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新年会のお知らせ  

平成３０年２月に東久留米三田会の新年会を下記の通り行います。前回と同様に、新年会の

前に第５回目の「銀杏寄席」を行います。新年会の企画としては、過日９月コンサートで大盛

況でありました 70 年の歴史ある「慶應義塾大学ライト・ミュージック・ソサイェティ」による

コンボスタイルのミニジャズコンサートを予定しています。コンボジャズは、ベース、ピアノ、

ドラムといったリズム楽器とサックスやトランペットなどのフロント楽器からなる 4~6 人の小

編成で演奏されるジャズです。スタンダードナンバーの「星に願いを」や「いつか王子様が」

などの曲なども期待されます。ご家族の方もご一緒に、落語会に参加されて、続けて新年会に

もご参加されたら、また新しい楽しい思い出が出来ることと思います。大勢の皆様のご参加を

お待ちしております。 

 

  日 時：平成３０年２月３日（土）  午後４時４０分 ～午後６時４０分 

  場 所：成美教育文化会館 ３階大研修室（東久留米市東本町 8-14 ℡ 042-471-6600） 

  参加費：4,000 円 

（平成元年以降卒業者：3,000 円、ご家族：3,000 円、但し中学生以下は無料） 

 

 

第５回「銀杏
いちょう

寄席
よ せ

 駒与志社中 落語会」のお知らせ 
日 時：平成３０年２月３日(土)開場 午後１時３０分、開演 午後２時から４時１５分 

場 所：成美教育文化会館 1 階ギャラリー パイプ椅子 100 脚 

木戸銭：一般 500 円  （新年会出席の方は無料） 

 

 駒与志社中とは、当会会員で弁護士の菅原貴与志君（昭和５４年 法学部卒、芸名 金原亭

駒与志）の社中で 慶應落研ＯＢ・ＯＧ中心に実績あるボランティア団体です。 銀杏は、東

久留米市の木でもあり、日吉の銀杏並木で慶應とも縁があり「銀杏寄席」としています。 

 出演者は５名を予定しています。前回同様にひと時の至福の時間をお楽しみ下さい。大勢の

皆様のご来場をお待ちしております。 
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＊ 新年会及び落語会の出欠席につきましては、メール、お電話にて１月１０日（火）までに  

ご連絡を お願いします。特に初参加の方のご連絡宜しくお願い申し上げます。 

 

連絡先： 副会長  佐武 昇    ﾒｰﾙ n-satake@yk9.so-net.ne.jp  電話 042-475-0409 

副幹事長 遠藤 良治 ﾒｰﾙ y-endo@ozzio.jp          携帯  090-8584-3201 

 

来年度総会のお知らせ 

 第１６回定期総会の日程が決まりましたので ご連絡いたします。 

日  時 ：平成３０年４月２１日（土） 午後１時３０分～ 

場  所 ：成美教育文化会館   

講演会講師：慶應義塾大学理工学部名誉教授 安西裕一郎 元塾長 

（詳細は次号にてお知らせいたします） 

 

