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第１７回総会のご案内 

 

新年度が近づきました。今年は創立してから１６年目となります。 

下記の通り 第１７回総会・講演会ならびに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３１年 ４月２０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 中学生以下無料） 

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～４時  （１階ギャラリー） 

 

     演題  中国経済の行方 ～｢米中貿易戦争｣の先にあるもの～ 

講師  駒形 哲哉  慶應義塾大学 経済学部教授 

 

中国は昨年、改革開放 40 年を迎えました。この間、紆余曲折を経つつも中国は高度

経済成長を遂げ、米国に次ぐ「世界第 2 の経済大国」となりました。直近の数年は成

長率の低下が続き、成長方式の転換を喫緊の課題としながら、建国 100 年までに製造

業において世界の前列に立つ野心的な政策を進めています。そこに勃発したのが「米

中貿易戦争」です。今回は、改革開放以後の中国経済の発展の経過を振り返ったうえ

で、「米中貿易戦争」のもつ意味について考えてみたいと思います。 

 

（３）懇親会  ： 午後４時３０分～６時３０分 （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 佐武 昇 （昭和３６年 工学部卒） 

n-satake@yk9.so-net.ne.jp 
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夏休み理科実験工作教室の開催案内 

夏休み理科実験工作教室を昨年に引き続き下記要領で行います。 

日 時 ：２０１９年 ８月３日（土）、１０時～１２時、１３時～１５時 

場 所 ：東久留米市立第九小学校 視聴覚教室 

募集人数：午前・午後共に各３０名 

実験と工作の内容：光の３原色（赤、緑、青）を混ぜていろいろな色を作る実験と工作 

 今回の理科実験工作教室は大きなプロジェクターを使って赤、緑、青をスクリーンに映して混ぜる

とプロジェクターには無かった黄色や白色が映ります。この実験の後で赤、緑、青に発光する３種類

の LED の光をピンポン玉で混合させる装置を工作します。ピンポン玉にも黄色や白色を写すことが

できます。 

そして、帰宅後も参加した親子等でこの実験を話題にしながら興味を更に深めてもらえることを期

待して、保護者同伴者の参加も出来るようにしています。 

 

詳細な案内は５月末ごろ東久留米市内の１３の小学校に配布します。 

 

幹事長 佐武 昇（昭和３６年 工学部卒） 

 

恒例 秋のコンサート開催のお知らせ 

～慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団～ 
 

東久留米三田会の恒例となりました本年度の秋のコンサートは、慶應義塾の中でも伝統と名声の高

い、慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団のご公演となります。ワグネル・ソサィエティー

男声合唱団は、日本最古の音楽学校以外の学生音楽団体として１９０１年に創立されて以来、高い知

名度を保ちながら活動を続けています。曲目も幅広く、皆様の馴染みの深い楽曲をご用意しています。

皆様のご来場をお待ちしております。 

 

日 時：２０１９年 ９月２３日（月） 午後２時 開演（予定） 

会 場：まろにえホール（東久留米市生涯学習センター） 

東久留米市中央町2-6-23 ℡ 042-473-7811 

入場料：1,000円（予定） 

演奏曲目については、次号会報にて詳細を お知らせ致します。 

 

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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東久留米市立南町小学校 理科教室の開催報告 

自然科学に親しむ会の協力で今年初めて平成 31 年 1 月 19 日（土）理科の授業を東久留米市立南

町小学校で開催しました。テーマは「偏光板の実験と偏光板とガラス球を使った万華鏡の工作」です。 

今回の概要をご報告します。 

１．対象者 ：東久留米市立南町小学校の 4 年生の 2 クラスと特殊支援学級の生徒全員 

２．受講者数 ：8 時 30 分～10 時 05 分：4 年生の 1 組の 34 名と特殊支援学級の 5 名 

      10 時 10 分～11 時 45 分：4 年生の 2 組の 34 名と特殊支援学級の 4 名 合計 74 名 

３．状況 

第九小学校や本村小学校で行っている理科実験工

作教室は希望者を募って行っていましたが、今回は

理科の授業の一環として行うことになるので、果た

して全員の集中力が 95 分間保たれるのかと心配し

ました。しかしそれは全く杞憂で、全員が実験と工

作を熱心に行っていました。特に特殊支援学級の生

徒たちが心配でしたが、工作などは一般の生徒より

早く上手に作ってしまう程でした。 

この現象は以前別の会場でも特殊支援学級の生徒の方が上手に作るという現状に遭遇したこと

がありました。こうなると、特殊支援学級の生徒への対応をもっときめ細かくする必要があるの

ではないかと痛感した次第です。 

幹事長 佐武 昇（昭和３６年 工学部卒） 

 

