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恒例 秋のコンサート開催のお知らせ 

～ビッグバンドジャズコンサート ｉｎ 東久留米～ 
恒例となりました秋のコンサートのお誘いです。本年度は、平成１８年に公演して頂いて  

今回で２回目のご公演となります、慶應義塾大学ライト・ミュージック・ソサイェティにお願

いをしました。慶應ライトは、今年で７０周年を迎える、日本で最も歴史と伝統を誇る学生ビッ

グバンドジャズサークルです。夏の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」で平成２７・２８年と２年連続最優秀賞を受賞しております。ジャズをもっと見近に感じ、

感動を与えてくれて、心に残るコンサートをぜひお楽しみください。 

 日 時 ：平成２９年９月９日（日） 開演：午後２時（開場：午後１時３０分） 

 場 所 ：まろにえホール（東久留米市立生涯学習センター） 

       東久留米市中央町 2－6－23  ℡ 042－473－7811 

 出 演 ：慶應義塾大学ライト・ミュージック・ソサイェティ 

 入場料 ：1,000円（全席自由席） 

 演奏曲目：     チケットは、下記にて販売しております。 

I'll Never Smile Again 

In a Mellow Tone 

A Foggy Day 

Learnin' the Blues 

Take the "A" Train 他 

幹事長 田島 正延 （昭和４４年 法学部卒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ブックセンター滝山 ・ブックセンタークルネ ・野崎書林 

・市民プラザ管理事務所    ・東部地域センター管理事務所 

・西部地域センター管理事務所 ・南部地域センター管理事務所 
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第１５回総会・講演会報告 

今年も日本各地での花の便りが聞かれ、穏やかで過ごしやすい季節となった平成２９年４月

２２日（土）に、東久留米三田会の１５回総会が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２８年度活動報告や決算報告、平成２９年度活動計画や

予算案、会則の改定の件と役員改選の議案について全て滞り

なく承認されました。  

今回の役員改選では、監事の川鍋弘君（昭和３４年卒）

が顧問に、幹事の絹野雄四郎君（昭和４３年卒）が監事に、

新たな幹事に渡邉修一君（昭和４８年卒）と渡部寛君（昭

和５４年卒）が選任されました。 

最後にご来賓としてお招きした慶應義塾大学理工学部総

務課長の栗生氏より、ご挨拶と共に長谷山次期塾長就任と

体育会創立１２５年記念式典開催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の池井優先生をお招きし、「オリンピックと日本外交

～三つの東京大会を中心に～」という演題でご講演して頂きました。 話題のテーマでもあり、

会場も聴衆８０名でほぼ満席となりました。  

冒頭、田島幹事長より池井先生がクラス担任であったこと、

当時より学生にとても人気があったこと、専攻は日本外交史

ですが、趣味も広く、プロ野球やメジャー関連の話題で良く

マスコミにも登場されている等の紹介がありました。 

 ＜以下、講演内容の要約とポイント＞ 

I)国家にとつてのオリンピックとは何か 

・国際親善の手段 ・国威発揚一ナショナリズムの盛り上げ ・国家の宣伝 

・政治・外交的利用 ・経済発展  

Ⅱ)「幻の東京オリンピック」(1940年)  紀元 2600年記念イベントとしての万博とオリンピッ

ク招致しようとしたが、第 2次大戦のため開催されなかった 

Ⅲ)東京大会(1964)の成功した要因は 

招致⇒アジア初のオリンピック強調 国民世論の盛り上げ⇒聖火リレー 

大野 会長 

新幹事紹介（右より渡邉修一・渡部寛） 

池井 先生 
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インフラ整備⇒ 近代ホテル、東名高速、首都高速、新幹線など   

話題⇒「東洋の魔女」女子バレーボール、アベベ、チャスラフスカの活躍  

認識の変化⇒「フジヤマ、ゲイシャ」から「シンカンセンと組織」の日本ヘ 

IV) 2020年東京大会、招数はなぜ成功したか 

1) 周到な準備  

①長期的戦略―各国ＩＯＣ委員への接触 

② プレゼンの人選一高円宮妃、佐藤真海、滝川クリステル、太田雄貴、水野正人…・ 

③ プレゼンの内容一画像と「スポーツで救われた人生と震災のダメージ」(佐藤)、「お・

も・て・な・し」(クリステル)・・・  

④英語とフランス語の使用 

2) 危機意識を持って臨んだこと一安倍首相スピーチと質疑応答による福島汚染水ヘの不安

の払しょく 

3) 国民世論の後押しー閉塞感からの脱却への希望 

4) 各ＩＯＣ委員へのロビー活動 

5)イスタンブールーデモと隣国シリア情勢の影響 

6) マドリッドースペインの経済不安、メディアの勇み足、サマランチ神話の崩壊 

7) 韓国などの東京ネガティブキャンペーンヘ反発 

8) 2020年東京オリンピックの問題 ①テロ対策 ②暑さ対策 ③薬物対策 

以上、興味のある充実した内容で、先生の説明

もとても丁寧でわかりやすく、多種のユーモア

(例：サマランチ・ジュニアＩＯＣ理事 ⇒ 日本で

は「お子様ランチ」と称される)もあり、講演会に

参加された皆様にはとても好評でした。 なお、

希望者には先生の最近の著作である「語られな

かった戦後日本外交」と「近代オリンピックのヒ

ローとヒロイン」を特別価格・サイン付きで販売

してもらいました。 

 

