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第１５回総会のご案内 

 

下記の通り 第１５回総会・懇親会を開催しますので、ご案内申し上げます。 

 

１． 日  時：平成２９年４月２２日（土） 午後１時３０分 （受付は午後１時１５分より） 

２．場  所：成美教育文化会館（東久留米駅北口徒歩５分） 

東久留米市東本町 8-14 ℡042－471－6600 

３．懇親会費：4,000円 （平成元年以降卒業者：3,000円、 ご家族：3,000円） 

４．内容：  

（１）定時総会  ： 午後１時３０分～２時１５分 （３階大研修室） 

（２）講演会  ： 午後２時３０分～３時４５分 （１階ギャラリー） 

     演題  「 オリンピックと日本外交 “三つの東京大会”を中心に 」 

講師  池井  優 先生  慶應義塾大学名誉教授 

 

１９４０年紀元２６００年を記念しての開催が決まりながら、戦争の勃発に

より返上した“幻の大会、戦後復興のシンボルとなり大成功だった１９６４年

大会、そして３年後の２０２０年東京大会の誘致と開催に向けて、日本が外交

的にどう動いたか？などエピソードが盛りだくさんの興味深いお話です。 

 

（３）懇親会  ： 午後４時～６時 （３階大研修室） 

 

＊尚、懇親会の事前準備の都合上、誠に恐縮ですが総会出欠用紙をＦＡＸして頂くか、 

メールにて３月末日までにご返事をお願い申し上げます。 

 

幹事長 田島 正延 （昭和４４年 法学部卒） 

masamido-taji@crux.ocn.ne.jp 
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秋の楽友会コンサ－トのご報告 

東久留米三田会恒例の秋のコンサートが、平成２８年１２月４日（日）まろにえホールで行

われました。慌しい師走に入っての開催でしたが、当日は好天に恵まれ、ホールはほぼ満席と

なりました。今回の演奏は慶應義塾大学混声合唱団楽友会で、５年前に続いて２度目の出演で

す。学生指揮者真田修平さんのもと、約５０名の団員に楽友会出身のピアニストも加わって、

聞きごたえあるステージを披露しました。 

久しぶりの本格的合唱への期待が高まる中、「塾歌」「若き血」でコンサートは始まりました。

続いては佐藤真作曲「混声合唱のためのカンタータ≪土の歌≫」。もともとはオーケストラと合

唱のために書かれたもので、「農夫と土」ほか７つの楽章から成っており、世界平和への祈りを

こめた重厚な曲です。第７曲の「大地讃頌」は単独で歌われることも多く、聞き覚えのある人

もいたのではないでしょうか。楽友会は２週間後の定期演奏会でこの「土の歌」を歌うことに

なっていて、そのための練習を重ねてきており、今の私たちは実によいタイミングで演奏を聞

けたと思います。若々しく力強く充実したハーモニーがホールに響きわたりました。熱演に聴

衆も少し肩に力が入ったところで２０分の休憩。次のステージはうってかわってポピユラーな

曲で「時代」「秋桜」「なごり雪」などおなじみのナンバーを、合唱ならではのアレンジで聞か

せました。最後のステージでは、楽友会が今年とりあげてきた中から「青空」「鷗」など４曲を

演奏しました。 

例年のコンサートではここでアンコール、そしておひ

らきとなるのですが、今回はその前に「みんなで歌おう

コーナー」が設けられ、真田さんの巧みな歌唱指導のも

と、楽友会メンバーと聴衆がひとつになっておなじみ「上

を向いて歩こう」を楽しく歌いました。客席に座ってひ

たすら聞くだけというのは、どんなに良いコンサートで

あってもそれなりに疲れるものですから、このような

コーナーがあるのはいいことだと思いました。こういうことも今後の参考にして、また皆さん

に楽しんでいただけるコンサートを企画していきたいです。 

石井 八栄子（昭和４１年 文学部卒） 

 

 

 

 

 

 