ビッグバンドジャズコンサートのご報告 

東久留米三田会主催のコンサートが、９月９日（日）生涯学習センターまろにえホールで催

されました。今回は「ビッグバンドジャズコンサートｉｎ東久留米」と題して、慶應義塾大学

ライト・ミュージック・ソサイエティ（以下「ライト」と略す）を招いての開催です。「ライト」

は今年で３年連続、山野ビッグバンドジャズコンサートで最優秀賞を獲得しており、演奏に期

待がもたれます。ちょうど市内では珍しく３日連続でジャズの催しが開かれている最中で、そ

れもあってか、ジャズファンも含めて客席の入りはよく、文字通りの満席となりました。 

今回の「ライト」のメンバーは楽器担当の他

ヴォーカル、ＭＣ、スタッフを含めて２４名、

ステージは２部構成です。まず、Dinner with 

Friends で始まり、おなじみの「Ａ列車で行こ

う」を異なった二つのスタイルで披露するなど

変化にとんだ８曲を聞かせました。休憩をはさ

んでの第２部はＩ`ll Never Ｓmile Ａgain 

に続いて「ライト」のＯＢである大野雄二の曲「ルパン三世」、カウン

ト・ベイシーの Easy Money、ガーシュインの A Foggy Day 等８曲のあ

とアンコールの In  the  Mellow  Tone でコンサートの幕を閉じまし

た。どの曲もトランペット、サックス、トロンボーン、ドラムスなどの

ソロはさすがに達者で、聞きごたえがありました。来場のジャズファン
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も魅了されたことと思います。 終了後の懇親会の話では、

「ライト」を構成しているのは現役の慶大生ばかりでなく、

ＯＢもいれば、ある一定の人数枠で他の大学の学生も加わっ

ているそうです。それがあの「ライト」のサウンドを生み出

しているのでしょうか。国際色ならぬ学際色のあるサークル

もなかなかいいものだと感じました。 

さて今回のコンサート、ジャズファンには十分楽しんでもらえたようで、よそ

の三田会からのお客様等から「プロ並みの迫力に驚いた」「選曲がよかった」な

どの感想がよせられましたが、一方で「『Ａ列車で行こう』の他は知らない曲ば

かりだった」「もっとなじみのあるスタンダートの曲にしてほしかった」「老若男

女が楽しめる選曲ではなかった」等々の意見もあったことを 

書き添えておきます。今後の課題として参考にしていきたいと思います。 

石井 八栄子（昭和４１年 文学部卒） 
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投 稿 

心に残る一冊(１２) 

「方丈記」鴨 長明著 

「行く河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、 

かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例（ためし）

なし。世の中にある、人と住みかと、またかくのごとし」

方丈記の冒頭のこの文は、誰でも今までどこかで読んだり

したと思われる。この世に存在するいかなるものも一つの

同じ状態でいることはなく、自然も人事も万物は必ず流転

してゆく。無常、すなわち常なるものはないというのが、

その宿命だと鴨長明は言っている。 

方丈記は鎌倉時代前期の建暦二年（1212）に鴨長明が、６

２歳で死去する四年前に書かれた。最近、ふたたび方丈記

が読まれることが多くなり、数年前に東京で「方丈記」展

も開催された。なぜであろうか。それは東日本を襲った大

震災とも関係がある。 

 

鴨長明は京都下鴨神社の氏神を祖とする家に生まれたが、神社は京都葵祭で有名な大社でも

あり、宮司をつとめていた。しかし、１８歳の時、父を失ったことで神職の後任争いに敗れ、

また家督相続争いにも敗れたことで屋敷を追放されてしまった。この時期に天変地異が京都の

地を襲い長明を心理的な痛手と物理的な打撃が彼を襲った。この矛盾が彼を「無常観」へと変

化させ、長明の人生観を一変させてしまった。 

 

長明の人生は波乱に満ちていたが、芸術の才能も平凡ではなかった。優れた歌人でもあり、

琵琶の名手でもあった。恵まれた才能を持ちながらも、京都の街中を離れて終の棲家を日野（京

都市伏見区）に定めて、そこに方丈（一丈四方）の庵を建てて移り住んだ。方丈記は「無常観」

中心とする長明の人生観を述べている短編ではあるが、最近、再度読まれている理由は無常観

のためばかりではない。 

 

方丈記には、安元三年（1177）の火災、治承四年（1180）の竜巻、養和年間（1181-82）飢饉

と元暦（1185）の地震が書かれている。これらの天災は東日本を襲った地震、津波を思い起こ

させるものとなっている。時代を経ても自然災害は繰返されているのである。 
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この内、元暦の大地震については次のように書かれている。「また、同じころであったか、例