第三部懇親会の参加者は 42名（会員 29名・来賓 13名）で、ご来賓として慶應義塾大学理工

学部総務課長栗生氏、東久留米稲門会、西東京三田会、国分寺三田会、所沢三田会、東村山三

田会、更にご講演をして頂いた池井先生にもご出席して頂きました。 大野会長よりご来賓の

皆様へのお礼と共に、東久留米三田会では今後とも全員参加で活動して行きたく地域三田会の

協力を賜りたいと挨拶されました。 佐武副会長の乾杯の発声により始まり、歓談を交え、ご

来賓の皆様よりご挨拶を頂き、同好会（ゴルフ・ウオーキング・美術・お楽しみグルメ）の報

講演会 



<4> 慶應義塾東久留米三田会会報 ＜平成 29 年 7 月 1 日発行＞ 

 

告も行われました。  

しばらくの歓談の後、今年も当会恒例の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、応援指導部の指導により全員で慶應讃歌・丘の上・三色旗の下に・紺碧の空を肩

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、野

崎特別顧問より福沢先生と居合の紹介

を含めた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。 

 

絹野 雄四郎（昭和４３年 工学部卒） 

 

 

 

新役員紹介 

渡邉 修一 君（昭和４８年 法学部卒） 

東久留米三田会に入会したのは３、４年前ですが、リタイア後２年経過し、少しでも皆様の

お役に立てればと思い、お引き受けしました。 

当市に転居して早２８年経過し、すっかり川と緑あふれるこの街が気に入りました。リタイ

ア後、特に用事がないときは、黒目川と落合川近辺の散歩を日課としています。 

趣味は音楽鑑賞と旅行で、国内のほぼすべてのローカル線に乗車している、いわゆる「鉄ちゃ

ん 乗り鉄」です。現役時代、比較的休みが取りにくい仕事でしたので、今は元を取るべく自

由時間を楽しんでおります。 

今後ともよろしくお願いします。 

 

新年会に参加の皆さん 

若き血 
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渡部 寛 君（わたなべ ひろし） （昭和５４年 経済学部卒） 

この度幹事に指名していただきました渡部寛です。子供が自由学園に通った関係で１５年ほ

ど前に中央町に引っ越してきました。落合川の清流を気持ちよさそうに泳ぐ鴨を見た時の感激

は今も忘れません。大学では国際経済商学学生協会（アイセック）に所属していました。４年

生の時は三田祭実行委員会で広告宣伝を担当しました。仕事は銀行で約３０年勤めた後メー

カーに転職、今に至っています。仕事の関係でドイツに１４年住みました。趣味はジョギング

と下手なテニス。音楽を聴いたり、絵を観たりするのも好きです。東久留米三田会の闊達で活

発な活動に感銘を受けています。また役員、先輩の皆さまの献身的な働きに感謝しています。

小生も少しづつでも会のために働き、会員の皆様との交わりを深めていけたらと思っています。

どうぞよろしくお願いします。 

 

投 稿 

心に残る一冊（１１）  
「出家とその弟子」  倉田百三著 

 

今回取り上げた倉田百三の小説「出家とその弟子」は今か

ら１０１前の大正五年に発表された。私は高校生か大学生の

ころ読んだ記憶があるが、今でも忘れられない一冊になって

いる。倉田百三は大正、昭和の初期の初期に活躍した劇作家、

評論家であるが、親鸞の「歎異抄」を繰り返し読んでこれに

惹かれて「出家とその弟子」を書いたとされる。 

六幕の舞台形式になっている戯曲で、親鸞とその弟子たちが、

人間のもつ苦悩が仏教、浄土真宗を背景として展開されてい

る。 

第一幕で親鸞と二人の弟子が日野左衛門のところに雪のた

め一晩の宿泊を求めてくるところからこの劇は始まる。一徹な左衛門は妻お兼の頼みも聞き入

れず親鸞たちの泊りをことわり、親鸞たちは雪の降る家の外で寒い夜を過ごすことになる、し

かし、夢を見た左衛門は考えなおし、明け方に三人を迎へ入れことわった許しをこう。 

第二幕は十五年後にいっきに舞台は進み、左衛門の息子松若は出家して唯円と名乗り親鸞の

弟子になっており、親鸞に可愛いがられている。唯円は「（顔を赤くしながら）恋とはどのよう

なものでございましょうか」と親鸞に聞く。親鸞は「（微笑みながら）ただひとすじにやれ」と

話す。唯円は遊女かえでに恋をしているが、遊女屋に行く金もなく苦悩する。 

第三幕では、唯円は勘当された親鸞の子の善鸞を遊郭に訪ねて、父親鸞に会うように勧める。
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善鸞はかえでと同じ遊女屋の浅香と恋仲になっている。遊女と遊蕩にふける善鸞はことわる。

