、池袋で公務員を

しております。その前は平成１１年まで１２年間東久留米市野火止の黒目川沿いにおりました。

大学時代は民事訴訟や刑事政策を勉強しておりましたが、その甲斐あって？最近まで大学で行

政学を教えてきました（兼業です）。奈良県生まれ。両親はすでに亡く、実家の管理が悩みの種

です。４０歳まではテニス（東久留米時代は駅近かのセサミで）を楽しみ、清瀬に転居後はゴ

ルフ一筋です。飛距離が年々落ちているのが不満ですが、シニアを目前にして、コワザを磨く

べく庭に仮設グリーンを作りました。三田会の諸先輩方の颯爽たるゴルフを見るのがいつも楽

しみです。 

 

澤田 芳明 君（さわだ よしあき） 昭和６０年 経済学部卒 

八王子市出身で都立国分寺高校を経て経済学部に入学し、現在は日本生命に勤務しておりま

す。東久留米には平成６年３月より二十数年住んでいますが、仕事柄転勤が多くその半分以上

の年数を全国各地で過ごして参りました。 

その間各地で三田会に温かく迎えていただき、右も左もわからない地で仕事、プライベート

両面で大変お世話になりました。どこに行っても結束力が強く、積極的に活動している三田会

の素晴らしさを実感しました。 

そんなこともあり、このたび転勤で東久留米に戻るにあたり地元の三田会に是非入会したい

と思い、門を叩かせていただきました。 

皆さまとの懇親を深めさせていただくとともに、東久留米三田会に少しでも貢献できるよう

微力ながら頑張る所存ですので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

高木 雅宏 君（たかぎ まさひろ） 平成１年 商学部卒 

このたび、東久留米三田会入会させて頂きました高木 雅宏です。経歴は、下記の通りです。 

１．昭和４２年１月１１生まれ 

２．出身地 愛知県名古屋市 

３．経歴 

・昭和５７年３月 愛知県立旭丘高校卒 

・同年   ４月 慶応義塾大学 商学部入学 

・平成元年 ３月 卒業 

・同年   ４月 日本ガイシ(株)入社 

・平成２０年４月 日本ガイシ(株)・富士電機(株)の水事業会社設立に伴いメタウォーター

(株)に異動 
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・現在に至る 

４．趣味 ゴルフ 

※休日時間のある時は東久留米学童野球のお手伝いをしております。 

５．コメント 

名古屋に本社の会社に入社するも大阪勤務を経て、平成９年から東京勤務・東久留米在

住です。子供たちも東久留米で育ち、すっかり「地元民」となっています。東久留米三田

会の為に、少しでもお役に立てばと思っています。宜しくお願い申し上げます。 

 

 

投 稿 

心に残る一冊（８）  
「源氏物語」紫式部著（その３） 

源氏物語はここから後半の部分に入る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紫の上と最後の一日を過ごしてから、三月二十日過ぎわずか七、八人の供を連れて都から須

磨に出立する。惟光、良清など気心の知れた家来たちと寂しい生活をはじめる。都を偲び、藤

壺、紫の上、朧月夜、花散里や六条御息所などと文のやり取りをして寂しさをまぎらす。明石

入道は光源氏が須磨にいるとの噂を聞いて娘と高貴な男君（光源氏）との縁組を期待する。須
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磨のわび住まいもいつのまにか一年を過ごし、光源氏は二十七歳になっていた。三月のはじめ、

突然須磨に暴風雨が来て、光源氏の住まいは大被害を蒙り、その上雷まで落ち命さえ危険にさ

らされる。光源氏が神仏に一心に祈願するとようやく風雨は収まる。疲れ果てた光源氏がつい

うとうとしていると、夢に父・桐壷帝の亡霊が現れ、住吉の神の導きのままに須磨を立ち去れ

と告げる。翌朝、明石入道が小舟で光源氏を迎えに来る。光源氏が舟にのると順風が吹いて、

瞬く間に明石につく。明石入道は前播磨守で娘を高貴な人と結婚させようとしていた。入道の

邸宅は数奇をこらしたりっぱな家構えで、光源氏もようやく落ち着く。八月十二、十三の月の

夜、光源氏は明石の君と結ばれる。光源氏は姫の上品さに魅せられるが、翌年の六月頃、明石

の君に懐妊の兆しが見える。須磨で嵐があったころ、都では朱雀帝が桐壷帝から叱責される夢

を見て眼病を患い、弘徽殿大后も重病にかかり、天の諭しとみて光源氏を都に召喚する。七月

二十日過ぎ、光源氏は赦免され、明石の君との別れを惜しんで帰京する。光源氏は参議右大将

に復官、さらに権大納言に昇進する。 

紫式部は、明石の君は雰囲気が六条御息所にそっくりだと表現し、六条御息所は大臣の娘で

前東宮の妃で美人であり当代一の文化人でもあると書いている。明石の君には受領階級に似合

わない気品と知性があり、恋の駆け引きは、光源氏に関心のないふりをした空蝉にも通じるも

のがあるとしている。この六条御息所と明石の君の二人が、紫式部の書く美人だと考えられる。 

 