楽友会の皆さんと 

みんなで歌おう 
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新年会のご報告 

暦の上では立春、２月４日（土〉に東久留米三田会恒例の新年会が成美教育文化会館で「第

４回銀杏寄席」に引き続いて開かれました。 まだまだ厳しい残寒が続いておりますが、幸い

にも当日は晴天で銀杏寄席も満席となり、終了後に多数のお客様からとても良かったとの声を

頂き、今年も気分よく新年会を迎えることが出来ました。 

新年会の参加者は５３名で来賓として西東京三田会（２名）所沢三田会（２名）、東村山三田

会（２名）、ＫＰ会（１名）、混声合唱団楽友会（１１名）、駒与志社中（４名）が出席され、遠

藤副幹事長のスムーズな司会の中、盛会に行われました。 

冒頭、大野会長から新年のご挨拶とともに、東久留米三田会では２月は銀杏寄席、新年会 ４

月は総会 ８月は理科実験 ９月はコンサート等、様々な企画をしていますが、活気ある活動

となるよう会員の積極的な参加をお願いし、併せて近隣三田会の皆様のご協力を賜りたいとお

話されました。 

佐武副会長の乾杯の発声のあと、懇親会に入りました。 

歓談の中、最初に昨年１２月にまろにえホールのコン

サートで観客の皆様より素晴しいと称賛された、混声合

唱団楽友会のミニコンサートが始まりました。 塾歌か

ら始まり、冬景色、麦の歌…等々、計６曲を披露されま

したが、本日は特別に学友会の先輩である小林亜星さん

作曲の積水ハウスの歌も披露されました。大きなホール

とは違い、今回は身近に聴くことができ、あらためて本当に素晴らしいと称賛の声が上がりま

した。 

次に駒与志社中の皆さんのご挨拶がありました。その中で「銀杏寄席はとても雰囲気が良く、

来年もぜひやらせてしてほしい」との申し出があり、来年もお願いすることになりました。な

お、お礼１万円は東日本大震災絆プロジェクトに寄付されました。 

本日、来賓として参加頂いた各地域三田会・ＫＰ会のそれぞれの代表者よりご挨拶を頂きま

した。その中で西東京三田会の高橋副会長様より今年は設立３０周年となり、初めての企画と

して５月２０日に田無で講演会・ミニコンサートを予定しており、皆様の参加を是非お願いし

たいとの依頼がありました。 

引き続き、同好会（ゴルフ、ウォーキング、美術の会、パソ

コン同好会、グルメの会）のそれぞれの活動報告と新規参加の

お願いをされました。 

最後は全員で「若き血」を２回合唱し、浅羽副会長より最近

の話題「トランプ大統領の発言表現は悪いが、戦後日本の復興

元気よく肩を組んで「若き血」 

楽友会のミニコンサート 
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や中国の躍進に対する米国の経済力の回復が本音で、また遠藤周作の「沈黙」の主題と映画化

の意図について」の二項目の解説を含めた締めの挨拶で会は終了、今年も会員相互の交流親睦

を深める会となりました。 

絹野 雄四郎（昭和４３年 工学部卒） 

 

投 稿 
心に残る一冊(１０) 