新年会の開催報告 

平成最後の年、平成３１年２月２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６回銀杏寄席」に引き続いて開かれました。 幸いにも当日は晴天で好評の銀杏寄席も空席が全

くない状態での満席となり、終了後にも多数のお客様から「とても良かった、来年もまた来るよ」と

の声を頂き、盛況に終わりました。 

新年会の参加者は４１名で来賓として慶応義塾（２名）西東京三田会（２名）所沢三田会（２名）、

国分寺三田会（２名）、小平三田会（１名）、東村山三田会（２名）、慶應義塾大学ウインドアンサン

ブル.(４名）、駒与志社中が出席されました。 

最初に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１月は銀杏寄席、新年会 ４月は

総会 ８月は理科実験工作教室 秋はコンサート等、様々な企画をしており、これらへの積極的な参

加をお願いしたい、併せて近隣三田会の皆様のご協力を賜りたいと話されました。 
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ご来賓としてお招きした塾員センター部長 小島様より新年の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。 

 ＜ポイント＞ 

・開塾（1858:安政５年）から 160年 

・「慶應義塾」と命名(1868:慶応 4年)から 150年 

・医学部開設(1917)から 100年 今年 5月に医学科附属看護婦養成所の開設 

・2008 共立薬科大学との合併 

・2008 日吉 ２つの大学院 開設より１０年 

・慶應大阪シティキャンパス 開設より１０年 … 福澤諭吉先生、大阪中津藩蔵屋敷で誕生 

・日吉記念館建て替え計画の再開 （創立 150年記念事業：2009年に計画を延期）  

  ・地上 5階、地下 1階建て、収容人員が約 1万人（現在は 6500 人）・2020年 3月：竣工予定 

・最後に、福澤先生の言葉に「世の中にて最も大切なるものは人と人との交わり付き合いなり」と

ありますが、今後とも慶応義塾の発展に社中一同協力し取り組んでいきたい。   

＜以上＞  

大野会長の乾杯の発声のあと、懇親会に入りました。歓談の中 、最初にウインドアンサンブルの

トロンボーンの四重奏によるミニコンサートより始まり、中低音でとても心地よい音色の演奏をしば

しの間楽しみました。 

来賓を代表して西東京三田会副会長の佐藤様からご

挨拶があり、今後とも地域三田会で切磋琢磨していこう

とお話されました。 更に東久留米三田会の同好会（ゴ

ルフ、ウォーキング、美術の会、パソコン愛好会）のそ

れぞれの活動報告がありました。 また、駒与志社中の

皆さんのご挨拶では、新年の挨拶と共に、「近隣三田会

の皆様、声が掛かれば出演料・交通費無料でどこにでも

行きます」とのご案内がありました。  

最後は全員で肩を組み、「若き血」を篠田副会長の指

揮のもと２回合唱しました。 

閉会挨拶は佐藤特別顧問より来賓の皆様へのお礼や

落語の話を含め、日本人は NOを NOと言わないでＮＯを

行う民族と言われておりますが、これからの三田会は本

音で語り合える集団に出来ないかと考えているとの締

めの挨拶で会は終了、新年号に変わる今年も会員相互の

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） 
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落語会 銀杏寄席の開催報告 

東久米三田会新年会恒例の銀杏寄席が平成３１年２月２日（日）に開催されました。今回で６回目

となり毎年心待ちにしているお客様が多く１００名以上の満席となりました。 

 出演は駒与志社中の皆さんです。全員が慶応大学落語研究会の出身者で、会のまとめ役は東久留米

三田会の会員で弁護士の菅原貴与志君です。 

 

演目を記します。 

・金綱亭 慶馬   「替り目」 

・鷺草亭 桃介   「崇徳院」 

・金綱亭 小恋生  「片棒」 

・金原亭 駒与志  「浜野矩随」 

 

西東京三田会を始め、近隣市の三田会の

方々も入場されて、プロ顔負けの落語を楽

しんだと喜んでくれました。 

 会場では、ご近所さん同士で声を出して笑ったり、頭を使ったり、心で味わったりと本当に良い時

間を頂きました。年ごとに味わい深いものになってくるのには、出演者のたゆまぬ努力があるのだろ

うと感じています。見習いたいと思います。銀杏寄席は今や東久留米三田会の誇りと共に励みとなっ

ています。 

第７回銀杏寄席は２０２０年２月１日（土）を予定しています。 

 