これを聞いた親鸞は「人生のさびしさは酒や女で癒されるような浅いものではない。多くの弱

い人は淋しい時に酒や女にいくが、益々さびしくなり、魂を荒らされる。そして、不自然な、

険悪な悪い心の有様に陥る。それは無理ないが、本道ではない。強い人はその淋しさを抱きし

めて生きてゆかねばならない」と話す。 

第四幕では唯円とかえでの甘い恋と、善鸞が国に帰ってしまい別れてさびしい遊女浅香が対

称的に書かれている。第五幕ではかえでとの恋に夢中で、寺での修行に身が入らない唯円に先

輩僧がいさめるが唯円は聞かない。親鸞に事の次第が持ち込まれるが、親鸞は先輩僧に唯円を

ゆるすことを求める。親鸞は「善いとか悪いとかいうことはなかなか定められるものではない。

それは仏様の智慧で初めてわかることだよ。親鸞は善悪の二字を総じても存知せぬのじゃ。若

し唯円が悪ければ仏様がお裁きなさるだろう」と僧に話して聞かせる。 

一方、親鸞は唯円には恋と愛には区があり、その区別が見えるようになったのは苦しい経験

からだと親鸞は話す。「恋が互いの運命を傷つけないことはまれなのだ。恋が罪になるのはその

ためだ。聖なる恋は恋人を隣人として愛さねばならない。仏様が衆生を見給うような目で恋人

に対せねばならない。自分のものと思わずに、一人の仏の子として、赤の他人として」と諭す。 

最終の第六幕では、第五幕からさらに十五年後で親鸞は最後の生の時となっている。唯円は

かえでを妻として二人の娘までもうけている。親鸞の息子の善鸞が最後にかけつける。「おまえ

は仏様を信じるか。信じると言ってくれ」とせまられ、善鸞は「わたしの浅ましさ・・・決め

られません」と答える。親鸞は臨終をむかえ、この小説は終わる。 

 

「出家とその弟子」は倉田百三の生涯を決定した代表作で、これまで多くのひとに愛されて

きた。「発行部数と作品生命の長さにおいては、明治以来の文学界でもまれであろう」と評論家

の亀井勝一郎は評価している。私がこの本を読んだ当時（昭和四十年代）、亀井は評価の高い文

芸評論家であった。いま読むと違和感を感じる場面もあるが、読んだ当時、感銘を受けたこと

はよく覚えている。 

「若い時には、若い心で生きてゆくより無いのだ。若さを振りかざして運命に向かうのだよ。

純な青春時代を過ごさない人は深い老年期を持つことはできない」と書かれているが、７０ 

代となった今、この本を読み直してみて、若い時、このように思ったことを思いだした。 

「出家とその弟子」は仏教、浄土真宗の世界を基盤として書かれているが、むしろキリスト

教の世界でもあると感じさせる所もある。特に第五幕での親鸞の言葉に感銘を受け、終章を読

んで心が洗われる人も多いと思われる。今まで多くの本を読んできましたが、「出家とその弟子

たち」は、今でも机の横の本棚に入れている。 

 

副会長 浅羽 芳久（昭和４２年 経済学部卒） 
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高等教育のグローバル化について 

１．日本の大学の現状 

 最近、小学校から英語を必修にする、大学入試試験の英語を 4技能(読む、聞く、話す、書く)

の試験にする、国際バカロレア高校を国内で 200 校まで拡大していく、といった報道がなされ

目にされた方も多いと思います。 

 また大学ではスーパーグローバル大学(慶應義塾大学もトップ型に選定されています)、高校

ではスーパーグローバル高校といった制度ができ、公費がそれぞれの学校に注ぎ込まれていま

す。グローバル化は企業のみではなく学校等にも押し寄せ、スポーツの世界同様に、世界のど

こかで誰かが作った統一基準で評価されランクづけされます。 

 ご存じの通り日本の大学の国際ランクは低下の一途を辿っており、国も危機感を覚えたのか

公費を投入して国際競争力を高めようとしています。3年前に導入されたスーパーグローバル大

学の制度はある意味よくできていて、単なる「グローバル化」といった抽象的な目標ではなく、

トップ型では世界ランク 100位以内(Times Higher Educationと Quacqarelli Simondsのランク)

に 10年以内に入るという、「何を」「いつまでに」と具体的な目標が設定されています。しかも

国が大学に命令しているのではなく、大学側が自主的にこの制度に手を挙げる形になっていま

すので責任は大学側にあります(無理なら最初から手を挙げなければいいだけの話です)。THE

も QSも評価項目や評価基準はすべて公開しており、どの大学もそれぞれの評価項目の点数や順

位を知っています。慶応義塾大学も国から 10年間公費が投入され、平成 30年には QSで、平成

35年には THEで、それぞれ 100位以内に入るという計画書を国に提出しています(各大学の計画

書は web 検索すれば簡単に見ることができますが、どの大学の計画書も抽象的な理念ばかり並

んでおり、とりあえずやっつけ仕事的に作文したのでしょう)。 

 しかし、昨年東大は 3年連続で首位だった THEアジアランキングで 7位(世界ランクは 39位)