           文明論之概略 福澤諭吉著（岩波文庫） 

今回は慶応義塾大学の卒業生にとっては、大学かどこかで手にふ

れたことがあると思われる福沢諭吉の書いた「文明論之概略」を取

り上げる。私は、学生時代に読んだ記憶があるが、２年前に東久留

米三田会の有志の方がたとこの本をふたたび読む機会があった。 

この本は、「学問のすすめ」と並んで、福澤諭吉全盛時代の代表的

著作で、明治七年に着稿し、翌八年に脱稿、出版された。「文明論之

概略」の書名は、すなわち「西洋文明論概略」の意図である。全体

は十章からなる。第一章は、全体の総論部分になっており、福澤は

二章から十章を書きあげて、あらためてこの章をまとめとして書い

たとされる。特にこの章で、物事を考える上で重要なこととして、

次の点をあげている。 

・すべて物事を考えるには、価値の軽少と重大とを比較して、軽少

を捨て重大につく判断力を持つことが必要になる。 

・物事を論ずるには、枝葉末節の現象にとらわれず、問題の本質に

さかのぼり、根本の原因や全体を貫く原則を見つけること 

・自分はだれの利益のために論じているのか、自分のよって立つ立

場を明らかにしなくてはならない 

・他人の意見が自分と同じように思われる場合でも､実は根拠が違う

ときがあるので､単に結論だけで他人の真意を即断してはいけない 

・大衆に世論は概して現状維持的で、変化を好まぬ傾向がある。人の

意見には虚心坦懐に耳をかたむけること 

二章、三章は、西洋文明は万全ではないが、現在はこれを学ぶことが、日本文明の推進に必

須の急務だと言っている。第四章、五章では、一国の文明とは、全国民の智徳の水準を意味し、

歴史を動かす力もその国の国民大衆の智徳の進歩にほかならないとしている。 
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第六章、七章では、文明は国民の智徳の進歩によるが、「徳」は静止的で時代による大きな変

化はなく、「智」は進歩してやむ時はない。従って、文明の推進力は、国民の智の発展にあると

している。八章、九章で、西洋と日本の文明を比較すると、西洋では古来多くの勢力の対立抗

争の中から文明が発達したが、日本文明は権力の偏重（アンバランス）の中にあった。第十章

では、国際社会における西洋勢力の横暴と東洋の危機とを明らかにして、日本の自主独立が急

務であると訴えている。 

「文明論之概略」は一言でいえば、文明とは何かという論で、東西文明の比較論であるが、

もう少しくわしく解説したい。 

福澤は、執筆の動機については、次のように書いている。「文明論は衆心発達の研究である。つ

まり、少数の英雄、偉人などの業績を論ずるものでなく、社会民衆（国民）の精神発達の状態

を研究するものである。現代（執筆時の明治時代）が日本の歴史始まって以来の文明の大転換

期であり、この西洋と日本の異質性を明らかにしたい」としている。文明の本質については、

衣食住を豊かにするとともに、人間の品格を高めることである。すなわち、人の智を研き（み

がき）徳の進歩（智徳）ということになる。文明は智徳の進歩であるけれども、一国のうち少

数の人だけ智徳がすぐれていても、それは文明国とはいえない。国民全体の智徳を高め、国全

体の気風を改めなければ、文明国にならない。一国の文明は、国民全体の智徳の働きであるか

らこれを過去の歴史にたって見ると、世の治乱や興亡は、二、三の個人の力によるものでなく、

その時代の智徳の有様に左右されていることが多い。したがって、上に立つ者は、国民の智徳

の向上に努めることが大切となる。 

これらの習得のためには、日本は西洋の文明（ヨーロッパ、アメリカ）を目的とするのがよ

いとしている。その理由として、すくなくとも現段階（執筆当時）において、最高の文明国は

西洋諸国であり、日本はまだ半開国の域を出ないのだから、やはり西洋文明を一応の目標とし

て、これに学ばなければならないとしている。 

宗論は、必ずしも人間の数によらず、いつの時代も少数識者の意見から発生する。つまり、

無知な民衆は、人数は多くても、智徳の総量は少ないに反し、識者は人数は少ないにもかかわ

らず、智徳の総量が多い。そのためによく民心を指導して、有力な宗論を構成するに至る。江

戸時代後期に、一部の学者や文人などの間にひそかに専制政治を嫌う知力の発生を見て、幕末

のペリー渡来を契機にして、政治改革が出来た。明治維新の成功は、人民知力の勝利と言える。

維新の指導者は、智力によって衆人を圧したと言える。 

福澤諭吉は、この「文明論之概略」を書きあげるまでは、外国文献の翻訳が主たる仕事で 

あったが、この本が契機となって意見を述べる文化人になっていったと私は思っています。 

ぜひ一読を勧めたい。 

 

副会長 浅羽 芳久（昭和４２年 経済学部卒） 
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季節の鳥 

画題：凍て鶴 （撮影場所：釧路湿原） 

タンチョウは天然記念物として保護・

取り組まれている。 

日本産鳥類の中でも最大級。北海道東

部の湿原で繫殖しているほか、本州以南

に冬鳥として渡来する。 

北海道では春夏は湿地や胡床畔に住み、

秋冬は給餌場に集まる。 

（日本野鳥の会が運営する.鶴居・伊藤サ

ンクチュアリなどで取り組んでいる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バードウオッチャー 東島 重昭（昭和４４年 経済学部卒） 