故桐壷帝の追善供養を果たした朱雀帝は、気分も晴れて眼病も治ったが、余病の不安から退

位する。翌年二月、十一歳で元服した東宮が冷泉帝として即位する。源氏と藤壺の罪の子で、

ふたりだけの秘密であった。ふたりは命に替えてもこの秘密を厳守しなくてはならず、暗黙の

了解と強い絆で結ばれていた。藤壺は准太政天皇となり、今は遠慮なく自由に参内できるよう

になっていた。光源氏は内大臣、前左大臣は摂政太政大臣、頭中将は権中納言になる。三月、

明石では姫君が誕生する。光源氏は星占いで三人の子が帝・后・太政大臣になるとあったこと

から、この姫君を将来の后候補として手元に引き取ろうと考えて二条院に東院を造営する。京

から乳母の派遣を受けて明石の君は安堵する。光源氏はこうしたことを紫の上に隠すことも出

来ず経緯を打ち明ける。偶然、住吉詣で来合わせていた 

明石の君は、源氏の一行の豪勢さに圧倒されそのまま引き返す。その頃、斎宮の交代で伊勢

から帰京していた六条御息所は、重い病を患い、娘の斎宮のことを光源氏に託して世を去る。

六条御息所の姫君の入内を藤壺の女院は急がせる。この入内は姫に好意を持っていた朱雀院に

ショックを与え、深い失意と喪失感を味あわせる。源氏は姫を入内させ、本当は自分の息子で

ある冷泉帝と結婚させ子供を産ませて外戚の立場を得たいと政略結婚を企てたのである。 

光源氏が須磨に流されていたころ、世話をする人のなくなった末摘花は貧苦のどん底に落ち

いっていた。傍らに仕える侍女も少なくなり、もともと荒れ果てていた屋敷は狐が棲みつき、

梟が鳴き、木霊が現れるようになっていた。屋敷や調度品を売り払うように勧める者もいたが、
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父母の遺品を守ろうとする末摘花は頑として許さなかった。末摘花は荒廃した寝殿で古物語な

どを読みながら日々を過ごしていた。 

四月、光源氏は花散里を訪ねた途中に、見覚えのある屋敷を目にして末摘花を思い出した。 

屋敷に入った光源氏は末摘花と再会する。末摘花が困窮に耐えて、ひたすら自分を待っていた

いじらしさに感動して末摘花の世話を心に決める。 

空蝉は、桐壷院崩御の翌年に、常陸介となった夫とともに東国に下り、光源氏が須磨に居た

頃、その噂を耳にしながら文のやり取りもなかった。光源氏が帰京した翌年の秋、夫の任が果

てたため空蝉も帰京することになった。光源氏は空蝉の弟（右衛門佐）を呼び寄せ、空蝉に伝

言を託す。光源氏は右衛門を介して文を交わすが、空蝉は出家してしまう。 

 

冬がきて、明石の君の住む住まいは、源氏から二条の館に住むように勧められたが、やはり

移ろうとはしなかった。源氏はしかたなく姫君だけを引き取ることにし、師走のある日とうと

う姫君は二条院に引き取られて行った。涙で見送った明石の君は、まもなく姫君は紫の上にな

つき、たいそうかわいがられていると聞いて安心する。翌年の春、葵の上の父の太政大臣が亡

くなり、やがて藤壺も重い病にかかりはかなく亡くなる。源氏の君の若い日の夢のすべてであっ

た藤壺の死は、日夜源氏を悲しませる。 

冷泉帝は、ある夜、祈祷僧の口から源氏の君が実の父と聞いて非常に驚き、源氏に譲位なさ

ろうとされたが、源氏は辞退し太政大臣の任さえ受けない。権中納言（頭中将）は大納言兼右

大将に昇進したが、源氏はやがてこの人にすべて譲って隠退したいと考える。 

新しい年を迎え、葵の上の忘れ形見の夕霧は、十二歳で元服した。源氏は厳格な教育を受けさ

せるために、わざと六位にとめておき、学者を選んで教育にあたらせた。八月には六上院が造

営され、源氏と紫の上は春のけしき、花散里は夏の景色、中宮は秋のけしきをそれぞれ配した

殿に住み、明石の君は遅れて十月に冬のけしきの殿に移り住んだ。 

頭の中将と夕顔との間に生まれた玉蔓は、三歳の時、乳母に伴われて筑紫に下った。それか

ら十七年の歳月が流れ、成長とともに玉蔓の美しさは評判になる。玉蔓は長谷詣の道中で、偶

然にもなき夕顔の侍女で、今は紫の上に仕えている右近とめぐりあった。やがて、玉蔓は六上

院に引き取られた。玉蔓の美しさに源氏は夕顔のおもかげを思い出し「恋ひわたる身はそれな

れど玉蔓いかなる筋を尋ね来つらむ」と歌を詠む。光源氏は玉蔓の美しい容姿や人柄にしだい

にこころ惹かれるようになる。右近は玉蔓の結婚相手に源氏がよいと考えていたが、玉蔓は実

父の内大臣（頭中将）に会いたいとひそかに願う。ある日の雨上がりの夕方、亡き夕顔に生き

写しの容姿に魅せられて、光源氏は慕情を告白する。思いもかけず源氏に道ならぬ恋心を打ち

明けられて以来、玉蔓は思い悩む。こうした中で、玉蔓は鬚黒の右大将と結婚する。このいき

さつは、あまり書かれていないので、読者としては唐突の感じは否めない。 
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この辺りから、源氏の子供の夕霧、頭の中将の子供の柏木が登場し、新たな展開がはじまる。

四月一日、内大臣（頭中将）で藤の宴が催され、夕霧に柏木を介して招きがあった。内大臣は、

酔いを装って娘の雲井の雁を夕霧にゆるしてもよいとほのめかす。その夜、夕霧は雲井の雁の

部屋に泊り長い恋が成就する。二十日過ぎには明石の君の入内が決定し実母の明石の君と一緒

に暮らすことになる。秋、光源氏は准太政大臣、内大臣は太政大臣、夕霧は中納言に昇進した。

この帖で第一部は終わりになる。 

 