を見ないすさまじい地震の起こったことがあった。それも並大抵の地震ではない。山は崩れて

河を埋め、海は傾いて陸を水びたしにした。大地は裂け、水が湧きだし、巌石は割れて谷にこ

ろげ落ちた。浜近くを漕ぐ船は波に翻弄され、道行く馬は足の立て所に迷う。都のあたりは、

一つとして寺の塔も被害を受けなかったところはない。あるいは崩れ、あるいは倒れた。地面

から塵や灰がたちのぼるさまは、まるで盛んな煙が上っていくかのようだ。大地の揺れ動く音、

家の壊れる音は、まさに雷が鳴るのと変わらない。家の中にいれば、たちまち押し潰されそう

になる。外に走り出れば、地面が割れ、裂ける。といって羽がないから空を飛ぶわけにもいか

ない。竜ならば雲に乗って逃れることもできるだろうが。何であれ、恐ろしいことの最も恐ろ

しいのは、まさに地震であると思い知らされたのであった」（中野孝次、方丈記現代語訳）これ

は、東日本大地震を思いださせる内容でもあり、鴨長明は「無常観」をこうした自然の天変地

異の中からも感じたのである。 

 

方丈記は、この世は常なるものはなく、すべては時の中でうつろい、滅び、消え、また生ま

れ成長していく因果の中にあることを述べているが、人の存在も自然と運命のもとに脆くはか

ないものであるとも言っている。一度、読まれることをお勧めします。 

 

副会長 浅羽 芳久（昭和４２年 経済学部卒） 

 

同好会の活動報告・予告 

お楽しみグルメの会 

第３回お楽しみグルメの会のは、平成２９年７月２２日（土）に会員７名が参加、日本橋三

丁目老舗蕎麦屋の「藪伊豆総本店」に行った。そこの店主、野川氏（５２年慶應卒）の「蕎麦

と江戸文化」の話を聞いて、「柳家三語楼」真

打の落語を楽しんだ後、蕎麦「おアトもよろ

しくセット」で楽しんだ。 

先ず、店主から歌川広重「東都名所高輪二

十六夜待遊興之図」（１８４１年頃）が配付さ

れ、蕎麦、寿司、天婦羅等の屋台のファース

トフードの発祥した理由とか、当時の蕎麦屋

のお品書きと値段、江戸っ子、江戸野菜等の

楽しい解説があった。 

フクロウの幼鳥 
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三語楼と蕎麦の会は、３時半から５時半。柳家三語楼師匠は、昭和５０年生まれで３年前に

真打昇進「四代目・三語楼」を襲名した若手ホープだ。落語は「ろくろ首」「不動坊」ほか３席、

我ら７名は最前列砂被りの指定席で十二分に楽しんだ。話の枕で使った豊田議員の「ハ

ゲー！！」では佐武さんがいち早く反応して一同大爆笑の一コマもあった。７時に店を出て種

田さん推奨の「熈代勝覧」（きだいしょうらん）（２００年前の日本橋三越周辺の８８店・行き

交う１６７１人・屋台・動物の絵巻物の複製）を眺めて、江戸の町人気分にまた慕ってから帰

路についた。 

幹事長 田島 正延 （昭和４４年 法学部卒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美術の会 

  平成２９年７月３０日（日）に恒例のブルーベリー摘みとＢＢＱパーティを行いました。 

正午よりブルーベリー畑にてティフブルー種の実を味見しながら摘み取り

ました。その後、野崎の庭にてＢＢＱと焼きそばをつつきながらビール等

を飲み懇親を深めました。所沢三田会の竹下元会長さんも参加され、賑や

かな会となりました。曇り空のため暑さが和らぎ、過ごしやすい日でした。 

今年は４月の寒さで昆虫が少なく、授粉が不十分だったようで実の数が

少なく、空梅雨で実の太り方が遅れましたが、皆さん１㎏以上十分に摘ん

だようです。来年の予定は平成３０年７月２９日（日）です。 
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・美術の会の今後の予定 