 

天文の楽しみ（3） 

桃の節句が過ぎ春分が近づいてきた。（赤道では太陽が真東から上り、天頂（空の真上）を一

直線に通り抜け真西に沈む日である。）日本ではこれから暖かい日が多くなってくるので人間も

活動的になるようだ。 

三千万光年先のおとめ座 星雲群（銀河団）から天の川へと夜通し星を観察しているといつ

の間にか空が白んでくる。“春は曙、山際少し明かりて、紫立ちたる雲の細くたなびきたる”な

どを思い出しながら、鳥のさえずりと共に日の出を迎えることになる。てきぱきした文体の枕

草子から察するに清少納言は活動的で高血圧で早起きだったのかな。それとも、頭脳明晰すぎ
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て再びやり込められるのを恐れた恋人に待ちぼうけを食わされて早朝まで起きていたのかなあ、

と想像するのも楽しい。星見の翌朝の太陽という星は眩しい。その太陽は核融合のエネルギー

で安定して輝いているが、50億年後に向けて少しずつ輝きを増しているらしい。 

しかし、ここ十数年を見ると太陽の黒点活動が弱くなっている。20世紀後半の活発な時期を

過ぎて 16世紀ごろの寒冷期（マウンダ―小氷期等の太陽黒点減衰期の現象）に似ているとの観

測結果が報告されている。従来の黒点の増減周期は 11年であったが前回の第 23太陽周期は 12.7

年まで延びてしまった。黒点数も半減している。現在の第 24期が注目されている。過去数百年

のデータからは、周期が長くなると黒点も減少し、小氷期が訪れることが分かってきた。過去

と同じパターンが繰り返されると 20～30年後には小氷期となる。昨今の高温と低温が頻発する

不安定な気候は今までの温暖期から寒冷期への移行期の現象だという研究者もいる。 

一方で気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は CO2の増加により地球は温暖化へ向かってい

ると言っている。ただし、排出権取引という金銭が絡む話に活用されているので､いろいろな疑

念は消えない。 

天文地学好き人間の私は地質学者や天文学者の言う地球寒冷化説を注目している。そうなる

と、16世紀のロンドンのテムズ川の凍結やベルギーのブリューゲルの絵の大雪の冬景色や江戸

時代前期の凶作の数々が現実味を帯びてくる。 

今年はオーロラがみすぼらしくなっているとか、今夏のアメリカの皆既日食のコロナが控え

めだとかの話題が出てくるだろう。数十年とか数百年単位の振幅で太陽が地球を熱くしたり寒

くしたりする、その原理が完全に解明されているわけではないので、どちらになるのか本当の

ところは 30年後にならないとわからない。その結果を見て科学者は理論をまた組み立てるのだろう。 

あと 50億年輝き続けるといわれる比較的安定している太陽よりも 20倍も質量の大きなオリ

オン座のベテルギウスは 1000万年と短命で間もなく超新星爆発という劇的な最後を迎えるようだ。 

3月の夕暮れ時にはまだ冬の星座オリオンが南西の空に見える。オリオンのベルトにあたる三

つ星の左上 10°位にオレンジ色に輝く一等星がベテルギウスだ。明るさが

0～1.3等級の間を不規則に変化している。最近は明るくなっており、右下

の白い星リゲル（一等星でマイナス 0.03等級）と同じくらいに見える。 

ベテルギウスは晩期型の脈動（変光）星である。星の直径が膨らんで大

きくなると明るくなり、小さくなると暗くなる不安定な状態となっている。  

近くに見える一等星や二等星と比べると肉眼でも明るさの変化が分かる。 

数年前に出版された本だが、「ベテルギウスの超新星爆発」幻冬舎新書

842円（税込）野本陽代著（慶応大学卒）にこのことが詳しく解説されている。もしも私たちが

見ているときにベテルギウスが超新星爆発を起こせば昼間でも見える程に明るく輝く。夜とも

なるとその美しさは想像を絶するものがある。爆発時にはウランや金などの重金属が生まれ吹

き飛びニュートリノや重力波が発生して、天文学者や物理学者を大喜びさせる。そして、ベテ
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ルギウスは宇宙空間にガスや塵となって飛び散り、また、次の星の原料になる。私たちの体も

