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恒例 秋のコンサート開催のお知らせ 

～さわやかな秋の吹奏楽 ｉｎ 東久留米～ 
 

本年度の演奏会は、平成２２年に続いて２回目となります慶應義塾大学ウインドアンサンブルの

公演となります。 

慶應義塾大学ウインドアンサンブルは、吹奏楽のサークルで、金管楽器、木管楽器を中心とした

演奏で、交響曲から映画音楽まで、多彩なレパートリーを有します。 

さわやかな初秋の午後を吹奏楽でお楽しみください。 

 日 時 ：平成３０年９月２９日（土） 午後２時 開演予定 

 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 

 公 演 ：慶應義塾大学ウインドアンサンブル 

 入場料 ：1,000円（全席自由席） 

 演奏曲目（予定）：  

● 三日月の舞 / 松田彬人 

● アルメニアン・ダンス パート 1 / Ａ．リード 

● ディープ・パープル・メドレー  / 佐橋俊彦 編 

● リトル・マーメイド・メドレー / 星出尚志 編 

● ジャパニーズ・グラフィティ XV アニメヒロインメドレー / 星出尚志 編 ほか 

 

副幹事長 平石 佳之（平成１年 医学研究科博士課程単位取得退学） 
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第１６回総会・講演会報告 

暑い日が続きますが、今年も恒例の東久留米三田会１６回総会が平成３０年４月２１日（土）

に、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。 

 第一部総会は佐武幹事長の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２９年度活動報

告や決算報告、平成３０年度活動計画や予算案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、副会長の佐武 昇君（昭和３６年卒）が幹事長を兼務さ

れることになり、新たな幹事には前澤 潤君（昭和５１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塾員センター部長の小島氏より、ご挨拶と共に最近

の慶應義塾に関し、ご報告して頂きました。 

・１８５８年 （安政５年）江戸築地鉄砲洲に小さな蘭学塾として誕生し、１６０年 

・１８６８年 （慶応４年）慶應義塾と命名し、 １５０年 

・医学部開設１００年を向かえ、記念事業の柱である、大学病院 新病院棟（１号館）は     

５月７日（月）にオープン。 

 ・体育会も１２５年を向かえ４３部となり、オリンピックにも１３３名出場。  

 

 第二部講演会は、日本学術振興会理事長（元慶應義塾長）安西祐一郎氏をお招きし、「ＡＩ（人

工知能）の時代に向けたこれからの教育」という演題でご講演して頂きました。 最近の関心

の高いテーマでもあり、会場も聴衆１００名で満席となりました。  

 冒頭、安西先生より佐武幹事長が慶応でのラグビー部の先輩で、講演会で話してほしいとの依

頼があり、先輩の依頼が何

よりも優先との理由で、今

回東久留米市で話すこと

になったと紹介されまし

た。 また、本の執筆も多

く「教育が日本をひらく」

「問題解決の心理学」「未

来を先導する大学」等々が

あります。 

 ＜講演内容の要約とポイント…＞ 

社会は様々な点で変化している 

 ・1989 ベルリンの壁崩壊 1991 経済バブル崩壊 1995 インターネット・携帯商用化  
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・18歳人口減と進学率等の変化…… 高卒での就職の減少 33年頃より更に減少 

