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新年会のお知らせ  

平成３１年の新年会を下記の通り開催致します。皆様のご参加をお待ちしております。  

 

  日 時 ：平成３１年２月２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） 

 

前回同様に今回も、慶應義塾大学ウインドアンサンブルによるミニコンサートを予定してい

ます。また、同日同所１階ギャラリーで、新年会の前に当会主催の企画で、第６回目の「銀杏

寄席」を行います。出演は昨年同様、駒与志社中の皆様で、午後２時開演予定です。 

 

第６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３１年２月２日(土) 開場 午後１時３０分、開演 午後２時～４時１５分 

場 所：成美教育文化会館 1 階ギャラリー 

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４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。 

 

＊ 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９日（水）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 
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来年の主な行事のお知らせ 
１．東久留米市立南町小学校での理科実験工作の授業 

日  時 ：平成３１年１月１９日（土）8時 35分～10時 10分、10時 30分～12 時 5分 

場  所 ：東久留米市立南町小学校 

対  象 ：４年生全員（２組、６８名） 

科  目 ：偏光板の実験と偏光板万華鏡の工作 

 

２．第１７回 総会 

日  時 ：平成３１年４月２０日（土） 午後１時３０分～ 

場  所 ：成美教育文化会館   

  講 演 者 ：慶應義塾大学経済学部教授 駒形哲哉先生（専門：中国経済） 

演  題 ：後報。 

詳細は会報４４号（２０１９年３月発行予定）にてお知らせします。 

 

３．夏休み理科実験工作教室 

日  時 ：平成３１年８月３日（土） 

場  所 ：東久留米市立第九小学校 

科  目 ：光の三原色混合の実験と光の三原色混合器の工作 

詳細は会報４４号（２０１９年３月発行予定）にてお知らせします。 

 

４．秋のコンサート 

日  時 ：平成３１年９月２３日（秋分の日） 午後２時開演 

場  所 ：まろにえホール（東久留米市立生涯学習センター） 

出  演 ：慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団 

詳細は会報４４号（２０１９年３月発行予定）にてお知らせします。 

 

ウインドアンサンブルコンサートのご報告 

東久留米三田会主催の恒例のコンサートが、平成３０年９月２９日生涯学習センターまろにえ

ホールで開催されました。当日は午後から降り出した雨にもかかわらず約４００名が来場し、コ

ンサートはまずまずの盛況となりました。今回演奏するのは２度目の来演となる慶應義塾大学ウ

インドアンサンブルです。吹奏楽とはいっても、いわゆるマーチングバンドとは違って規模も大

きく楽器も多様で、オーケストラのような豊かな響きを楽しむことができます。今回は９１名も

の団員が参加して交代でステージに登場し、ソロの演奏もあって、多彩な音楽を披露しました。 
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プログラムは３部構成で、第Ⅰ部オリジナルステージはもともと

吹奏楽のために書かれた３曲から成り、兼田敏作曲「シンフォニッ

クバンドのためのパッサカリア」はクラシックのような重厚な響き。

ほかに民族色豊かで楽しい「アルメニアンダンスパートⅠ」など。 

 

第Ⅱ部アンサンブルステージでは

６～８人の３つのグループが「カル

メンラプソディー」そのほかを個性

豊かに演奏しました。 

 

第Ⅲ部ポップスステージはディズ

ニーの「リトルマーメイドメドレー」

などポピュラーの世界で、「ジャパ

ニーズグラフィティ XV」ではおなじ

みの日本のアニメソングが次々と登

場して、ホールはリラックスした空

気に包まれました。そして最後はア

ンコールの「宝島」で熱演のステー

ジの幕がおりました。 

今回が平成最後のコンサートとな

りましたが、これからもまた色々な

面で検討を重ねながら楽しい企画を

たて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(１５) 

次郎物語 下村湖人著 ／ 路傍の石 山本有三著 

「この心に残る一冊」は今回で１５回目になった。今まで読んできた中から記憶に残る一冊

を取り上げてきましたが、本を読む習慣は両親特に母親から影響を受けた。母はなくなってか

なりたちましたが、母はこどもたちに学校の勉強をしなさいと言わなかったが、読書について

は熱心で本を渡して読むように躾られた。こうした中で本を読む習慣がつき、また本を早く読

む習慣（速読）がついたと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実家は昔からの旧家で廊下に大きな本棚があり、自由に本を取り出せるようになっていた。 