ここから、若菜の帖がはじまり、多くの学者、研究家、作家たちから五十四帖の中で最も面

白いと評価され、絶賛されているところである。折口信夫も「源氏物語は若紫から読めばいい」

とまで言っている。また、瀬戸内寂聴は「若菜上・下合わせても、一冊の分量だけでも紫式部

がこの帖に力をそそいだ情熱が感じられる。筆つきにも作者自身の筆の弾み、心の弾みが感じ

られる」と書いている。 

 

冬、源氏の兄の朱雀院は出家の準備を始めるが、母を亡くした女三の宮のことが気がかりだっ

た。朱雀院は、女三の宮にしっかりした婿がほしいと思う。その候補として夕霧を考えていた。

また、柏木は女三の宮の婿になることを望んでいた。しかし、その候補として女三の宮の乳母

たちは、光源氏を推薦する。朱雀院は、婿選びに苦慮を重ねたが、光源氏に女三の宮を託そう

と決める。光源氏は、藤壺の中宮の姪であることもあって、女三の宮を六条の院に迎えいれる

ことにした。朱雀院は安心して出家した。 

二月十日過ぎに、女三の宮が六条の院に入った。しかし、光源氏は、姫の幼さに失望する。 

新婚三日の夜、紫の上はこれからの光源氏との生活に不安を感じながらも、女三の宮のもとに

光源氏を送りだした。その夜、光源氏は、紫の上を夢にみて暁に急いで戻り、終日、紫の上を

慰める。 

三月の末、六条の院で蹴鞠が催された際、柏木は女三の宮を垣間見る。その後、柏木は女三

の宮に手紙を送り、思いを訴えてゆく。柏木は、三の宮の妹の女二の宮と結婚することになっ

たが、女三の宮をあきらめることができなかった。四月二十日過ぎ、光源氏の留守中に、女三

の宮のもとに忍び入り、強引に契りを結んだ。二人は、光源氏を恐れ罪の意識にさいなまれる。

しばらくして、光源氏は女三の宮の懐妊を知り、いぶかしく思う。その翌朝、柏木からの手紙

を発見した光源氏は、事情を知り、かっての藤壺の中宮とのことを思い出して煩悶する。十二

月、明石の女御が三の宮（匂宮）を出産した。 

朱雀院の五十歳の賀の日、呼び出された柏木は、光源氏と会い皮肉を言われる。柏木は逃げる

ように自邸に戻り、そのまま病にふした。女三の宮と柏木の密通で、源氏は自尊心を傷つけら

れ、どうしようもない憤りを感じる。昔の自分と藤壺の不義を、父桐壷帝は､実はすべて知って

いて知らないふりをしてくれていたのではないかと思い当たり､斬鬼の念に堪えられなくなる。 
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柏木の病が回復しないまま年が明ける。女三の宮は男子（薫）を生んだ。女三の宮は、娘を

心配した父朱雀院の手によって、望みどおり出家する。女三の宮の出家を知った柏木は、夕霧

に妻女二の宮を夕霧に頼んで亡くなる。夕霧は柏木の遺言を守り、女二の宮を見舞うようにな

り、母御息所とも親しくなり次第に同情から恋心に変わってゆく。 

八月、夕霧は御息所の病気見舞いを理由に山荘を訪ねて二の宮に恋情を訴えるが、宮は心を

開かない。しかし、侍女の手引きで二人は結ばれる。しかし、雲居の雁との家庭生活は崩壊し

てゆく。 

光源氏の妻の紫の上は、六条の御息所の死霊事件以来、病状は思わしくない。秋になり、光

源氏と明石の中宮に看取られて亡くなる。年の暮れ、光源氏は紫の上との思い出の手紙を焼き、

彼女への思いを断ち切ろうとする。 

そして、雲隠れの章で源氏が死ぬ。源氏は、嵯峨に隠棲して、二，三年後に死んだことになっ

ている。源氏物語の五十四帖にこの雲隠は含まれない。 

 

副会長 浅羽 芳久（昭和４２年 経済学部卒） 

 

中村天風と日本の進むべき道 

 稲盛和夫（元京セラ会長）は、現代の名経営者であるが、中村天風を良く学んでいる。中村

天風は、九州の柳川藩主の立花家に繋がる出身である。九州福岡の修猷館に入学したが、熊本

の済々黌との柔道の交流試合の後の問題で退学となり、頭山満（トウヤマミツル）に預けられ

た。頭山満は、政治結社の玄洋社を主宰する国家主義者の巨頭である。明治３５年、２６歳の

天風は陸軍参謀本部の諜報部員に採用された。 

 

明治３７年、天風が２８歳の時に日露戦争が始まり、諜報部員として目覚ましい活躍をした。

コサック騎兵に捕えられ銃殺一歩手前まで進んだが、部下が手榴弾を投げて間一髪で助かった

こともあった。天風は満身創痍ながら任務を遂行した。軍事密偵として採用され、中国各地で

活動した１１３人の諜報部員のうち、帰還したのは僅か９人だった。 

満州から帰国後、天風は、過酷な諜報活動の疲労から、「奔馬性肺結核」を発病し死に直面す

る。医者に診てもらったが手遅れだと宣告された。訪米しコロンビア大学で医学を学んだが治

すことが出来なかった。次にイギリス、フランス、ドイツを訪ね治療法を探したが見つからな

かった。天風は絶望的な気持ちで帰国を決意し、帰る途中カイロのホテルの食堂で、運命の出

会いを迎えた。ヨガの聖者カリアッパ師である。カリアッパ師に「未だ死ぬ運命ではない」と

言われた。 
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 ヒマラヤの世界第３の高峰であるカンチェンジュンガの麓のゴーグ村で、ヨガの修行を始め