  ・1990年代前半が日本の分岐点…… 生産性…日本横ばい、米国逆転 

イノベーションのあり方が大変化 ⇒ オープン・イノベーション 

  イノベーション：「技術革新」オープン・、誰でも基礎研究や応用開発に参入できる   

 ・費用が膨大 H28例 (単位;億円) 日本（ 民間：3,047）米国（民間：55,900）  

 ・各種の予測がある WEF GCAによる 2025年技術予測等 

 ・雇用が減少していく仕事と重視されていく仕事がある 

 人口知能の波……2010年代（第三次人工知能ブーム） 

人工知能、人間の脳の知的な作業をコンピュータで模倣したソフトウェアやシステム 

   ・人口知能技術戦略会議（2016.4発足）研究開発目標と産業化ロードマップ作製  

社会の変化と教育改革 （明治、戦後、現在―３度の教育転換期） 

 ☆経済・雇用、また社会・政治・安全保障・医療・科学技術等、２０世紀とはまったく 

異なる時代がひらけている⇒2020年代にかけて、特に高等学校教育と大学教育を、 

未来を生きる子供たちのための「新しい学び」に転換  

☆これからの人材とスキル⇒自分がワクワクすることを仕事にして他者に貢献する力 

 ☆１０年後の教育のあり方⇒「立国は人なり」、2045年の日本と世界に通用する 

 ☆特に必要なになるものは⇒楽しく学ぶこと、楽しく学べる場を創ること 

 ☆高大接続改革の重要性⇒2019年から「高大接続改革」を開始  

受け身教育の終わり→能動的学びへ転換 ⇒ 教育改革進行中 2019-2024 2024-  

＜以上＞ 

講演会に参加された皆様より、講演資料も事前に

配布され、先生の説明もとても丁寧でわかりやすく、

よく理解できたと好評でした。 更に後日、AI は

奥深いテーマであり、今後も自分なりに勉強したい、

また、これからなるべく長生きし AI で世の中がど

う変わるか自分の眼で確かめてみたいと言われる

方々もいられ、とても有意義な講演会となりました。  

 

 第三部懇親会の参加者は 39名（来賓；12名、役員；17名、会員；10名）で、ご来賓として

慶應義塾塾員センター部長小島氏、東久留米稲門会、西東京三田会、国分寺三田会、所沢三田

会、更にご講演をして頂いた安西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佐武幹事長のもと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がありました。 浅羽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・パソコ
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ン）の報告も行いました。  

しばらくの歓談の後、今年も当会恒例のチアリーダー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・三色旗の下に・丘の上・若き血を肩を組み元気

に歌い、明るく和やかな楽しいひと時を過ごしました。 

最後は佐藤特別顧問より、心理学では「考えが行動にでる」：「自分の行動がその人の評価に

なる」と話され、安西先生の公演のお礼と共にこれからは「受け身ではなく」⇒「能動的に」

を心がけようと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。 

絹野 雄四郎（昭和４３年 工学部卒） 

 

新役員紹介 

前澤 潤 君（昭和５１年 商学部卒） 

この度「新役員」にご指名いただきました前澤 潤です。約 30年前に田無市（現西東京市）

から当地に引っ越してまいりました。市立中央中学校の校庭裏の数戸の建売住宅の一軒が我が

家です。総合印刷会社 15 年、自動車純正部品メーカー15 年、モバイル通信機器メーカー10 年

とそれぞれ新規開拓営業、新規事業企画畑で仕事をしてまいりました。 

大学在学中は「計量経済学」の西川俊作ゼミに所属し、「産業連関分析」を学んでおりました。

「計量経済学」というのは「統計的手法を用いて、近代理論経済学をデータ集積により、その

理論の正当性を証明する」というものです。例えば、「市場価格は需要曲線と供給曲線の交わる

点で決定される」というのが近代経済理論ですが、自ら市場で集積したデータをもとにそれぞ

れの曲線を設定し、実勢価格を検証するという学問です。結論としては、長期的な観点では正

当であると言えます。「産業連関分析」というのは「行列式を使って、各産業・企業間の相互依

存関係を数値化する」という学問です。例えば、「風が吹くと、桶屋が儲かる」と同様に「石油

原油価格が上昇すると、パンの価格が上昇する」というお話です。石油はパンの原材料ではあ

新年会に参加の皆さん 
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りませんので、石油価格の上昇はパンの価格上昇とは関係ないはずなのに・・・となりますが、