となりました。慶應も THEアジアランキングで 100位以下に落ち、世界ランクにいたっては 601

～800 番代、QS では 216 位と世界 100 位以内には程遠いのが現状です。各大学は事前に評価項

目や評価基準、自分の順位を知っていて 10年以内に世界 100位以内になると手を挙げ国からお

金を貰っている訳で、今更評価基準がおかしいとか、そもそも無理だとか言う訳にもいかない

でしょうから、理念ではなく具体的な施策と特に成果が求められています。 

例えば東大が THEのアジアランキングで 7位となったのは、国際性の項目(日本人以外の生徒

比率)がアジア 70 位と大変低いことが原因であることは明白です。したがって国際性のランク

を上げるための具体的施策が求められますし、今後成果を出さなければランクは上がらないで

しょう(今年も 7位でした)。慶應義塾大学も「福澤先生はこう述べた」と理念を語るだけでは、

日本国内はなんとか誤魔化せても世界には通用するものでないことは、世界ランクが如実に物

語っています。 
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２．アメリカの大学の問題点 

 一方で海外の大学の在り方にも問題はあります。海外の大学、特にアメリカの大学は様々な

ランクが付けられる(THEや QS以外にも、食事がおいしいか、寮がきれいか、ドラッグのリスク

等々)ため大学間の競争が激しく、学生集めのため過剰な投資が行われ学費も上昇を続けていま

す。有名大学はキャンパス内に学生寮があり、学生が利用できるスポーツ施設等も充実してい

ますし、少人数教育のため教員も増やさないといけません。大学自体が一つのビジネスのよう

になっており、年間報酬が億を超える学長が出現する一方、当然コストが増加するため学費は

高騰し、以前であれば親の援助と夏休みのバイトでカバーできていた学費を、現在では学資ロー

ンを借りなければ支払えない学生や親が増加しています。卒業時には 1,000 万円以上の借金を

抱えているとか、学資ローン累計額が 1 兆ドルを超え今後第二のサブプライムローン問題にな

る可能性があるとか、民主党の大統領候補者決定の際学費無償化を訴えたサンダース氏が若い

世代から強い支持を集めた等々、様々な問題や現象を生み出しているのも事実です。学生およ

び親の借金により大学が経営されているという状態は、いずれ何らかの調整を誘発するのでは

ないでしょうか。 

私事ですが、一昨年長女がアメリカの私立大学へ応募し合格を頂きましたが、学費・寮費・

医療保険費等で年間約 7～8 万ドルの費用がかかるため進学を断念させました(一般教養習得の

ための費用としては常軌を逸していると思います)。英語での年間所得の証明書、銀行預金の残

高証明書、家計簿等の提出と毎年の費用を支払う意思と能力があるか親のサインが求められ、

あたかも借入のため年収証明や返済計画書や担保を銀行へ提出させられているような感覚に襲

われました。給付型奨学金(返済義務なし)を獲得できればいいのですが、親の所得が低くない

と給付型奨学金を獲得するのは難しく、また奨学金申請をすると合格率が低下します。結局高

額な費用を負担できる家庭と、所得が低く運よく給付型奨学金を獲得できた家庭はいいのです

が、それ以外の親や生徒にとっては大学進学が大変な経済的負担になっています(私のように日

本人であれば日本の大学へ進学しなさいと子供に言えば済みますが)。マスコミは、「最近の若

い世代は留学せず内向きになっている」とよく報道していますが、交換留学等の短期留学は別

にして、本格的に留学するのは経済的に難しい時代になっていることに気づいていないようで

す。 

 

３．最近の動き 

日本の高等教育システムの国際競争力が弱いことが世間に少しずつ知られてきたため(大学

については遊んでいても卒業できることは元々知られていますが)、将来グローバル社会で活躍

したいと考える日本の中高生が海外の一流高校や一流大学へ直接進学するケースが増えてきて

います。数千万円の負担になるにも拘らず一流のボーディングスクールへ中高生の子供を入れ

る家庭もあり、実際に私の周りでも何名かいます。海外の一流大学進学のための塾も東京であ
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れば複数あり、有名中高一貫校であればまだ少数ですが毎年のように海外の一流大学進学者を

輩出するのが当たり前になってきています(とりあえず東大等に入学して、9月から海外へ進学

するため周りからは見えづらいのですが)。 

またグローバル人材育成は日本の大学には期待できないので、直接海外の一流高校・大学へ

優秀な生徒を行かせた方がいいとの判断から民間の給付型奨学金制度が立ち上がってきていま

す(国もトビタテ留学 JAPANという制度をスタートさせていますが、現時点では金額が貧弱なの

であまりあてにはできません)。昨年からユニクロの柳井氏の財団がアメリカの一流大学へ進学

する生徒に対し、年間 7万ドル 4年間合計 28万ドルの給付型奨学金制度をスタートさせていま

す。また今年からはジェイエスシーリクルートメント創業者の田崎氏が、イギリスへの留学 5

年間分(パブリックスクール 2年+大学 3年)計 4,000万円の給付型奨学金制度をスタートさせる

と新聞報道されました(イギリスの大学は 3年制です)。 

日本国内では一昨年軽井沢にインターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢(ISAK)が開

校しました(正式な日本の高校として認可されています)。United World College への加盟申請

も昨年認められ、今年の秋からは校名も UWC ISAK in JAPAN へ変更となり世界中から優秀な生

徒が集まってくることになります。本物のグローバルなボーディングスクールが国内に初めて

出現した訳で、将来海外の一流大学へ進学したい日本の中学生にとっての選択肢が一つ増えま

した。ここに入学すれば英語版国際バカロレアで教育を受けるためアメリカの大学へ応募する

際 TOEFL も SAT も受ける必要はありませんし、国際バカロレアの資格で世界中の大学への進学

資格が得られます(但し学費や寮費等の年間費用は約 4百万円と高額ですが)。 

 