る。ヨガの秘法である「クンバハカ」（注）を学び、悟るまで１年７か月を要した。神経反射を

瞬間的に調節することが可能となる。修行が進み、天風は滝の下で瞑想するように言われた。「地

の声は聞こえるか」と問われ、それは、鳥や虫の鳴き声の音などをいうが、一両日で聞こえる

ようになった。次に「天の声は聞こえるか」と問われ、数か月が過ぎた。ある日、天風は瞑想

の途中、滝の近くの草原に身を横たえた。そして空を仰ぎ、雲を無心に眺めていた。心が雲に

溶け込んでいるのを感じたことを聖者に話すと、師に「それが天の声だ」と言われた。「天の声

とは、“声無き声だ”。その声を聞いている時、全ての意識は消え、空になる。そしてその時、

人間の自然治癒能力は旺盛になる」聖者の導きにより、天風の心境は純粋化され高次の悟りへ

と高められていった。 

 

 天風がヒマラヤに来てから３年近くの月日が流れた。身に肺患を抱えながら厳しい苦難と体

験の果てに、天風は悟りの境地に達した。その様子を見て、聖者は喜ぶと共に、次のように言

われた。「そなたは人類の代表として、この地で修行し悟りを開いた。この尊い悟りを自分だけ

のものにしてはならない。これからは自己の体験と叡智を持って人々を教え導くのだ」  

◇ 

後に、天風は聖者の言葉通り、日本で５０年の長きにわたり、自らが創始した「心身統一法」

を説き続けた。大正８年、４３歳の天風は「統一哲医学会」を創設した。天風の教えは、東郷

平八郎、原敬、後藤新平、山本五十六、松下幸之助、稲森和夫といった政財界の有力者をはじ

め、宇野千代、大仏次郎、北村西望、広岡達朗など、今日に至るまで多くの知識人、著名人の

支持を受け「天風哲学」として広く世間に認められるようになった。 

昭和１５年に統一哲医学会を「天風会」と改称し、昭和３７年には当時の厚生省により財団

法人の認可を受け「財団法人天風会」となった。以後、天風はほぼ半世紀にわたり、全国で開

催された講演や夏期修練会などを通じ、１００万人とも言われた会員に人生の生き方を教授す

る一方で、教義を書物に著し、昭和４３年に逝去するまで、その普及に努めた。（享年９２歳） 

◇ 

天風が説いた人生道は「心身統一法」と名付けられた。心身が統一された状態で営まれる生

活法は、人間の生命の“ありのままの姿”である。（この状態を「心身一如（シンシンイチニョ）」

と言う） つまり、精神を「精神生命の法則」に、そして肉体を「肉体生命の法則」にそれぞ

れ順応させるという生活法である。そしてその為には・・・・ 

① 心を常に「積極的」に保つ ②精神を統一する ③身体は自然の法則に適用させる  

④身体を訓練して「積極化」する・・・・といった事が必要になってくる。 

 「人間は、宇宙根本主体の大目的である進化と向上を、現実化するという使命を与えられ

ている」聖者と天風の問答の中で語られる言葉である。 
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◇ 

現在の日本は、マッカーサー三原則を基とする、日本弱体化政策の下に作られた「占領憲法」

の施行下にある。マッカーサーは、東京裁判を開廷し、日本を侵略国家と断罪したが、 

１９５１年の米国上院軍事外交合同委員会で、日本にとって自衛の戦争であったと証言した。 

これは、憲法を作った時の考え方を１８０度変えたものである。中国の核戦略攻撃という脅

威に対抗するには、日米安保条約体制、つまりアメリカの力だけに頼ってきた体制を根本的に

変えなければならない。そのうえでＮＡＴＯのような地域安全保障体制、あるいは地域同盟を

つくる必要がある。日本が先ずやるべきは、自主憲法を作成して主権を取り戻し、アメリカと

対等な同盟を結ぶことである。そのうえでアジアを主導する国として、民主主義と資本主義を

基本とするアジア地域安全保障体制を確立するために積極的な役割を果たしていかなければな

らない。 

 

（注）クンバハカとは・・・・ 

①肛門を締め、②肩の力を抜き、③下腹に力を込めることである。この体勢を「聖なる体

勢」といい、豹も毒蛇も襲うことはない。また、これを会得できないと次の修行の段階に

進めない。 

 

主な参考、引用文献・・・・ 

① 成功に実現：中村天風述、日本経営合理化協会出版局 ②運命を拓く：中村天風、講談社 

③天風先生座談：宇野千代、廣済堂出版 ④天風入門：南方哲也、講談社 ⑤アメリカの大変

化を知らない日本人：日高義樹、ＰＨＰ研究所 ⑥日本国家再建論：中西輝政、田母神俊雄、

日本文芸社 

小澤 茂 （昭和４３年 経済学部卒） 

 