輸送価格の上昇、パン工場の燃料上昇などがパン価格の上昇に影響を及ぼします。「原油価格が

製パンコストの何％を占めているか」をデータを用いて計算し、数値化しておくことであり、

当時は主に便乗値上げのあぶり出しと検証に利用されました。 

趣味は、あくまでも娯楽のレベルですが、「盆栽」を収集しております。狭い土地を利用して、

所謂「小品盆栽」をメインに「緑の小世界」を楽しんでおります。スポーツ関連では、浜松北

高校時代に「柔道一直線」に憧れて有段者となり、また社会人になって５年間ですが、総合印

刷会社のラグビー部に在籍しておりました。同部は関東社会人リーグ３部リーグに所属してお

り、私は俊足（11秒 8／100m）を活かして、右サイドのウイング（14番）のポジションを受け

持っておりました。初めて出た試合で 3 トライをしたのがいい思い出です。激しいスポーツで

すので、おかげさまで？まともな歯は一本もありません・・・。 

東久留米三田会の活動を通じて、自分に残された人生を、愛する「我が慶應義塾」との一体

感の中で生きられるなら、この上ない幸せであり、また微力ながら少しでもお役に立てること

ができたならば、本当の生きがいとなるのではと期待致します。諸先輩の皆様のご指導をいた

だき、今後共一生懸命に楽しみながら、当三田会の発展に寄与できる活動を致したいと存じま

す。何卒、よろしくお願い申し上げます。 

 

新会員紹介 

石川 純弘 君（昭和６３年 法学部卒） 

この度、東久留米三田会に入会させて頂きました石川 純弘（いしかわ よしひろ）です。 

 

経歴は、下記の通りです。 

１．生年月日  昭和４０年６月２３日生まれ 

２．出身地   東京都西東京市東伏見  

３．経歴    地元の西東京市立東伏見小学校、柳沢中学校を経て 

 

昭和５６年４月 私立慶應義塾高校 入学 

昭和５９年３月 同校 卒業 

昭和５９年４月 慶應義塾大学法学部法律学科 入学 

昭和６３年３月 同校 卒業 

昭和６３年４月 日本興亜損害保険株式会社  入社 

平成２７年３月 同社 早期退職 

平成２７年７月 いなげやグループ (株)サビアコーポレーション 保険部 入社 

        現在に至る  

新年会に参加の皆さん 
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４．趣味 テニス・上手くならないゴルフ・旅行 

 学生時代から活動していましたテニスを最近また再開し、毎週土曜日子供とスクー

ルに通つています。（現在シンポウテニスに通つてます。）ゴルフは、一時中断してま

すが、また機会があれば皆様と再開プレイしたいと思います。 

５．自己紹介 

 損害保険会社に長く勤務していた為、北は、北海道から西は広島まで全国各地転勤

して過ごして参りましたが、転職をきつかけに平成２８年２月に自宅を購入し、東久

留米市神宝町に現在住んでおります。 

この度東久留米に住むにあたり、地元の三田会に入会し、東久留米三田会に少しで

も貢献したいと考え、入会に至りました。若輩ものですが、どうぞ宜しくお願い致し

ます。 

 

投 稿 

心に残る一冊（１４）  
「されど われらが日々」 柴田 翔 著 

 

今回は昭和４０年代に学生生活をすごした人には、この本は忘れ

られない一冊ではないだろうか。この本は１９６４年（昭和３９）

に芥川賞を受賞。著者の柴田翔が２９才の時に書いた小説であり、

学生運動が盛んだったこととマッチしてベストセラーになり、私も

夢中で読んだ記憶がある。 

私が参画している東久留米市の市民大学でのコースの中に見学の

コースがあるが、昨年は都内の大学（明治大学）を見学した。この

大学は都内の中央（神田）にあるマンモス大学であるが、私が学生

生活をおくった４０年代は、各大学の各所に赤字で書かれた看板が

立ち、この看板の前で学生が声を張りあげていた。 

現在では、学内には高層ビルがいくつか建てられ、そのビルの各階が教室になっているよう

だった。木があり学生が散策できるよう場所はない。しかし、明治大学には、りっぱな歴史資

料館があり、丁寧な解説もしてくれる。また、阿久悠記念館も開設しており､無料で見学できる。 

 

この小説は、東京大学を中心とした多くの学生が、学生運動（政治）に参加し、挫折し、自

殺や新たな道に進む物語である。学生運動に参加していた彼等の主張は、日本共産党の主導に

よる動きであったが、この時期、１９５５年（昭和３０）に共産党は大きな方針転換を決定し
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た。軍事的な革命でなく、平和的な革命を目指すことになったのである。 

革命を目指して活動してきた学生たちは、方向が１８０度転換したため、信じていたものが、

がらがらと崩れ落ち自分たちの生きる道を見失ってしまった。 

 