そういった星屑（原子）でできている。 

通常は変化の少ない星空であるが、超新星や新星、更に彗星が時々現れ、流星雨が降り注ぎ、

夜空にアクセントを添える時もある。時々空を見上げて自然を感じていただきたい。 

春の夜は暖かくなってきたので、金星や月を愛で、移り行く星や星座を見るのも良いだろう。

日中は地上に咲く花を見て太陽の恵みを感じるのも良い。それは科学を進歩させ、文学芸術を

生み出すきっかけともなったものだ。 

ここらでいったん筆をおき、また新しい天文現象があったら随時紹介したいと思います。お

付き合いありがとうございました。 

参考書籍： 

「ベテルギウスの超新星爆発」野本陽代著 幻冬舎新書 842円(税込) 

「地球の変動はどこまで宇宙で解明できるか」宮原ひろ子著 化学同人 1728円(税込) 

特別顧問 野崎 陽一（昭和４７年 経済学部卒） 

 

思い出の夫の栗 

店先に並ぶ栗を見ていたら、夫のことを思い出しました。 

ほぼ毎週末、ゴルフ場に通うほど、ゴルフが大好きな人でした。 

でも、病のために３年くらい前から徐々に思うようなプレーができなくなりました。ボール

を真っすぐに飛はすことが難しくなったようです。 

このころから、秋には、ゴルフ帰りの夫のポケットにかわいい栗が５、６粒入っていること

が度々ありました。 

コースを外れたゴルフボールを探しながら、落ちていた栗を見つけるのでしょう。いつも通っ

ているゴルフ場なので、どの辺に栗の木があるのか分かっていますし、キャディーさんも教え

てくれます。 

ゴルフ場では、この栗をネットに入れて売店で売っているのですが、ポケットの中は大目に

見てくれたのでしょう。 

ゴルフの腕がだんだん落ちていくのを残念に思いながらも、つやつやとした栗は夫婦２人で

食べる栗ご飯にはちょうど良い量でした。 

その夫があの世に逝ってから２カ月が経ちます。お父さん、また栗の季節がやつてきましたよ。 

東京都東久留米市 

菊地 芳子（東久留米三田会会員 菊地 輝彦さん（昭和４０年 法学部卒）の奥様） 

主婦７３歳 

２０１６年（平成２８年）１１月１５日（火） 朝日新聞 生活面・ひととき欄に掲載 
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同好会の活動報告 