日本の高校・大学がなかなか変革できないでいる間に、このように世の中や親や子供達の意

識と行動は着実に変化しています。日本の若い優秀な層が海外の一流高校・大学へ進学するこ

とは、グローバル化という時代の流れや日本の大学の世界ランクの低さからして当然の動きで

す。東大のアジアランクを見て、今後欧米の大学だけではなく、シンガポール国立大学等東大

よりランクが上のアジアの一流大学へ進学する日本の高校生も当然出てくるでしょう。 

慶應義塾大学も今のままではジリ貧ですので、先導者として世界中の優秀な学生が集う一流

のグローバル大学へと脱皮してもらいたいものですが、世界の一流大学と伍して優秀な生徒を

世界中から集めるためには学生寮の建築や少人数教育の実施、給付型奨学金の拡充等々多くの

施策と、そして当然多額の費用がかかります。従前の常識に囚われずに、また極力生徒や親に

経済的負担をかけずにどのように変革を進めていくのか、今後大きなチャレンジになるでしょ

う。 

金田 政也（昭和５８年 経済学部卒） 
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福澤先生誕生記念会と 
福澤精神の「知行合一」について 

慶應義塾では毎年 1月 10日に、社中一同で創立者福澤諭吉先生の誕生日を祝っています。本

年も 1月 10日（火）に「第 182回福澤先生誕生記念会」が三田キャンパス西校舎ホールで開催

されました。式典は満員の会場にて午前 10時 30分に開会。幼稚舎生による「福澤諭吉ここに在

り」、ワグネル・ソサィエティーによる「日本の誇」の 2曲の合唱に続き、清家塾長から年頭の

挨拶「自分の頭で考える」がありました。 

その後、看護医療学部の山内慶太教授が「福澤先生とスポーツ～体育会 125年に際して～」と

題して記念講演を行い、福澤の毎日の運動習慣に関するエピソードや福澤が自身の教育論の中で

運動を奨励していたこと、義塾の体育会における福澤の影響等を語りました。講演後は、福澤武

君が福澤家を代表して挨拶に立ちました。引き続いて、慶應義塾大学主催「小泉信三賞全国高校

生小論文コンテスト」表彰が行われ、受賞者には塾長から賞状と記念品が手渡されました。式典

終了後、会場を学生食堂ホールに移して「新年名刺交換会」が行われ、和やかな雰囲気の中、新

年の挨拶が交わされました。 

 

福澤先生が再生されて、現代をご覧になられたら、どう思うであろうかを推察してみたいと思

います。武士の魂と「独立自尊」の志をお持ちの先生は、大きな問題と見て驚かれるでしょう。

多分次のように考えられるでしょう。 

第一は、「占領憲法」であります。ＧＨＱのＷＧＩＰで洗脳されていた占領期間中に作られた

憲法は、本来占領期間中の「暫定基本法」でなくてはならないものでした。改正の努力を早急に

すべきです。 

第二は、「日本精神」の存在が軽くなっていることです。教育の問題点の一つの解決策として

は「教育勅語」の現代版が必要でしょう。「日本精神」の振興は、伝統・歴史・神道・仏教・儒

教に基づく徳目の振興であり、「大和魂」の復活に連なるものです。 

第三は、「国防」です。明治時代の「標語」は「富国強兵」「殖産興業」でした。それの実行で

国力を充実し、欧米列強の植民地支配をまぬがれました。日本は、有史以来絶えず独力で国土を

守ってきました。戦後、それが失われています。速やかに憲法を正常化させて、独立で国防が出

来る国にするべきです。しかし現実的には、段階的に同盟強化等をしながら進めるべきでしょう。

真の独立国家となり、「和の国」として、世界の指導者になるべきでしょう。 

現状をみると、暴言のトランプ大統領と狂気の金正恩北朝鮮主席が政権を動かしており、「日

本沈没」を防ぐためには、福澤精神をもって塾旗とＺ旗の旗の下、各員に一層奮励努力すること

が求められています。 

福澤先生誕生記念会の参加者は、田島さん、絹野さん、小澤でした。来年の 1月 10日には、

是非多数ご参加ください。 
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次の本は良書であり、消化して原動力とすべきです。 

①  「いま誇るべき日本人の精神」 著者：加瀬英明 KKベストセラーズ 

②  日月神示と脳科学が解き明かす「身体と脳の取り戻し方」 著者：篠浦伸禎・中矢 

 伸一 （株）徳間書店 

③  日本人への遺書 PARTⅡ「和の国のかたち」 著者：渡部昇一・日下公人 徳間書店 

④  「わたしなら日本をこう守る」 著者：ジェームズ・Ｅ・アワー  ワニブックス 

 

                         小澤 茂（昭和４３年 経済学部卒） 

 

季節の鳥 

画題：カケス（撮影地：小金井公園） 

日本においては全国の平地、山地の森林に生息する。繁殖期は縄張りを形成する。 

食性は雑食で昆虫類が主食だが果実、種子等も食べる。他の小鳥のひなを食べることもある。

また信州・美濃地方では「カシドリ」の異名もありカシ、ナラ、クリの実を地面や樹皮の間等の

一定の場所に蓄える習性がある。冬は木の実が主食となり、蓄えたそれらの実を食べて冬を越す。 

繁殖形態は卵生。マツ、スギなどの樹の上３－１０ｍのところに木の枝を使って皿状の巣を作

る。１腹５－６個の卵を産む。抱卵期間は１６－１７日で、雌雄協同で抱卵する。雛は１７－  

２０日で巣立ちする。 

「ジェー、ジェー」としわが

れた声で鳴く。英語名の『Jay』

はこの鳴き声に由来する。また

他の鳥の鳴き声や物音を真似

するのが巧く、林業のチェーン

ソーや枝打ち、木を倒す時の作

業音を「ジェージェー」の間奏

を入れつつ再現することもあ

る。飼い鳥として人に慣れたも

のは人語の真似までする。 

 