学生運動に参加していた佐野は、東京大学法学部の学生であったが、熱心な活動家でもあっ

た。党の指示で農村地帯に下向し、そこで旧陸軍の武器と火炎瓶で武装蜂起をする計画であっ

た。山村工作隊といわれたが、襲う先は警察署や役所などの公的施設であった。しかしながら、

決定された方針転換（六全協）は、党と革命に自分の生活の目標を目指していた佐野にとって

は、致命的なものとなった。 

その後、多くの学生党員は共産党を離れるか、新たな左翼運動を展開するしかなかった。 

佐野はあまりに唐突で大きな方針変更についていけず、学生運動から離れ、大学を卒業すると

Ｓ電鉄に入社する。佐野は挫折者として、社会の表に立たないで、平凡な人生を送ろうと決心

する。しかし、仕事での実績を認められて、社長の姪の結婚相手の候補になり、将来を嘱望さ

れるようになる。 

Ｓ電鉄の重役になって社会的貢献をすればよいと思ってしまうが、裏切り者であることに我

慢できず、佐野は自殺してしまう。 

 

この小説では、さらに文夫、節子というカップルが登場する。節子は商事会社にタイピスト

として勤めている。二人は遠縁の親戚関係にあり、子供の頃から親しい間柄で文夫が大学（東

京大学・法学部）を卒業したら結婚することを決めている。文夫は実家で暮らしている節子の

家を訪ねたり、下宿に節子がやってきたりしている。燃えるような愛こそないもののお互い満

足して、慈しみあっていた。 

ある時、節子は文夫の本棚に並べられていた H全集を手に取り、本の蔵書印に押されていた

のは、かっての知り合いで共産党の活動に熱心だった佐野という学生のものであった。佐野は

節子たちの歴史研究会での仲間でもあった。佐野が現在どうしているか、佐野の知り合いに訪

ねたりして調べていた二人は、佐野が共産党の方針変換に失望して自殺してしまったことを知

る。遺書のような形で、友人から送付されてきた佐野の手紙は節子の心を大きく動かしてゆく。 

節子は文夫との生活が、次第に空虚なものと思わるようになり、文夫の元を去るために鉄道で

の自殺未遂をしてしまう。自殺が失敗した後は、節子は文夫の元を去ることに決め、二人は婚

約を解消し、節子は地方都市で一人での生活を始める。 

これが、この作品の大要である。 

この小説は、いまから５０年程前にかかれた小説ではあるが、今読み返してみると今の時代

と当時の学生の考え方に大きな違いがあるのがわかる。それは、佐野の生き方を見てみるとわ

かる。考え方が純粋というか、したたかさが現在と対比すると少ないように思われる。時代の
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経過、対比がこのような考え方の変化を生み出すのであろうか。 

ぜひ、この小説を読み直しさ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） 

 

 

慶応野球部 春のリーグ戦 優勝！  
 

慶応大学野球部は、東京六大学の春のリーグ戦

を制して昨年秋につづいて連続優勝をはたした。

六月の最終戦の慶早戦で早稲田大学にやぶれて

勝ち点を逃して、完全優勝にはならなかったが、

二期連続優勝は、今までのことから見ると快挙と

言える。これといった有名高校出身の選手はいな

いが、それを考えると野球部全員の活躍の成果と

言える。 

会社員時代に大阪支店から東京本社に転勤し

てまもない頃、先輩から神宮での野球観戦の誘い

があった。「ネット裏三田会」である。入会して

みると、私は１００名位の会員の中では若手の方

であったが、最近やっと中間位になった。高齢の

仲間が多いということである。 

それから神宮球場で一シーズン二，三回応援する

ようになった。 

今シーズンも六月二日の試合に東久留米三田会四名（佐藤柳、佐武、樋川、浅羽）と所沢三

田会六名の十名が、学生応援席に入り応援歌や手拍子などで応援した。残念ながら負けてしまっ

たが楽しいひと時を過ごすことができた。終了後、球場近くの喫茶店で反省会をして帰途につ

いた。なお、写真は所沢三田会の岡田さんから提供いただいたものである。 

 

副会長 浅羽 芳久（昭和４２年 経済学部卒） 
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地球の兄弟星（惑星）を見る 