今回は、こどものころ読んだというか半分絵のあった２冊の本を取り上げる。「次郎物語」「路

傍の石」である、今回、これらの２冊を改めて読み直して驚いたことがある。それはこの２冊

とも子供が読む優しい本でなく、大人も読める長編小説であった。こども時代はやさしく書き

なおされた本を読んでいたのだ。次郎物語を読んだのは、第一部（第五部まである）でしかか

なかった。しかしながら、この本の初めの部分（幼少時代）のことは今でも忘れることはない。 

 

「次郎物語」 

士族・本田家の次男に生まれた次郎は幼少の時から尋常小学校の校長の妻であるお浜の元に

里子に出されていた。母親お民の教育的配慮からではあったが、次第に母よりもお浜になつき

実家を敬遠するようになった。いやいや実家に戻された次郎は、喧嘩やいたずらを繰り返し、

お民から説教をあびせられるのだった。それでも、次郎は父親、祖父、さらにお民の実家であ
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る正木家の人々に見守られ成長してゆく。そして次郎は母お民に実家に引きとられた。やがて

父がなくなり、お民は結核に侵され、次郎はお民の介護をすることになる。献身的な介護を続

ける次郎とお民は親子のわだかまりは解け、次郎とお民は肉親としての思慕を募らせる。 

やがてお民は危篤状態に陥り、兄弟三人で死に水をとった。臨終の宣告のあと、次郎はお浜

に肩を抱かれて号泣して親族の涙を誘った。 

 

「路傍の石」 

路傍の石は、山本有三の代表的な小説である。1937年（昭和 12年）に朝日新聞に連載され、

1938年「主婦の友」に新編として連載された。時は明治時代の中期。尋常小学校６年生の愛川

吾一は成績優秀で度胸もあり、担任の教師・次野に何かと目をかけられていた。しかし、吾一

の家では」没落士族の父・庄吾がろくに働きもせず、山林の所有権を裁判や自由民権運動へ入

れあげ、母おれんが封筒貼りや仕立物の内職でようやく生計をたてている状態であった。成績

優秀な吾一だが経済的な事情から旧制中学への進学は諦めざるをえなかった。それを見かねた

近所の書店の主人黒川が学費援助を申しでるが、プライドだけは高く、さらにおれんと黒川の

関係を疑う父にはねつけられてしまう。 

結局、小学校を卒業した吾一は父親の借金のカタとして街一番の呉服商・伊勢屋に丁稚奉公

にだされる。 

主人や番頭と対面するなり「吾一」の名前が読みにくいから「五助に改名させられ、主人の

機嫌をそこねて辛くあてられ、先輩にいじめられ辛い奉公生活をおくる。劣等生だが金の力で

中学校に進学した伊勢屋の息子、秋太郎の登校を吾一はうらめしげにながめる。そんな中、母・

おれんが生活苦の中、心臓発作で急死したが、故郷にしがらみが無くなった彼は東京にいる父

を頼り、伊勢屋から逃亡。上京して父が住むという本郷根津の下宿を訪ねるが、そこで待って

いたのは更なる試練だった。根津にすでに父はなく、吾一は言葉巧みに丸め込まれて、奉公人

同然の待遇で止めおかれ、途方にくれていたところ、「おともらい稼ぎ」の老婆に拾われる。そ

の手伝いをしていた矢先に「文選見習い募集」の張り紙を見つけたことで、吾一は念願の文字

を扱う仕事につき、次野先生の再会と、夜学に通う道も開け、苦労しながらも一人前の文選工

として成長してゆく。 

 

次郎物語、路傍の石はいずれも長編小説であったが、子供の頃読んだのは小説の前半部分で

しかなかったが、いまでも忘れることが出来ない。 

 

「心に残る一冊」も今回で１５回目になりました。今まで読んだ中から特に心に残るものを

取り上げてきましたが、今回で一応の区切りとさせていただきます。ありがとうございました。 

副会長 浅羽 芳久（昭和４２年 経済学部卒） 
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同好会の活動報告・予告 