今日は、私の頭の上で、隠したドングリを食べている。 

 

バードウオッチャー 東島 重昭（昭和４４年 経済学部卒） 
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闘 病 之 記 

いつの日か定かではないが、癌の女神に見染められ、当方高齢を楯に平にひらにご容赦を願い

上げましたが、聞き入られずあれよあれよの内に、病名鼻腔癌・扁平上皮癌と診断され、かつ

ては願望であった東京大学の法学部ならぬ耳鼻咽喉科に入院することになり、弥生三月花のこ

ろ名医により患部を根こそぎ切除二週間で無事退院しましたが、思いの外女神の情深く更に四

十五日間三十三回の放射線治療を余儀なくされ現在進行中であります。 

つれづれなるままにひぐらしベッドの上で心に移り行くよし・なし事を五・七・五に落とし

込み、気を紛らわせてきました。 

ご笑読いただければ幸甚でございます。 

                                  南沢  湧水 

 癌告知 負けてたまるか 奮い立つ 

 癌の神 お前にやらぬ この命 

 癌と知り 我を気遣う 妻の顔 

 病室の 窓越し見ゆる さくらかな 

 不忍の 桜みつめて はや十日 

 癌の神 引きづり倒して 袈裟固め 

 この病い 転進転移 得意技 

 この命 五年担保で 今元気 

 我が妻の 気力に勝る 癌はなし 

 大手術 時間と共に 管が減り 

 新入りが 何時のまにか 牢名主 

 我が主治医 神仏超えて たのもしや 

 いつまでも 気にする程の 癌じゃなし 

南 健雄（昭和３６年 法学部卒） 

 

同好会の活動報告 

ウォーキングの会 

２９年春のウォーキングはシティウォークでした。美術

の会と共催で乃木坂の国立新美術館でミュシャ展をみて、

西に下り青山墓地横を通り抜け、根津美術館を右折して表

参道へ出ました。若葉の薫る５月晴れの表参道は、大型連

フクロウの幼鳥 
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休の後の１４日とはいえ、街路樹と商店ビル街と人の波

でごった返す、人工的に作られた小都会をさまよいまし

た。人ごみの中を歩くことに慣れない我々シニア世代に

は大東京の人の多さに目をみはるばかりでした。自然に

囲まれた東久留米を離れて見る都市美も、たまにはいい

のかもしれませんが・・・ 

ミュシャはパリでポスターや挿絵画家、所謂ヌーベル

バーク画家として一世を風靡したにも拘わらず、５０歳

にして祖国のチェコに帰りスラブ民族の文化を云い伝

えるために１７年にわたって古城にこもり「スラブ叙事

詩」を創作したそうです。その動機となったのが、同じ

チェコの作曲家スメタナの「わが祖国」を聴いて感銘を

受けたからのようです。おなじみの「モルダウ」を含む

６曲の連作の交響詩ですが、偶然にも前日ＮＨＫホール

のＮ響の演奏でこの全曲を聴いたばかりでし

た。目と耳の視覚と聴覚からチェコ民族の悲哀

とモルダウ川の美しさを体感しました。 

シティウォークの仕上げは、表参道のクオン

ズでビールで乾杯、イタ飯に舌鼓を打ちながら

の歓談でした。２階のオープンスペースはまた

格別で、しばしの開放感をエンジョイしました。 

 

次回、秋のウォーキングは１１月２６日（日）美術の会と共催の予定です。 

 

ウォーキングの会幹事 力久 俊治（昭和３２年 経済学部卒） 

 

お楽しみグルメの会 

第２回お楽しみグルメの会は、３月８日（水）に日吉台地下壕の見学を行い、昼食をレスト

ラン「Ｑｕｅｅｎ Ａｌｉｃｅ」（クイーン・アリス）」で頂きました。参加者は下記の通り１

０名でした。 

 日吉キャンパスの「まむし谷」に入口がある地下壕は昭和１９年９月から連合艦隊司令部が

置かれた場所で、神風特攻隊の出撃命令や戦艦大和の沖縄特攻命令などが発信された場所です。 

「日吉台地下壕保存の会」のボランティアの方々に説明して頂きましたが、電信室のすぐ隣
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に暗号室が続いている場所で、「普通の電文は暗号化されていて電信室のスタッフは内容がわか

らないわけですが、特攻機の攻撃の際は、これから突っ込むというときに無線通信がオンになっ

て「ツー」という長音が入ってきます。その「ツー」が消えた時は特攻機が突っ込んだか撃墜

された時で、乗員の命が消えたことを意味します。解読するまでもなく、状況は電信室でわか

るわけです」など、リアルな話を聴きました。 

 昼食の会場は日吉駅からキャンパス側の道路を越えてすぐの「慶応義塾日吉協生館」２階で

したが、料理だけでなく素敵なデザートが印象に残るお店でした。 

 参加者は田島正延幹事長以下、（敬称略で）樋川紘一、浅羽芳久、川鍋弘、南健雄、金田政也、

金森悟、金田梨奈・森田礼奈(塾生、政治学科)、貫隆夫の１０名でした。 

貫 隆夫（昭和３７年 商学部卒） 

                         