天文の楽しみ 

望遠鏡を使って星を観測したのはガリレオが最初だろう。ガリレオ式望遠鏡を発明し、星を精

密に観測した。その成果を著した「天界の報告」（岩波文庫 560円+税）という１７世紀の本があ

る。内容は、木星の四大衛星の動きや月のクレーター、そして太陽黒点の観測スケッチと、天上

界（宇宙）に対する考察が述べられている。いわゆる地動説を裏づける内容である。 

 今や、天文学は光に続いて電波、ニュートリノ、重力波と観測手法を広げているが、光学望遠

鏡による観測は基本である。そして天文好きの仲間達の最近の話題がいくつかある。一つは、オ

リオン座の左肩にある赤色巨星ベテルギウスの超新星爆発が近づいている。私たちはそれを見る

ことができるかというものである。もう一つは、人間にとって最も身近な星である太陽の活動が
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静かになり、黒点周期も長くなってきたので小氷期が近づいているのではないか､というもので

ある。 

 本稿は友人の勧めもあったが、勝手に私の趣味で、自然科学の一分野をなす天文学と天文現象

の楽しみについて三回にわたって書こうと思いたったものである。 

 ３００～４００年前にガリレオやニュートンは自ら望遠鏡を作り天体を観測した。現代はプラ

ネタリウムや写真や書籍で星への理解を深めることができる。しかし、科学の基本は自ら対象や

現象を観察し、それらについて考察する事であろう。結果は教科書に書いてあったとしても実験

や追体験が研究心や興味を呼び起こし、技術を向上させる。天文の場合は自分で望遠鏡を作った

り、性能の良否を判断し、調整や改良も行なうようになる。必然的に光学機器の構造や原理の知

識も広がる。星の見える晴れた夜と場所を知る為に天気予報と天気図の深読みもする。趣味も高

ずると、関連知識が増え、改良や工夫や研究の楽しみが大きくなる。 

 さて、今年は、枕草子を書いた清少納言のように”春は曙・・・、夏は夜・・・”などと想い、

空を見上げると、南に火星と土星が見え、西の空には木星が光っている。個性豊かなスターの勢

揃いとなった。ちなみに、“星はすばる”というのは秋から冬に見える星の集まりであり、プレ

アデス星団と呼ばれ日本ではその形から羽子板星とも呼ばれている。車のスバルのマークもこの

星団であり、カペラ、アルファード、ミラという車も星の名前だ。私は子供の頃、手作りした望

遠鏡キットで見た“すばる”の美しさから星の世界に引き込まれ、その後に火星を良く見たいと

思い、円形厚板ガラスを放物面に磨き、その上に銀メッキをしてニュートン式反射望遠鏡を自作

した。木星の衛星と縞模様と土星の輪はかなり良く見えたが火星は難物であった。しかし、今は

アマチュア向けの望遠鏡がかつての１０分の一以下の価格となり精度の良いものが手に入るよ

うになった。そのスケッチをカットとして挿入した。性能の良い望遠鏡で火星を見ると赤茶けた

球形像にグレーの模様が見える。火星の朝晩の地域には白雲がたなびき、南・北極にはドライア

イスの雲が白く輝く。それが増えたり溶けて小さくなったり、或いは砂嵐で見えなくなる時もあ

る。地球の大気の影響で見にくい日もあるが、火星の自転を追って夜中に集中して観察している

と、欅の古木に巣くうアオバズクのホーッ、ホーッという声や白眉しんや狸の走り回る音、そし

て、我家の二匹の番犬の声も聞こえてくる。人間の世界とは全く違う時間帯のようなのも面白い。 

木星 土星 

北（天頂プリズム使用） 
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 木星は今頃、夕方の西の空に黄色い堂々とした光を放っている。ガリレオは木星とその周りを

回る四大衛星（今はガリレオ衛星という）を詳しく観察した結果、地動説を確信した。それに続

く精密な観測者達は衛星の動きと時間のズレから光は即座にどこへでも届くのではなく速度が

あることに気づいた。こうしてガリレオの発見した木星の四大衛星は自然科学の発展に大きく寄

与した。 

 今回は火星と木星土星を紹介しました。本物を望遠鏡で見たい方はご連絡下さい。空と私の都

合が良ければ拙宅にて観察できます。 

 次回は秋の星座とアンドロメダ星雲の見方について記します。 

 三回目は最新の太陽活動と小氷河期の関連性についてと、超新星（爆発）についての情報を紹

介します。東久留米からでも、太陽、月、惑星や一等星は十分見えます。顔を上げて空を見上げ

て空を見回すだけで自然科学を楽しむきっかけがあります。（二回目は次号掲載の予定） 

 

〇天体観望会のお知らせ 

 私が会員となって天文愛好家達が自主的に運営している神津牧場天文台では口径７６㎝の大

型望遠鏡を 1,000mの山上に設置し、時おり観望会を催しています。 

 

 日時：２０１６年１１月１９日（土）夕方６時～翌朝まで 

場所：神津牧場内の天文台、（群馬県下仁田町） 

   一般参加者無料、参加退出は会員へ届け出れば何時でも

自由。 

連絡先： 野崎陽一 

携帯：  090-3238-2374 

メール： bcttkym@gmail.com 

 

野崎 陽一（昭和４７年 経済学部卒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

火星 

(天頂ﾌﾟﾘｽﾞﾑ使用の為左右逆転) 