美術の会 

  平成３０年７月２９日（日）は夏恒例のブルーベリーパーティを行いました。正午に野崎の

庭に集合し、ブルーベリー畑へ向かいました。 

今夏は雨が少なかったのですが太陽の光が多かったので、甘い実がたわわに実りました。  

ブルーベリー摘みを思う存分に楽しみ、お土産ができた後でバーベキューパーティを始めまし

た。２５名の参加者に手分けしてもらい、会場づくり、炭おこしからバーベキュー、焼きそば、

サラダまで用意し舌鼓を打ちながら暑さを忘れて楽しく歓談しました。 

近年は西東京をはじめ、近隣三田会の方もブルーベリー摘みに参加するようになりました。

来年の予定は平成３１年７月２８日（日）です。ご期待下さい。 

 

 

さて、次回の予定を記します。 

日時：平成３０年１２月１日（土）午前９時出発 

場所：五島美術館（世田谷区上野毛 3-9-25 tel 03-5777-8600(ハローダイヤル)） 

展示内容：東西数寄者の審美眼（阪急・小林一三と東急・五島慶太のコレクション） 

五島美術館を鑑賞後にウォーキングの会と共に世田谷、多摩川を散策する。 

 

ところで最近気になって読んだ本を紹介します。 

門井慶喜著「天才たちの値段…美術探偵神永美有」(文春文庫) 756円 

 

フクロウの幼鳥 
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小領主が割拠した東欧のツェリエという小さな集落から見つかったボッティチェルリの絵と

いうのを見て、その真贋を推理するという筋立てである。有名な偽作者はバーンジョーンズだ

が、果たしてこの絵はどうなのか？ 

人物配置や時代考証等でその絵を確認していく推理が珍しい。巷の作家が殺人事件をテーマ

とした推理小説を多く書いているのに幻滅している私としては、うれしい本だった。犯人捜し

につられて急いで読んでしまう普通の推理小説と違って、これはゆっくり読みたくなる。何日

もかけて途中で画集を見直したりと楽しめる。外国で流行っている分野かもしれないが、絵に

興味を持っている人には楽しめる本だと思う。 

美術の会幹事 野崎 陽一（昭和４７年 経済学部卒） 

 

ウォーキングの会 

１２月１日（土）のウォーキングの会は美術の会と共催で上野毛の五島美術館で美術鑑賞後、

等々力渓谷まで歩きます。 

静寂な高級住宅街の豪華な建物と庭園を見ながら第

三京浜国道の架橋をくぐり南へ下ると緑深い渓谷の入

口へ出ます。湧水の流れと周りの樹林が都会の喧騒さを

忘れさせてくれます。約１㌔に及ぶ渓谷です。ゴルフ橋

と呼ばれる赤い橋を登ると街中に出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

五島美術館で五島慶太と小林一三という東西の両巨頭実業家のコレクションを観た後の余韻

に浸るにふさわしい環境での秋の散策を企画しました。 

帰路は自由が丘から東久留米駅直通の電車で車中居眠りをしながらの快適な小さな旅を皆さ

まご一緒しませんか。 

ウォーキングの会幹事 力久 俊治（昭和３２年 経済学部卒） 
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パソコン同好会 

平成２７年に始まったこの同好会も、月１回の会を重ねてここまできましたが、最近の （平

成３０年１０月１９日）作品を紹介します。会を重ねるにつれ、皆さまの実力が身についてき

ましたが、今回は、「３周年記念プラン」と題したワードでの案内状の作成を紹介します。 

【作成順序】 

１．ワードアートの挿入  ４．ヘッダーとフッターの作成 

２．ワードアートの書式設定  ５．画像の挿入 

３．箇条書きの設定  ６．画像のトリミング、画像のサイズ変更など 

完成は右図の通りです。皆さまもぜひご参加下さい。 

                  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．第６３回東久留米三田会ゴルフ会（開催報告） 

平成３０年９月６日（木）。飯能グリーンＣ．Ｃ．  インコース スタート８時４２分 

  数日前から台風２１号の巨大なこと、進路動向に幹事として安閑できない状態でした。 

（大阪では瞬間最大風速４１．４ｍ／ｓを記録。また予報時の９４０ヘクトパスカルにも

驚き） 

さいわい当日は、すでに台風はカラフト対岸へと去りスタート時は晴天・微風でした。 

また、体調を順調に回復された齋藤、種田両氏の参加もいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成績は次の通り（敬称略） 