空梅雨の関東では夜になると明るく目立つ星がいくつも見えている。 

平安時代の清少納言も枕草子で“夏は夜、月の頃はさらでも、闇もなお、蛍の多く飛び違いた

る”などと言っている。太陽が沈み平安京の夜風が心地よかったのだろう。昔と違って東京では

蛍は珍しくなったが、月や星は同じものが見えている。 

 今年の夏の夜空は格別に豪華だ。夕方から夜空を見渡せば、西の空には宵の明星と言われる金

星が輝く。その華やかな金色は美の神ヴィーナスの英名にぴったりだ。少し左へ眼を転じれば南

の空に木星が揺らぎもせずに黄色い堂々とした光を放っている。天界の主ジュピターの名に恥じ

ない光だ。さらに左へ眼を転じるとさそり座の赤っぽい 1等星アンタレスが見える。その左で黄

色く鈍く光るのは土星だ。もっと左の方の南東の空に赤くユラユラと輝くのが火星である。今

シーズンの火星は 7月 31日に地球に 15年ぶりに大接近する。その赤い輝きは－2.8等級で金星

に次ぐ明るさとなる。地球との距離は約 5758万㎞（光が届くのに 3分位かかる）。視直径は 24.3

秒角となる。裸眼で視力 1.0の人は 60秒角を見分けられるというので、その小ささが分かる。

80倍の望遠鏡で見ると満月と同じ大きさに見えるはずであるが、火星の模様は見にくいので通

常は 200倍以上を使用して観測する。 

 今夏のように太陽の周りを巡る惑星達が同時に見える時期はめったにないので、天文好きに

とって今は極楽である。星を見たい人はどうぞ訪ねて来てください。今ならば半月のように見え

る金星（内惑星）と木星の縞模様とガリレオ衛星と土星の輪が良く見えます。火星の模様もジーッ

と見続けると見えてきます。口径 30cm 600倍で見ることができます。連絡いただければ用意し

ておきます。 

特別顧問 野崎 陽一（昭和４７年 経済学部卒） 
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同好会の活動報告 

ウォーキングの会 

世の中は便利になったものです。東久留米駅から横浜まで直通電車で椅子に座ったまま乗り

換えなしで行けるのです。今回もウォーキングの会は美術の会と共催で横浜美術館へ行きました。 

美術鑑賞の後、中華街まで歩きました。やや汗ばむような陽気さでしたが、期待通りの浜風

もまた格別でした。100年以上の歴史をもつ赤レンガ倉庫を通り、大さん橋を左手に見ながら山

下公園から中華街へ向かいました。途中、トライアスロンの競技中で交通規制の区域がありま

したが、スイム、バイク、ランの三種で競い合う相当なスタミナがないと出来ない競技でしょうね。 

中華街はいつ来ても迷路みたいで、目的の「大新園」へ何とかたどり着きました。ビールで

乾杯・・・歩いた後の一杯は最高です・・・。円テーブルはお互いの顔が見えて話が弾みます。

当店自慢のワンタンを口にしながら、紹興酒のうまさもまた格別でした。 

帰路は、またまた、中華街から直通電車（実は東上線経由乗り換えでしたが）で座席を確保

して、H25年 6月箱根以来の東京を離れての鑑賞旅行でした。 

ウォーキングの会幹事 力久 俊治（昭和３２年 経済学部卒） 

 

美術の会 

平成３０年５月１４日はウォーキングの会と共催でした。東久留米駅からみなとみらい駅ま

で直通にのり、１０時に横浜美術館につきました。英国テート・コレクションより“ヌード”

展という触れ込みで期待していきました。６５歳以上は１，５００円で観客は少なめでしたの

で、つややかな肌を表現した絵や彫刻を眺めて眼福を楽しみました。しかし美術館が無理をし

た企画だったようで魅力不足を感じました。 

フクロウの幼鳥 
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戸外に出ると、美術館とその周辺の建物の立派さが際立っていましたので気を取り直して

ウォーキングの会へと移行しました。 

港沿いの整然とした街並みから人混みと雑然とした看板や道路のある中華街へと一時間ほど

歩いて、美味しい上海料理屋にたどり着き、そこの料理で舌鼓を打ちました。 

 