南 
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同好会の活動報告 

ウォーキングの会 

５月７日、石神井池、三宝寺池の周りを散策し

ました。風薫る五月、新緑を愛でながらのウォー

キングでした。この池には伝説があり、平安時代

以来の名家、豊島泰経が１５Ｃ、太田道灌との戦

いに敗れ石神井城落城の時、豊島家重代の家宝「金

の乗鞍」を白馬に置き、三宝寺池に身を沈めた、

次女の照姫も父の死を悲しみ身を投げたとされて

います。 

そして、今でも５月に照姫祭りが開かれ

ていますが、史実は泰経は戦わずして石神

井城からのがれ、翌年平塚城（北区上中里）

で再挙している。私達はこの伝説の二体の

石造物「殿塚」「姫塚」を見、前面の池を要

塞とした林の中の土塁跡の盛土のある石神

井城跡をみて、昔を偲びました。  

森を南に通り抜けると旧早稲田通りに出ます。そこには氷川神社（石神井城の中にあったと

される）、三宝寺、正覚院、豊島一族の菩提寺・道場寺などがあります。今回は省略しましたが、

一度気候のいい時にご家族で散歩されたら如何でしょう。いいコースです。 

次回は１１月５日(土）【昭和の名湧水１００選】で知られる国分寺の「お鷹の道」を散策す

る予定です。 

 

ウォーキングの会幹事 力久 俊治（昭和３２年 経済学部卒） 

フクロウの幼鳥 
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美術の会 

今年も美術展がたくさん開かれています。本会で

は７月３日（日）に出光美術館へ行きます。別添の

案内のように開館５０周年記念ですので、７月１８

日まで国宝「伴大納言絵巻や酒井抱一の風神雷神

図」も展示しているようです。これまで都合がつか

なかった方もまだ間に合います。 

 

 さて、今後の予定を記します。 

 

○平成２８年７月３１日 正午よりブルーベリー

パーティ。 

    ブルーベリー摘みのあとバーベキューを

囲んで懇親会を行ないます。三田会の方、

ご家族、ご友人も歓迎です。 

 

    参加費 1,500円（ブルーベリー１ｋｇと

バーベキュー費用） 

    人数が把握できると設営が助かりますので、参加できる方はなるべくご連絡下さい。

もちろん当日参加もＯＫです。 

 

○平成２８年１１月２７日（日） 鑑賞先未定 

 

美術の会幹事 野崎 陽一（昭和４７年 経済学部卒） 

 

 

ゴルフの会 

１．開催報告です。 

（１）平成２８年４月８日（金） 熊谷Ｇ．Ｃ． さくら満開のゴルフ日和 

第５８回東久留米三田会ゴルフ会（参加者１０名、敬称略） 

優勝 樋川 紘一 グロス１０８（５３，５５） ＨＣ３６．００ ネット７２．００ 

２位 田島 正延     ９６（４７，４９）   ２２．８０    ７３．２０ 
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３位 佐武 昇     １０６（５２，５４）   ３２．４０    ７３．６０ 

ＮＰ賞  佐武、樋川、種田の皆さん並びに坪山 

ベスグロは９６で田島氏。 

（２）平成２８年６月６日（月） 熊谷Ｇ．Ｃ． 曇り微風 

第２５回東久留米三田会・稲門会合同ゴルフ会（参加者 三田会８名 

稲門会１４名計２２名、敬称略） 

優勝 Ｗ上原 徹也 グロス ８３（４１，４２）ＨＣ１３．２０ ネット６９．８０ 

２位 Ｗ 大工原 光男   ８９（４２，４７）  １６．８０    ７２．２０ 

３位 Ｗ東海 俊孝    １００（５３，４７）  ２５．２０    ７４．８０ 

４位 Ｋ山本 好美     １０５（５０，５５）  ３０．００    ７５．００ 

５位 Ｗ清水 正弘     ９６（５０，４６）  ２０．４０    ７５．６０ 

クラブ選手権開催を控えて、グリーンの状況（ピンの位置、堅さなど）は、いつもより

厳しく苦戦しました。 

 

恒例のＫ，Ｗそれぞれネット上位６名の合計ストローク勝敗は次の通りで、残念な結果

となりました。通算勝敗は 三田会１３勝１２敗。 

 

Ｋ（山本、川鍋、城山、田島、山田、佐武）  グロス６３７  ＨＣ１６５．６０ 

                 ネット４７１．４０  ネット平均７８．５７ 

Ｗ（上原、大工原、東海、清水、金子、小野） グロス５７２  ＨＣ１２７．２０ 

                 ネット４４４．８０  ネット平均７４．１３ 
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２．開催予定です。 

（１）第５９回東久留米三田会ゴルフ会は９月第２～３週を予定しておいてください。近日中

に案内いたします。 

（２）第２６回東久留米三田会・稲門会合同ゴルフ会は恒例として１１月上旬に開催が見込ま

れています。今回は稲門会が当番幹事につき、連絡あり次第会員の皆様に連絡いたしま

す。 

              ゴルフの会幹事 坪山 昭夫（昭和３９年 法学部卒） 

 

パソコン同好会 

昨年５月２９日に第一回が始まったこの

会も、その後、毎月末に欠かさず行われて

きましたが、今年の６月２４日（金）で１

４回実施になりました。出席者も１０名前

後と安定してきました。「お知らせ文書の作

成（４月）」「アルバムの作成（５月）」「案

内状のチラシ（６月）」などが、最近の実施

内容ですが、出来上がりはなかなかのもの

です。 

岡田講師（滝山在住）から毎回教材の提

供があり、パソコンの最近の話題（Ｗindows10など）も話してくれます。出席者のレベルに差

はありますが、和気あいあいで行われています。今後予定は７月２９日、８月２６日が予定さ

れています。 

皆様、ぜひ一度参加してみて下さい。 

 

副会長 浅羽 芳久（昭和４２年 経済学部卒） 

 

 