ウォーキングの会 

昨秋１１月５日、国分寺史跡を訪れました。武蔵国分寺

歴史交流大使の星野信夫氏（国分寺三田会副会長、元国分

寺市長）の案内で、まず西国分寺駅から史跡通り、国分尼

寺跡、国分寺跡、武蔵国分寺、真姿の池と数多くの史跡を

まわりました。星野氏の詳細かつユーモラスな説明に、実

り多いウォーキングとなりました。 

 武蔵国分寺は、７４１年、聖武天皇の詔により全国に建

立された中で最も大きい寺院で、玄武（北に崖線）、青龍（東

に清流）、朱雀（南に広い平面）、白虎（西に東山道）の四

神から守られた恵まれた土地ということで選ばれたようで

す。 

 １３３３年新田義貞が分倍河原の戦いで敗れた時焼失し

たが、２年後に義貞からの黄金３００両の寄進によって薬

師堂が再建されています。同時に焼失した「七重の塔」は

６０ｍの高さで四方八方から見られたのでしょう。８３５

年雷火によって焼失したが、その後、埼玉・寄居の郡長官

（先祖は渡来人）の寄進によって再建したようです。寺院

と同時に焼失されたのは残念ですが、もし焼失しなければ、今でいう

スカイツリーのような高い塔が見られたはずです。 

 昭和に入って、群馬県教育委員会から県民あげてのお詫びのしるし

にと松の木が寄贈されています。 

 そんな訳で、兎にも角にも、あっという間に時間が過ぎ、真姿の池

を見て帰路につきました。 

 国分寺市は、東久留米市と共通するものが沢山あります。お鷹の

道・眞姿の池湧水群は昭和の名水１００選（東久留米の南沢湧水群は

平成の名水１００選）に選ばれた湧水の里であること、江戸時代尾張

家の鷹場があったこと、縄文遺跡や米津寺にあった楼門が武蔵国分寺に移設されたこと

等々・・・古代からの文化を大切に保護されております。 

 次の画像は、国分寺建立の時、武蔵２０郡から寄進された瓦が保存されています。また、明

治２８年に東久留米の米津寺から移設された楼門です。 

フクロウの幼鳥 
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 星野さん ご多忙の中、貴重な時間を私どものために割いていただいて有難うございました。

お陰さままで知的大満足のウォーキングとなりました。 

 参加者（敬称略）：安藤、渡辺、川鍋、野崎子息孫、

坪山、貫、根津、種田、田島、   

力久、と星野氏 

 尚、次回は５月１４日（日）９時東久留米駅２Ｆ改

札口前集合です。 

 美術の会と合同で六本木界隈を散策します。 

 

ウォーキングの会幹事 力久 俊治（昭和３２年 経済学部卒） 

 

パソコン同好会 

一昨年５月に始まったパソコン同好会は、その後、月末に休みなく実施され２０回目を昨年

１２月で超えました。出席者も毎回１０名以上になり、三田会でない方も４名と地域貢献もし

ています。 

実施内容は、ワード、エクセルによる案内状や

企業の業績などの表作成などが、中心になります

が会を重ねるごとに出来栄えも進歩しています。

また、岡田講師からは、Windows ７から１０への

変更による新しい技術情報などのタイムリーな紹

介があります。 

参加者の中で、上手な方もパソコン技術の進歩

に驚かれることも多く、参加者全員が楽しめるの

が同好会の魅力になっています。パソコンに自信のある方もない方も是非ご参加下さい。 

今後の予定は、３月３１日、４月２８日（いずれも９時３０分、まろにえホール）です。 

                    副会長 浅羽 芳久（昭和４２年 経済学部卒） 
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ゴルフの会 

１．開催報告です。（敬称略） 

平成２８年１１月８日（火） 熊谷Ｇ．Ｃ． 曇り・微風・気温１５度 

第２６回 東久留米三田会・稲門会ゴルフ会（三田会７名・稲門会１５名 計２２名） 

優勝 上原 徹也 グロス ８９ （４４，４５） ＨＣ１５．６ ネット７３．４ 

２位 清水 正弘     ９４ （４４，５０）   ２０．４    ７３．６ 

３位 平山 正徑     ９８ （４９，４９）   ２４．０    ７４．０ 

４位 横田 治彦    １０２ （４８，５４）    ２７．６    ７４．４ 

５位 池田 信一    １０２ （４７，５５）    ２６．４    ７５．６ 

６位 佐武 昇     １０１ （４８，５３）   ２５．２    ７５．８ 

成績上位者は圧倒的に稲門会が

占める結果となりました。残念の極

みです。 

通算勝敗は三田会１３勝 稲門

会１２勝の状況です。 

 

次回三田会・稲門会合同ゴルフ会

は６月上旬実施を予定しておりま

す。 

 

２． 開催予定です。 

第６０回東久留米三田会（単独）ゴルフ会を次の通り開催します。 

・日時  ４月１２日（水）、スタート ８時２８分 

・コース  飯能グリーンカントリークラブ 

・参考 ３組を予定 （２月４日現在１１名受付済みです。参加ご希望の方は連絡ください。

あと１名余裕あり） 

  会員皆様のご協力で６０回を開催することになりました。 

飛距離、ダフリ、フック、シャンクの悩みなどゴルフは悩み事の多いあそびですが、場面

ごとに一瞬にして没頭できる魅力を感じます。 

引き続きよろしくお願いします。 

 

ゴルフの会幹事  坪山 昭夫（昭和３９年 法学部卒） 
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美術の会  