美術の会 

平成２９年５月１４日（日）は六本木の国立新美術館を訪れました。１０時の開館と同時に

到着したのですが、混んでいて入館まで３０分ほどかかりました。 

ミュシャの描いた縦横５～６ｍくらいの

壁画風のスラヴ叙事詩は大きくて混雑して

いてもよく見られました。パステル調の薄い

色の民族主義的な絵はチェコの苦難の歴史

を考えさせるものでした。そして奥の一画に

はミュシャがパリでオペラの宣伝用に描い

たポスターがたくさん展示してあり、こちら

も大人気でした。１９世紀末から２０世紀初

頭のセンスが輝いていたので、若い女性客も多かったように感じました。 

 観覧後は美術館から表参道まで歩きイタリアンレストランＱｕｏｎｓにてビールとピザをお

つまみとしてミュシャやチェコや美術の話に花が咲きました。 

 参加者は、貫さんご夫妻、川鍋さん、力久さん、佐武さん、種田さん、渡辺さん、日下さん、

クイーン・アリスガーデンテラス日吉レスト

ラン 

日吉台地下壕保存の会の見学会に参加 
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野崎でした。 

 次回は、７月３０日（日）正午より、野崎の畑にてブルーベリー摘みとＢＢＱパーティを予

定しています。どなたでも自由に参加できます。参加費１，５００円（ブルーベリー１ｋｇと

ＢＢＱ材料代） 

・今後の予定 

  ７月３０日（日） 正午よりブルーベリー摘みとＢＢＱパーティ 

  １１月２６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２９年４月１２日（水）飯能グリーンＣ．Ｃ． 晴れ・気温２１度・午後に風強い 

第６０回を迎え、万朶の桜樹を愛でつつプレーを楽しみました。 

参加の方々は、川鍋、佐武、齋藤、樋川、山本、坪山、種田、北川、田島の皆さんです。 

上位成績者は次の通りです。（敬称略） 

優勝 佐武  昇 グロス ９１ （４６，４５） ＨＣ１５．６ ネット ７５．４ 

２位 山本 好実    １０４ （５５，４９）   ２７．６     ７６．４ 

３位 田島 正延     ９６ （４９，４７）   １８．０     ７８．０ 

  

（２）平成２９年６月６日（火） 越生Ｇ．Ｃ． 曇りのち晴れ・気温２４度・心地よい風。 

  第２７回ＫＷ合同ゴルフ会（三田会が当番幹事）に参加いたしました。 

 翌日に梅雨入りの報道でしたが、さわやかなゴルフ日和にめぐまれました。 

 参加は、川鍋、佐武、齋藤、山本、坪山、種田、田島の皆さんです。 

 上位成績者は次の通りです。（敬称略） 

  優勝 小野 泰右（Ｗ） グロス ９７  ＨＤ ２２．８ ネット ７４．２ 

  ２位 東海 俊孝（Ｗ）    １０１     ２６．４     ７４．６ 

  ３位 田島 正延（Ｋ）    １００     ２５．２     ７４．８ 

  

 団体戦の結果（ＫＷそれぞれネット上位６名の合計による勝敗） 

  三田会 ４６７．２（田島 74.8、種田 76.6、坪山 77.6，佐武 77.8，山本 79.6，川鍋 80.8） 

   稲門会  ４５５．８（小野 74.2、東海 74.6、金子 75.8、田 76.0、上原 76.2、清水 79.0） 

 Ｋの１３勝１２敗（１回中止）で迎えた第２７回でしたが１３敗目となってしまいました。

次回から新たな挑戦となりますのでご協力ください。 
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２． 開催予定です 

９月１２日（火） 飯能グリーンＣ．Ｃ． での開催を計画しております。 

３組を予定していますので奮ってご参加ください。 

詳細については別途、ゴルフの会会員へメールにて連絡いたします。 

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 

前会報（第３８号）でお知らせしました様

に、パソコン同好会は一昨年５月に第１回が

行われてから、毎月末これまで休みなく開催

されまして今６月２９日の会で２６回の会を

実施することが出来ました。 

講師は岡田さんですが、滝山在住で小平で

も教えておられるパソコン指導のベテランで、

毎回の教材の準備や教える指導方法も丁寧で

受講生にも好評の方です。 

これまでワードでの案内状づくりやエクセルでの表計算などを学習して、先月の５月の会で

はデジタル「写真」の整理が行われ、パソコンの新しいホルダーを作成しました。また、同時

にデジタル写真の加工も行うことができましたが、会を重ねるごとに参加者のレベルも向上し

て、実践にて役立っているとの報告も受けています。 

学習、実践が向上のカギの様に思われるこの頃です。 

副会長 浅羽 芳久（昭和４２年 経済学部卒） 

ＫＷゴルフ会に参加の皆さん 
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近隣三田会等への参加報告 
〇東村山三田会の総会・懇親会 