本年 １１月２６日（日）ウォーキングの会と共同で両国の北斎美術館と旧安田庭園の散

策を予定しています。 

  次回の予定は 平成３０年２月２５日（日）午後２時集合 鑑賞先未定 

美術の会幹事 野崎 陽一（昭和４７年 経済学部卒） 

 

パソコン同好会 

パソコン同好会は、平成２７年の５月２９日の第一回開催から毎月末中心に開催してきまし

たが、今年の 11月２４日実施で３１回目の実施となりました。三田会からの参加者の他に数名

の三田会会員でない地元の方も参加されて地元貢献もしています。 

ワード、エクセル中心の案内状などのタイトルや表、説明文の挿入、作成などで繰り返しの

中に新しいことの追加が中心となっています。 

９月の会では「Excel Art」入門の講義が、岡田講師からあり「エクセル」を使って絵を描く

ことを習いました。これはワードではできない大きな絵を描くことや色付けが出来ることがわ

かりました。驚きと共に新しい発見でした。 

このように、基礎の積み重ねの上の新しい情報を組み入れることで、パソコン技術の進歩が

あるように思います。 

パソコンに自信のある方も参考になりますので、ぜひ参加下さい。 

                    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。 

平成２９年９月１２日（火）飯能グリーンＣ．Ｃ． 曇り一時雨、夕方晴れ・気温２６度。 

未明まで雨で開催を心配しましたが、西東

京三田会から３名のご参加をいただき１

１名にて第６１回ゴルフ会を楽しみまし

た。 

・参加メンバー次のとおりです。（敬称略）  

智田、田野倉、小堀（以上西東京三田会）、

川鍋、佐武、齋藤、山本、種田、山田、

田島、坪山。 

 

・上位成績者は次の通りです。（敬称略） 

優勝 坪山 昭夫 グロス 97 （47,50） HC22.8 ネット 74.2 

2位  佐武 昇      96 （47,49）    21.6     74.4 

     3位 田野倉 克郎   107  (54,53)     32.4         74.6 

      4位 小堀 洋嗣    106  (56,50)     30.0         76.0 

    5位 齋藤 正幸        104  (52,54)     28.8         77.2 
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・ＮＰ賞は全ショートホールに設定しています。通常は３～４人の受賞者が出ていました

が、今回は残念ながら天候などの事情もあり１件のみの発生に止まりました。 

 

２．開催予定です 

第２８回三田・稲門会合同ゴルフ会を１１月２４日（金）、熊谷ゴルフクラブにて開催で

す。両会１３勝の五分の対戦成績となっていますが、最近は当方の連敗続きです。 

過去の「栄光の連勝」とはいきませんが、そろそろ一矢報いたいものですね。 

 

              ゴルフの会幹事 坪山 昭夫（昭和３９年 法律学科卒） 

 

 

 

 

近隣三田会等への参加報告 
〇国分寺三田会の定期総会・講演会・懇親会 

平成２９年９月２４日（日）国分寺駅ビル８階Ｌホールで３時より国分寺三田会第１６回定

期総会・講演会・懇親会が開催され大野会長、田島が出席した。国分寺三田会は会員数１８１

名（市内１１１名・市外７０名）で１４の分科会があり大変活発な三田会となっています。今

回は、１５年間を振り返り年次活動記録の小誌を作成し、設立２０周年に向けての決意報告が

あった。来賓挨拶では塾員センター蠣崎部長が、新塾長、医学部寄付事業、旧図書館耐震工事

等のお話をされた。 

講演会は、徳川水戸家第１５代当主夫人、徳川眞木氏（５８年経済卒・ミュージアム館長）

が「徳川家を語る」と題して今年で設立５０周年となる公益財団法人徳川ミュージアムの内容・

歴史を話された。家康公の遺品を含む徳川家ゆかりの品約３万点、歴史的・芸術的にも価値の

高い品々をコレクションした水戸市のミュージアムに足を運んで下さいとの事でした。 

懇親会は来賓１２名を含め１００名が参加、１４の分科会活動の紹介等があり和やかな雰囲気

の中、平林幹事長のリードで「慶應讃歌」「若き血」を皆で肩を組み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報告 