平成２８年１１月２７日は東急田園都市線「駒澤大学」駅より歩いて世田谷美術館分館の向

井潤吉アトリエ館を訪ねました。武蔵野の面影を残した茅葺の農家を描いた絵が懐かしさを醸

し出していました。 

 アトリエ館は向井の元居宅兼アトリ

エの木造二階建ての日本家屋で、一階

の居間に座るとお茶が自由に飲めて、

おしゃべりをするのに適した空間のあ

る居心地の良いものでした。  

参加者は、浅羽さん、樋川さん、田

島さん、日下さん、野崎でした。 

 

 平成２９年２月２６日は春のような温かさの快晴の中、上野の東京都美術館へ行きました。

ティツィアーノとヴェネツィア派展が開催されており、多くの人出があり人気の高さが伺えま

した。 

 「フローラ」はバラ色の女神の誘惑

という副題のように、みずみずしい肌

色の表現に息を飲む思いでした。ティ

ツィアーノは１６世紀の人ですが、８

６歳という長寿を全うした才能と元気

さが画面にあふれていました。 

 参加者は 浅羽さん、樋川さん、種

田さん、田島さん、貫
ぬき

さん、日下さん、

野崎でした。 

 

 さて、今後の予定を記します。 

  ５月１４日（日） 午前９時に東久留米駅改札口に集合しウォーキングの会と共催で六本

木の美術館とその周辺を歩きます。 

  ７月３０日（日） 野崎の畑にてブルーベリー摘みとＢＢＱ（正午より）を行ないます。 

 

  どなたでも自由にご参加ください。 

 

特別顧問 野崎 陽一（昭和４７年 経済学部卒） 
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近隣三田会への参加報告 
〇西東京三田会新年会 

平成２９年１月１５日（日）田無「墨花居」で西東京三田会の新年会が開催され、当会から

田島、大野の両名が参加いたしました。 

当日は西東京三田会会員約４５名の参加のほか、西東京稲門会、東村山三田会、小平三田会、

ＫＰ会からの参加もあり、会場は満員盛況の状態でした。 

西東京三田会は今年で創立３０周年を迎えるとのことで、今年の５月２０日（土）「コール田

無」において創立３０周年の一大記念行事を企画していることが発表され、会場の雰囲気が大

いに盛り上がり、途中、西東京稲門会とのエールの交換があり、最後に参加者全員で肩を組み

「若き血」の合唱をして散会となりました。 

会長 大野 貴志夫（昭和４９年 商学部卒） 

 

〇所沢三田会新年会 

平成２９年２月５日所沢三田会新年会が所沢市民文化センターミューズで開催され、大野会

長、田島幹事長、浅羽が出席しました。最初に竹下会長の挨拶があり、当三田会は今年で９年

目になり、会員数も２００名弱とのことです。今後も会員の交流や地域貢献、慶応義塾への貢

献も進めたいとの話がありました。 

その後、メインイベントとして落語家、三遊亭遊喜師匠の古典落語「熊の皮」など２題があ

り、笑いと感動のひとときを味わうことができました。遊喜師匠は、静岡県島田市の出身で現

在の住まいは川越市で、航空公園寄席、子供大学にも出演し、所沢にもなじみのある落語家で

もあるとのことです。 

落語が終了して、昼食会になり併せて同好会の実施状況の報告があり、麻雀研究会、写真ク

ラブ、ゴルフ同好会、パソコン同好会などから併せて新規の入会の勧誘もありました。 

最後に大出副会長のエールで「若き血」「丘の上」を全員で歌ってお開きになりました。 

             副会長 浅羽 芳久（昭和４２年 経済学部卒） 

 

〇東村山三田会講演会 

平成２９年１月２８日（土）東村山市のサンパルネ・コンベンションホールで第２回東村山

三田会講演会が開催され、当会から野崎陽一、大野貴志夫、田島正延が参加した。 

 講師は、昨年第１回に続いて同じ講師の多摩六都科学館、高柳雄一館長でした。昨年は、

宇宙・惑星・星座等の講演でしたが、今回の第２回は、「地球史でみる気候変動と日本列島地震

帯の形成」という演題で、地球の気候変動は大きな周期（１０万年）で変化していることを最

近の海外発表データで説明、また多発する日本列島の地震と火山噴火については、地球のプレー
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トの動きを説明し、陸地はプレートより軽いので、動く重いプレートが沈み込む場所で火山や