平成２９年４月１５日（土）東村山サンパネル「コンベンションホール」にて東村山三田会

の第３回定期総会と懇親会が開催され、東久留米三田会から田島、大野の両名が参加いたしました。 

 懇親会に先立ち、ソプラノ上野菜摘、ピアノ上野亜衣姉妹による演奏会が開催され、演奏会

の最後には東村山三田会会員でワグネルオーケストラＯＢの紿田俊哉氏のヴァイオリンも加わ

り、大いに楽しんだところで、懇親会が始まりました。 

 当会以外では、東村山稲門会、国分寺三田会、所沢三田会、西東京三田会が参加をしており、

懇親会では新会員の紹介があり大いに盛り上がったところで、東村山稲門会に敬意を表し、早

稲田大学応援歌「紺碧の空」でエールを交換し、最後は全員で肩を組み「若き血」を高らかに

歌い散会となりました。 

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２９年４月２３日（日）成美教育文化会館で第２３回総会の後、講演会と懇親会が開催

され、当会から大野貴志夫、田島正延の２名が参加致しました。 

講演会は「認知症の時代を生きる」と題して、東京都健康長寿医療センター元副所長、高橋

龍太郎氏による講演でした。講演では、「認知症は現代病である。予防は不可能との見方も根強

いが、むしろ不安になる私達の心に課題がある。予防のためには食事・運動・脳を使うこと。

そしてこの病でなく症は、発症が減少しているとの米国報告もある」とのお話であった。 

続いて懇親会に入り、新会長の高橋哲男氏（５０年政経卒）の挨拶、新役員の紹介もあった。

近隣稲門会、東久留米三田会の参加で６３名が集い、楽しい雰囲気の中「若き血」のエール交

換を頂き、最後は全員で「都の西北」を歌い上げ散会となりました。 

                     幹事長 田島 正延（昭和４４年 法学部卒） 

 

〇西東京三田会の創立３０周年記念行事 

平成２９年５月２０日（土）コール田無にて西東京三田会創立３０周年記念行事が開催され、

東久留米三田会から田島、大野の２名が参加し、当会以外では、西東京稲門会、小平三田会、

東村山三田会が参加していました。 

記念行事では丸山西東京市長の挨拶の後､高柳多摩六都科学館館長の｢地球文明の未来｣と題

する講演及びチームアルフォンソ近藤晃司・真豊子兄妹のピアノエンターティンメントが行われました。 

懇親会では、平成卒業の新会員の紹介があり、西東京稲門会とのエールの交換、応援指導部・

チアリーダーのパフォーマンスで大いに盛り上がり、最後に全員で輪になり肩を組み「若き血」
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を高らかに歌い閉会となりました。 

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 

所沢三田会定例総会が平成２９年６月４日（日）市民文化センターミューズで開催され、大

野会長と浅羽の二名が出席しました。今回、竹下会長が退任されて大出副会長が新たに選任さ

れたとの報告がなされ、副会長に稲村洋二さんが就任されました。 

総会後に講演会が行われ、大学環境情報学部准教授の加藤貴昭氏から「スポーツ競技者の知

覚―運動スキル」と題し、スポーツにおける知覚、特に眼球運動、身体運動、脳の熟達化につ

いて解説がありました。スポーツにおける上達のための秘訣の一部の紹介だと感じました。 

講演された加藤准教授は、大学時代は体育会野球部では主将を務め、卒業後に渡米しＭＬＢ

シカゴ・カブス傘下のマイナーリーグにて二年間プレーされました。野球部では高木大成元プ

ロ野球選手（西武ライオンズ）が一年先輩、高橋由伸巨人監督が一年後輩にあたると紹介があ

り、プロ野球の裏話の紹介もありました。 

今回は各同好会の報告はありませんでしたが、和気あいあいの雰囲気で進行し、若手の甲田

さんのエールで「若き血」を皆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） 

 

〇国分寺三田会の創立１５周年記念講演会・懇親会 

平成２９年６月１１日（日）国分寺駅ビル８階Ｌホールで２００名（三田会１３０名・市民

７０名）が参集し国分寺三田会創立１５周年記念講演会を行い、当会から大野貴志夫、力久俊

治、野崎陽一、田島正延の４名が講演会に、懇親会に大野、田島が参加した。 

講演会は、前駐米大使、日米協会会長の藤崎一郎氏（慶應普通部・高校・経済学部在学中に

外務公務員試験合格・伊藤博文氏の玄孫）による「トランプ政権～アメリカをどこへ」という

演題で話をされた。米国第一主義をスローガンに、米国内で忘れられた人々の意見を取り入れ

て大統領選に勝利したが、得票数ではクリントン氏が２５０万票上回る結果だった。理由は接

戦３州で４６選挙人がトランプ氏に流れ３０６人対２３２人となってしまった事だ。オバマ政

権と真逆な発言をして目立ったが、最近は駆け引きなのか元に戻ったような結果となっている。

安倍総理はいち早く会いに行き、アジアで一番安定した国、日本の立場を説明し理解を得られ

た事は大変良かった。今や日米関係に変化はなく、日本としてはジタバタする必要はないといっ

た内容であった。 

懇親会は、来賓２０名を含１００名の規模で渡邊会長挨拶、塩井副会長乾杯で始まり、和や

かな雰囲気の中最後に皆で肩を組み「若き血」を熱唱してお開きとなった。 

                     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 

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３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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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できます。 

 

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

 

 

 