落語会 

今年度の東久留米三田会主催の落語会は、平成２９年２月４日（土）を予定しています。新

年会と同日ですのでご期待ください。 新年会まで待てない方は、下記の菅原貴与志会員主演

の落語会があります。応援して下さい。 
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◇平成２８年９月３日（土）チャリティー霞が関寄席「金原亭駒与志独演会」 

・霞が関ナレッジスクエアスタジオ（東京メトロ虎ノ門駅１１番出口徒歩１分） 

・午後１４時４０分開場、午後１５時開演、１７時終演予定 

・木戸銭 1､500円（「人と人の絆と地域の再生」事業チャリティーイベント） 

・出演 金原亭駒与志 ほか 

・主催・お問合せ 霞が関ナレッジスクエア 電話：03-3288-1921 

 

◇平成２８年１２月７日（水）十二月霞が関寄席「金原亭馬玉・駒与志二人会」 

・霞が関ナレッジスクエア（東京メトロ虎ノ門駅５番出口徒歩１分）「スタジオ」 

・午後６時４５分開場、午後７時開演 

・木戸銭 2､000円 

・出演 金原亭馬玉、金原亭駒与志  

・主催・お問合せ 霞が関ナレッジスクエア 電話：03-3288-1921 

 

◇詳細は 金原亭駒与志の世界 をご覧ください。http://komayoshi.amsstudio.jp/ 

 

 『笑うことは体の免疫力を高め精神を活発にする』という話もあります。信じるものには効

果が顕著に表れるそうです。お楽しみにしてください。 

 

幹事長 田島 正延 （昭和４４年 法学部卒） 

 

近隣三田会等への参加報告 
〇小平三田会設立総会・懇親会 

平成２８年３月１９日（土）、ルネ小平にて小平三田会設立総会・懇親会が開催されました。

懇親会の参加者は約６０名、来賓は渡部常任理事・北村課長、小林小平市長、近隣三田会役員

で、当会からは田島幹事長と金田が出席しました。 

 従前は小平市在住の塾員の方は西東京三田会や国分寺三田会へ入会されていました。昨年の

西東京三田会新年会において奥村元会長が「小平に三田会を設立すべきだ」と小平在住の西東

京三田会会員の皆さんへ訴え、その場で設立準備委員会のようなものができ、約１年の準備期

間を経て今般設立となった次第です。東久留米市と隣接する小平市ですので、今後当会として

も親密に交流していきたいと思います。 

 

副会長 金田 政也(昭和５８年 経済学部卒) 

http://komayoshi.amsstudio.jp/
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〇国分寺三田会の講演会 

平成２８年３月２６日（土）国分寺労政会館で国分寺三田会主催の講演会があり、当会から

田島正延、大野貴志夫の２名が参加いたしました。 

講演会は目黒克己元国分寺三田会会長による、「日本にもあった戦争神経症」と題して開催さ

れました。 

目黒克己氏は勤務先の国立国府台病院に、前身の国府台陸軍病院時代の軍部から焼却を命じ

られたはずの膨大な病床日記が密かに保存されている事実を発見。この中には軍隊で発病した

「戦争神経症（心的外傷後ストレス障害）」の記録が克明に綴られており、精神科医でもある目

黒氏は追跡調査を実施、元患者の方達との面談や手紙を通じて詳しい調査・研究を行ったが、

当時の院長との約束で５０年間公表できなかった。しかし戦後７０年の時を経て、今ようやく

世に広く語れることとなった内容で、戦争の悲惨さ、平和の尊さを考えるうえで、非常に貴重

な講演でした。 

会長 大野 貴志夫（昭和４９年 商学部卒） 

 

〇東久留米稲門会の講演会・懇親会 

平成２８年４月１７日（日）成美教育文化会館で、東久留米稲門会の講演会と懇親会が開催

され、当会から田島正延、大野貴志夫の２名が参加いたしました。 

講演会は、「ラグビーの魅力」と題して、早稲田大学ラグビー部及びサントリーラグビー部で活

躍された今泉清氏による講演でした。 

講演では、エディ・ジョーンズＨＣがどうやってラグビー日本代表を、世界で称賛されるまで

の組織に導いたのかの具体的な解説があり、また、今泉清氏がラグビーを通じて会得した勝利

の組織論「勝てる組織の勝ちグセ」について熱く語る非常に興味深い講演でした。 

続いて懇親会に入り、和やかな雰囲気の中、「若き血」のエールの交換をしていただき、最後は

全員で「都の西北」を歌い上げ散会となりました。 

会長 大野 貴志夫（昭和４９年 商学部卒） 

 

〇慶應義塾大学薬学部ＫＰ会の西武支部総会 

平成２８年５月１５日（日）に西東京市民会館で講師として有賀豊彦日大名誉教授を招いて

慶應大学薬学部ＫＰ会・第２７回西武支部 講演会・総会が開催され、東久留米三田会から浅

羽君、山田君と佐武が参加した。 

有賀豊彦日大名誉教授が講演された「ニンニクの機能性につて」の概略を以下に紹介する。 

ニンニクは中央アジアを期限とする耐寒性野菜で、殺菌作用、強壮作用、抗血栓作用などが

あるが、場合によっては処方薬の効果を減じる可能性もある。 
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食後のニンニクの消臭法は牛乳や生の野菜・果実を一緒に摂ると口臭は消せるが、汗となっ

て出る体臭を消す方法は残念ながら無い。 

副会長 佐武 昇(昭和３６年 工学部卒) 

 