 次回の予定を記します。 

 日時：平成３０年７月２９日（日）正午よりブルーベリーパーティ 

ブルーベリー摘みの後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。 

場所：東久留米市柳窪１－５－４６ 

野崎陽一の畑と庭（駐車場有）Tel 042-471-0844  携帯 090-3238-2374 

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、なるべく連絡ください。もちろん当日参加もＯＫ

です。 

１２月の予定は平成３０年１２月１日（土）午後２時の予定です。 

 

美術の会幹事 野崎 陽一（昭和４７年 経済学部卒） 

 

ゴルフの会 

２件の開催報告です。 

１．第６２回東久留米三田会ゴルフ会 

平成３０年４月１０日（火）。飯能グリーンＣ．Ｃ．  

スタート８時３５分 

今春はサクラ開花が異状に早く”万朶の桜花”の下

ではありませんでしたが、好天に恵まれました。 

新宮さん､野崎さんの久しぶりの参戦、片平さんの初

参加もあり 7名のプレーとなりました。 

成績は次の通り（敬称略） 

 ・優勝 佐武  out 51, in49  gross 100,  hc24.0, net76.0 

  ・準優勝 山本        46,   54        100,    26.0,    78.4 

  ・3位 川鍋        51,   47         98,    19.2,    78.8 

川鍋さんはベスグロ、最小ハンディ、並びにバーディ NP賞を記録しました。 

参考までに最大 grossは 109，同 hcは 30.0でした。 
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２．第２９回東久留米稲門会・三田会合同ゴルフ会 

平成３０年５月２９日（火）。

越生Ｇ．Ｃ．  

スタート９時５分 

稲門会１０名、三田会８名  

計１８名のプレーとなりました。 

強い日差しはなく恵まれたゴル

フ日和でした。 

 

 

トップ 10を紹介します。 

（敬称略） 

 1位 金子（W） out 46 in 50  gross  96  h.c. 21.6  net 74.4 

2位 佐武        47    47         94    19.2   74.8 

3位 城山          49    42         91       15.6      75.4 

4位 池田（W）      47    50         97    21.6   75.4 

5位 坪山          46    49         95       19.2      75.8 

6位 南            52    53        105       28.8      76.2 

7位 小野（W）      51    49        100       22.8      77.2 

8位 野崎      50   52    102    24.0   78.0 

9位 村野（W）    46    49         95       16.8      78.2 

   10位  清水（W）     45   48     93       14.4      78.6 

 

各会メンバーのネット上位 6名による団体戦の結果は次の通りでした。 

   三田会  461.2（上記に山田さん 81.0が加わります） 

   稲門会  463.2（上記に青柳さん 79.4が加わります） 

久しぶりに小差で三田会が勝利を手中にしまして､通算成績14勝14敗1引分となりました。 

 

これからの予定は次の通り。 

  第 63回ゴルフ会は 9月に、第 30回合同ゴルフ会は 11月頃になります。 

  皆様のご参加を期待しております。 

 

ゴルフの会幹事 坪山 昭夫（昭和３９年 法学部卒） 
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パソコン同好会 

平成２７年５月２９日の第一回開催から毎月末に欠かさず開催しています。毎回１５名前後

の参加ですが三田会会員でない地元の方も参加されており、地元にも貢献もしています。講師

の岡田さんの指導のもと、事前に指示された案内状、チラシの作成などを行います。ワード、

エクセルの使用が主になっています。今回は、最近の演習内容を紹介します。 

 

■納涼夏祭りのポスター作成 

（図形の挿入（星とリボン）―図形のコピー・

貼り付けーワードアートの挿入―テキストボック

スの挿入―図形に文章を挿入する） 

 

■作業風景 

 

副会長 浅羽芳久（昭和４２年 経済学部卒） 

 

近隣三田会等への参加報告 
〇東久留米稲門会の講演会・懇親会 

平成３０年４月２２日（日）に成美教育文化会館に於いて東久留米稲門会の講演会と懇親会

が開催され、当会から佐武・大野の両名が参加いたしました。 

講演会は、オープンスタンスの打者と言われた、ヤクルトスワローズ一筋４７年の元プロ野

球選手八重樫氏が、野球に対する情熱を熱く語る興味深い講演会でした。 

講演会の後、懇親会が開催され、近隣市の稲門会及び講師の八重樫氏も参加され、大いに盛

り上がったところで、「若き血」のエールの交換をしていただき、最後に全員で「都の西北」を

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） 
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〇西東京三田会 懇親会 