自然科学に親しむ会の協力で平成２２年から始まった夏休み理科実験工作教室の第８回目を

今年も平成２９年８月５日（土）、６日（日）に開催しました。テーマは「偏光板万華鏡を作

ろう」とし、偏光板の特性を調べる実験をしたあと、偏光板とガラス球を使った偏光板万華鏡

の工作をしました。 

今年も、東久留米市立第九小学校のご

厚意により、昨年に引き続き早くから同

校の視聴覚教室を３日間お借りできる約

束を頂きましたので、公募期間を２か月

以上とれました。お陰で多くの応募者が

ありました。 

今回の概要をご報告します。 

 

１．応募者の状況 

1) 応募者数；９０名（昨年は９４名） 

2) 受講者数；８７名（途中取り消し及び当日欠席；３名）（昨年の受講者数は８８名） 

 ５月３１日（水）に東久留米市内の１３の小学校を回って、４年生以上を対象にした夏休み

理科実験工作教室の開催通知（約３０００枚）を配りました。その結果、１０日経過したとき

の応募が昨年は６２名の応募があったのに、今年は３６名と応募者の数の伸びがよくありませ

んでした。そこで６月２６日（月）に、対象者の幅を３年生も加えて公募（開催通知約1000枚）

した結果、最終的には昨年とほぼ同じ人数の応募がありました。 

 

２．応募者分析 

1）学年別分布（ ）は昨年の人数 

3年生：26名、4年生：18名（36名）、5年生：17名（23名）、6年生：17名（9名）、 

中学生：0名（2名）、保護者及び大人：9名（18名） 

2)  学校区別分布（人数は保護者や大人を含み、学校区は応募者の住所から割り出しました。） 

第一小：10名（5名）、第二小：0名（2名）、第三小：8名（9名）、第五小：11名（9名）、 

第六小：6名（7名）、第七小：10名（16名）､第九小：12名（11名）､第十小：5名（9名）、 

神宝小：2名（3名）、小山小：6名（7名）、本村小：2名（1名）、下里小：1名（3名）、 

南町小：9名（0名）、市外：4名（6名）。 
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同じく自然科学に親しむ会の協力を得て、本村小学校で８月２日に４年生以上３０名を

対象にした光の三原色混合器の工作をテーマにした科学塾を開催しました。 

 

3)  曜日別参加状況 

土曜日 午前：31名（26名）、午後：30名（19名） 

日曜日 午前：13名（24名）、午後：13名（19名） 

  

３．来年の予定 

 テーマは未定ですが、来年も夏休み理科実験教室を東久留米市内の１３校全ての小学校の

４年生以上を対象に案内し、８月の第１土曜日（４日）、第１日曜日（５日）に行う予定で

す。会場は今年と同じ第九小学校の視聴覚教室です。 

尚、今年から本村小学校の科学塾の活動を自然科学に親しむ会の応援をできるだけ少なく

して、東久留米三田会の活動にしました。日にちは未定ですが来年も本村小学校で科学塾の

開催を依頼されています。  

 

副会長 佐武 昇（昭和３６年 工学部卒） 

 

 

 

会員動向 
（敬称略） 

退会 

 －小林 要  （昭和１６年 経済学部卒） 

  

訃報 

東久留米三田会の田島幹事長が１１月１４日に急逝されました。 

心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

なお、佐武副会長が幹事長代理を兼務することになりました。 
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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。 

 

 

＜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： 副会長 佐武 昇    ﾒｰﾙ n-satake@yk9.so-net.ne.jp  電話 042-475-0409 

 

 

＜「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/ 

 

 