〇西東京三田会の懇親会 

平成２８年５月２２日（日）コール田無で西東京三田会の懇親会が開催され、当会から金田

政也、大野貴志夫の２名が参加いたしました。 

当日は、当会以外に西東京稲門会、東村山三田会、小平三田会、ＫＰ会の方々も参加をされ

ていました。 

西東京三田会では、今期から会長が高橋信一会長から坂口光冶会長に交代となり、坂口新会

長の挨拶で懇親会が始まり、冒頭武蔵小金井三田会設立の要請があり、また、懇親会の途中で

「西東京三田会 若き血コンサート」も開催され、和気あいあいの雰囲気の中、最後は全員で

「若き血」を高らかに歌い上げ、参加者全員の記念写真を撮り、散会となりました。 

会長 大野 貴志夫（昭和４９年 商学部卒） 

 

〇所沢三田会の総会・講演会・昼食会 

６月１２日（日）所沢三田会定例総会が、午前１１時より所沢市民文化センターミューズで

開催され大野会長、田島で出席しました。設立８年目の所沢三田会は、現在会員数１８７名で、

１１の同好会があり大変活発な三田会となっています。 今回は７９名（内来賓５名）の参加

者が１４のテーブルに分かれて着席スタイルの総会・講演会でした。総会では、竹下会長から、

会員の交流と親睦・地域社会への貢献・慶應義塾への貢献の３本柱の活動方針が報告されまし

た。 

講演会は、会員の工藤 章（４４年工）氏が「ラテンアメリカから日本を考える」という演

題でした。工藤氏は三菱商事入社後、中南米で勤務、伯国三菱商事社長、ブラジル日本商工会

議所会頭等歴任、現在ラテンアメリカ協会専務理事をなされています。 

今、ラテンアメリカは世界から脚光を浴びている。理由は、政治の安定（民族宗教対立がな

い）・経済の安定（インフレも収束）・豊富な天然資源・６億人規模の市場等だが、世界の日系

人３００万人のうち中南米は１７０万人の日系人社会がある。中南米は、日本にとっても重要

なパートナーで、勤勉な日本人をアミーゴとして身近に感じている。中南米と共に豊かな世界

をつくることを願いたいとの趣旨であった。 

講演会に続いて昼食会になり、竹下会長のご挨拶、乾杯、来賓の紹介後に歓談会となりまし

た。同好会の報告や新入会者挨拶、話題の提供があり、最後は全員で肩を組み「若き血」を歌っ

てお開きとなりました。 

幹事長 田島 正延 （昭和４４年 法学部卒） 
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行事報告・予告 

恒例 秋のコンサート開催のお知らせ 

恒例となっております東久留米三田会主催のコンサートを本年は１２月に開催いたします。  

今回は、５年前に出演し大変に好評だった慶應義塾大学混声合唱団楽友会に再登場して頂き

ます。慶應義塾大学の文化団体連盟に所属する公認合唱団で、６０年以上の歴史を持ち、塾内

唯一、塾生のみで構成された混声合唱団です。慶應生の男女で歌えるのは楽友会だけなのです！   

作曲家の小林亜星氏、林光氏、指揮者の若林弘氏など、有名な諸先輩を輩出しており、大学行

事、定期演奏会等で活躍中であります楽友会の素敵なハーモニーをお楽しみ下さい。 

 

日 時 ： 平成２８年１２月４日（日） 開演 ： 午後２時 （予定） 

会 場 ： 東久留米市生涯学習センター まろにえホール 

入場料 ： 1,000円 （予定） 

公 演 ： 慶應義塾大学混声合唱団楽友会 

 

演奏曲目、開催案内の詳細等は、引き続き三田会会報誌の中でお知らせいたします。 

 

幹事長 田島 正延 （昭和４４年 法学部卒） 

 

 

会員動向 
（敬称略） 

入会 

 －渡部 寛  （昭和５４年 経済学部卒） 

－城山 佳胤 （昭和５７年 法学部卒） 

 －澤田 芳明 （昭和６０年 経済学部卒） 

 －高木 雅宏 （平成１年 商学部卒） 

 

退会 

 －久保 秀文 （昭和３２年 経済学部卒） 

 －関 義明  （昭和３０年 法学部卒） 
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事務局からのお知らせ 

＜年会費＞ 

 「東久留米三田会」では会費の自動振替をお願いしておりますが、自動振替手続をされていない

会員で、本年度の会費（5,000円）未納付の方は下記口座へ振込をお願いいたします。 

 会費振込先口座：りそな銀行東久留米支店：普通 ３９１４９１７、または 

         郵便振替 口座番号  ：００１６０－３－６４８２０４ 

いずれも受取人の名称は、東久留米三田会です。 

 総会資料送付時にご案内しているとおり、平成２２年度より５，０００円となっております。 

 

＜記事募集＞ 

 「東久留米三田会」では次回の会報に載せる記事を募集しております。地元や慶應義塾に    

まつわる話題、簡単な自己紹介等、奮って御応募ください。 

 

＜「くるくるチャンネル」に掲載＞ 

「東久留米のふれあい情報サイト くるくるチャンネル」に カラー版の会報誌を投稿しました。 

下記ＵＲLをクリックするか 「東久留米のふれあい情報サイト くるくるチャンネル」の検索で

閲覧できます。イベント項目の一番目に最新号の「東久留米三田会会報誌」が掲載されており、   

そこからも閲覧できます。東久留米市のホームページの右下欄記載の「くるくるチャンネル」から

サイトに入ることもできます。 

 

http://kuru-chan.com/0222mitakai/ 

 

 

 