平成３０年５月２０日（日）にコール田無に於いて西東京三田会の懇親会が開催され、当会

から佐武・大野の両名が参加いたしました。 

懇親会には当会の他に小平三田会及び西東京稲門会が参加しており、和気あいあいの雰囲気

の中、途中で西東京三田会女性会員による「クラウン」のパフォーマンスも披露され、笑いと

拍手の中、西東京稲門会に「紺碧の空」で敬意を表し、最後に全員で輪になり、「若き血」を歌

い中締めとなりました。 

会長 大野 貴志夫（昭和４９年 商学部卒） 

 

〇所沢三田会創立１０周年 講演会・祝賀会 

平成３０年６月１０日（日）にベルヴィ ザ・グランに於いて所沢三田会創立１０周年の講

演会と祝賀会が開催され、当会から佐武・浅羽・大野の３名が参加いたしました。 

講演会は慶應義塾大学環境情報学部 渡辺靖教授による「トランプ政権下の米国と国際情勢」

と題するタイムリーで興味ある講演会でした。 

その後塾歌斉唱で始まった祝賀会では創立１０周年ということもあり藤本所沢市長の祝辞が

あり、当会以外では所沢稲門会・川越三田会・奥武蔵三田会・東村山三田会・西東京三田会・

国分寺三田会・ＫＰ三田会が参加した華やかな祝賀会となりました。途中にミニコンサートも

披露され、最後に全員で肩を組み「丘の上」「若き血」を斉唱し散会となりました。 

 

会長 大野 貴志夫（昭和４９年 商学部卒） 

 

〇国分寺三田会 講演会・懇親会 

平成３０年６月３０日（土）に cocobunji WEST リオンホールに於いて国分寺三田会の講演会

と懇親会が開催され、講演会には安藤・山田・佐武・大野の４名が、懇親会には佐武・大野の

２名が参加いたしました。 

講演会は元慶應義塾大学医学部長・病院長 北島政樹氏による「がん治療に於ける過去・現

在・未来」と題する非常に興味深い講演で、２００人の会場は満員で、質疑応答も活発でした。 

国分寺三田会会員７６名が参加した懇親会は、塾歌斉唱から始まり、当会以外では立川三田

会・国立三田会・国分寺稲門会が参加しており、途中で同好会の活動報告がり、和気あいあい

の雰囲気の中、最後に全員で「若き血」を高らかに歌い、中締めとなりました。 

 

会長 大野 貴志夫（昭和４９年 商学部卒） 
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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 

光の性質を調べよう 

 

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３０年８月４日（土）､午前の部（10時~12時)､午後の部(1時30分~3時30分) 

平成３０年８月５日（日）､午前の部(10時~12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（東久留米市外の小学生3年生以上や 

保護者も参加できます） 

募集人数：午前の部３０名、午後の部３０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： 

 光の通り道を見ながら、光のさまざまな性質を皆さんが自分で実験装置を使って確かめま

す。直進する光、反射する光、屈折する光、白色光が虹のような光に変わりまた、虹の色に分

散した光を集めると白色光に戻るなど不思議な性質を実験で確かめます。最後に、白熱電灯の

光や蛍光灯の光にどのような光が混ざっているかがわかる実験装置（分光器）を工作します。 

 

副会長 佐武 昇（昭和３６年 工学部卒） 

分光器 

焦点で白色になる 

湾曲した鏡 

プリズム 

 

白色光 

虹色の光 

 
白色光をプリズムで分光すると虹色の光になる。その光を
凹面鏡で集光すると焦点で再び白色光になる。 

透過光 

入射光 

屈折光 

光の屈折 

反射光

光 
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会員動向 
（敬称略） 

入会  －前澤 潤  （昭和５１年 商学部卒） 

－石川 純弘 （昭和６３年 法学部卒） 

 

退会  －宇田川 利明 （昭和３２年 経済学部卒） 

  －酒巻 千賀   （ＫＰ会西武支部） 

 

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 ：佐武 昇 n-satake@yk9.so-net.ne.jp ファックス 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/ 

 