地震が発生すると画像を用い、分かり易くて非常に興味深い講演会でした。 

幹事長 田島 正延 （昭和４４年 法学部卒） 

 

行事報告・予告 

夏休み理科実験工作教室の開催予告 

今年も、応募された方が出来るだけ全員が夏休み理科実験工作教室に参加できるよう、応募

の定員を１２０名にしてあります。 

今年の夏休み理科実験工作教室を下記要領で行います。 

 

日  時：平成２９年８月５日（土）､午前の部（１０時～１２時）、午後の部（１時～３時） 

平成２９年８月６日（日）､午前の部（１０時～１２時）、午後の部（１時～３時） 

場  所：東久留米市立第九小学校、視聴覚教室  

対  象：小学生４年生以上（保護者も参加できます） 

進 め 方：参加者は子供テーブルと大人テーブルに分かれて実験工作を行います。 

募集人数：午前の部３０名、午後の部３０名（２日間で合計１２０名）  

参 加 費：500円（工作材料費） 

注意事項：上履き持参をお願いします。 

 

実験と工作の内容： 

 偏光板の性質を実験で確かめます。そしてこの偏光板を使った万華鏡を工作します。 

この万華鏡は胴体を回転させると、内部に動くものがないのに模様と色彩がいろいろ変わる

不思議な万華鏡です。 

副会長 佐武 昇（昭和３６年 工学部卒） 
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落語会 銀杏寄席の開催報告 

第４回「銀杏寄席」が平成２９年２月４日（土）に催されました。 

当日は天気も良く、市民の皆様が９３名、会員・来賓を含めて１２７名のお客様が来てくだ

さいました。出演は、東久留米三田会の菅原貴与志会員（昭和５４年法学部卒）が中心となっ

た慶應義塾大学落研ＯＢ・ＯＧの駒与志社中の４名の方々でした。 

出演者の素晴らしい話芸に、あたかもその場面

が頭の中に浮かんでくるようで、最後まで聞き惚

れてしまいました。お客様も大変満足されて「次

回も来ますよ！！」と言って帰られました。他地

区の三田会の方にも好評でした。 

地元東久留米の文化の向上に寄与し、皆様に笑

いと芸の楽しさをお届けする銀杏寄席を来年も

開催いたします。第５回目となり平成３０年２月

３日（土）に予定しております。お楽しみに！！ 

幹事長 田島 正延 （昭和４４年 法学部卒） 

 

第１３回 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９月に開催致します。 

今回は、１１年前にも出演して頂いた慶應義塾大学ライト・ミュージック・ソサィエティー

（通称「ライト」）に再登場して頂きます。慶應ライトは、今年７０周年を迎える日本で最も長

い歴史と伝統を誇る学生ビッグバンドサークルです。ジャズの歴史は高々１００年と言われて

おり、浅い歴史の中でもジャズの流行は目まぐるしく変化しました。常にその変化の先頭にい

たのが慶應ライトです。数々のプロミュージシャンを輩出したバンドで、昨年の夏に大学ジャ

ズの甲子園「山野ビッグバンドジャズコンテスト」で２年連続の最優秀賞を獲得しました。“よ

り多くの人に”感動を与え、ジャズを“もっと身近に”感じてもらえる演奏会になることと思っ

ています。当日には皆様、大いにお楽しみ下さい。 

 

日 時：平成２９年９月９日（土曜日） 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） 

演奏曲目、開催案内の詳細等は、引き続き東久留米三田会会報誌の中でお知らせ致します。 

幹事長 田島 正延 （昭和４４年 法学部卒） 
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会員動向 
（敬称略） 

退会 

 －北野 勝彦 （昭和３４年 工学部卒） 

 

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。 

 

連絡先  幹事長 ：田島 正延 masamido-taji@crux.ocn.ne.jp ファックス 042-474-3704 

 

＜「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

イトに入ることも出来ます。 

 

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

 

 