 ・優勝 坪山  out44, in51  gross 95     hc19.2，net75.8 

  ・準優勝 樋川       55,    59       114       36.0,    78.0 

  ・3位 佐武       50,    51       101        22.8,    78.2 

  続いて 山本 net 78.6 ( hc 32.4) ,  種田 80.2（ hc 22.8),  川鍋 80.4（hc27.6）。 

参考までに 最大 grossは 130，同 hcは 36.0でした。参加者は 10 名でした。 

 

２．第３０回東久留米稲門会・三田会合同ゴルフ会（開催予定） 

平成３０年１１月１９日（月） 熊谷Ｇ．Ｃ．スタート８時５６分を予定しております。 

参加申込の期限 １０月２７日（土）です。 

前回は、久しぶりに三田会が団体戦を制覇しまして、今回ゴルフ会も成果を期待したい

と思っています。 

 

              ゴルフの会幹事 坪山 昭夫（昭和３９年 法律学科卒） 
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近隣三田会等への参加報告 
〇所沢三田会１０周年記念式典 

６月１０日（日）に所沢三田会１０周年記念総会があり、大野会長、佐武幹事長、浅羽の３

名が出席しました。所沢三田会は２０１０年の創設で今年１０年の節目を迎えられました。 

大出会長、来賓として所沢藤本市長の挨拶があり、竹下前会長の乾杯で祝賀会が始まりまし

た。特に、大出会長からは、平塚、竹下元会長の築かれた所沢三田会の伝統を引き継いで発展

させてゆきたいと述べられました。 

記念講演として、慶応義塾大学 環境情報学部の渡辺靖教授から「トランプ政権下の米国と

国際情勢」と題した講演が行われました。教授からは、米国トランプ政権と日本との貿易の関

係の現状と展望についてお話しがありました。 

講演後、祝賀会となり、ミニコンサート、同好会の報告があり。最後に全員で「若き血」「丘

の上」を斉唱してお開きとなりました。 

 

副会長 浅羽 芳久（昭和４２年 経済学部卒） 

 

 

行事報告・予告 

夏休み理科実験工作教室の報告（その１） 

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９回目を

今年も平成３０年８月４日（土）、５日（日）に開催しました。テーマは「光の性質を調べよ

う」とし、光の特性を調べる実験をしたあと、ＣＤを使った分光装置の工作をしました。 

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が、今年の

応募者の数が思いのほか少ない状況でした。 

 

今回の概要をご報告します。 

 

１．応募者の状況 

1) 応募者数：３７名（昨年は９０名） 

2) 受講者数：３４名（途中取り消し及び当日欠席；３名）（昨年の受講者数は８７名） 
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 ６月７日（木）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）を配りましたが、６月２８日になっても応募者の

数が２０名と伸びがよくありませんでした。そこで７月５日（木）に、対象者の幅を３年生も

加えて追加公募（開催通知約１０００枚）しましたが、最終的には３７名の応募でした。この

ように応募者が激減した原因は明確ではありませんが、８月５日（日）に東久留米青年会議所

が行った「グルメッザニア」の影響も多少はあったかもしれませんが、理科実験工作教室のテー

マに魅力が無かったのか、又は内容が分かりにくかったのかもしれないと反省しています。 

 

２．応募者分析 

1）学年別分布（ ）は昨年の人数 

3年生：10名（26名）、4年生：10名（18名）、5年生：9名（17名）、6年生：4名（17名）、 

保護者及び大人：4名（9名） 

 

2) 曜日別参加状況 

土曜日 午前：13名（31名）、午後：5名（30名） 

日曜日 午前：19名（13名）、午後：開催せず 

  

３．来年の予定 

 ８月３日（土）にテーマを光の三原色の混合実験と混合器の工作とし、４年生以上を対象

として行う予定です。会場は今年と同じ第九小学校の視聴覚教室です。 

 

 

夏休み理科実験工作教室の報告（その２） 

同じく自然科学に親しむ会の協力を得て、東久留米市立本村小学校で８月２日に４年生以上

１６名（昨年は２３名）を対象にした「光の性質を調べよう」をテーマにした科学塾を開催   

しました。 

来年も、東久留米市立本村小学校で テーマを光の三原色の混合実験と混合器の工作とし、

４年生以上を対象として行う予定です。 

 

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。 

 

 

＜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/ 

 

 