駒与志社中の皆様いつもありがとうございます。懇親会にも参加して下さり感謝しています。又、

三田会の皆様には会場の準備受付等ありがとうございました。 

 

特別顧問 野崎 陽一（昭和４７年 経済学部卒） 

 

投 稿 
心に残る一冊(１６) 

「菜の花の沖」  司馬遼太郎 著 

今回の「菜の花の沖の沖」は、司馬遼太郎の全盛期の作品で大変感動を受けた小説である。会社を

退職してしばらくして、地元の「司馬遼太郎」の読書の会に参加し始めた頃に読んだ。主人公の高田

屋嘉兵衛のことを、司馬遼太郎は次のように言っている。 
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「人の偉さは測りにくいものですが、その尺度を英知と良心と勇気ということにしましょうか。で

は、江戸時代を通じてだれが一番偉かったでしょうか。学者、大名、医者、発明家、いろいろ出まし

た。私は高田屋嘉兵衛だろうと思います。それも二番目が思いつかないくらいに偉い人だと思ってい

ます。いま生きていても、世界のどんな舞台でも通用する人ですね。高田屋嘉兵衛は大きな仕事をし

た不世出の人でした。「司馬遼太郎講演集、１９８５年」 

高田屋嘉兵衛は明和六年（１７６９）に四国の淡路島都志（つ

し）本村に六人兄弟の長男として生まれた。十一歳の時、同じ

村の「新在家」（和田屋喜重郎）に奉公に出た。二十二の時、

網谷幾右衛門の娘・おふさと恋仲になった。兵庫に出て、大阪

と江戸の間を航海する樽廻船の水主（かこ）となり船乗りとし

てのスタートをきった。 

西回り航路（瀬戸内海―下関―蝦夷地）で交易する廻船問屋

となった。明石から塩、伊予から鬢付け油、蝦夷からニシンを肥料として大阪に運んだ。二十八歳の

時、国内最大級の千五百石の辰悦丸（しんえつまる）を建造して函館を拠点とするようになった。 

この頃、択捉島と国後島の航路を発見した。瀬戸内海の

沼島衆（ぬしま）が二つの島の間に三本の潮流が流れこん

でいるのを発見したが、嘉兵衛は操船に成功する功績をあ

げた。三十三歳の享和元年（１８０１）航路発見の功によ

り、幕府より「蝦夷地常雇船頭」を任じられ名字帯刀を許

されるまでになった。この頃になると、嘉兵衛の男兄弟五

人も嘉兵衛の仕事を手伝うようになった。 

 

この頃、蝦夷地経営は松前藩がしていたが、寛政十一年（１８７９）からは幕府直轄となった。こ

れは、国防的観点から蝦夷地を幕府直轄として、松前藩下で弊害の多かった場所請負制度を廃止して、

幕府自ら直接に経営する制度としたものである。従来、請負人によって行われていた蝦夷地における

住民（アイヌ）の撫育・介抱はもちろん、それによって生産された産物の交易集荷、流通の面に至る

までも幕府によって統制、運営されるようになった。それまでの近江商人を排除して、監督を厳重に

して、それまで松前藩と直結していた近江商人から高田屋嘉兵衛、伊達林右衛門らの新たな商人が登

用されるようになったのである。 

幕府は新たな商人を上から把握して、流通の拠点となる要港をおさえ、同時に蝦夷地各地で旧来請

負人の場所であった運上屋を会所と改め、幕府役人をおき、これまでの運上屋の機能のほかに、公務

を執行する出張所のとしての性格をもたせた。 

場所の産物は産地から江戸に直送するものもあったが、多くは函館に集荷されたうえ各地に回漕さ

れた。場所産物を積んだ船が函館港に着くと、会所掛がこれを産物帳に記入した上入札とした。それ

高田屋嘉兵衛の辰悦丸（千五百石積） 
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によって問屋が品物を見て入札、落札した。高田屋嘉兵衛も規模が最大のそんな問屋のひとつになっ

ていった。 

このような直轄下の経済機構のもとに、従来あったアイヌとの交易並びアイヌ使役の不正がなく

なった。この結果、秤量も正しくなり、物資の供給も潤沢になった。山地に住むアイヌも漁業に従事

するようになり、和人の出稼ぎや移住して漁業を営む者もあった直轄地の漁業は著しく発達した。 

幕府直轄によって松前藩の時に比べて、従来のルートは大幅に変化して江戸との交易が非常に盛ん

になったばかりか、東廻り航路が発展していった。幕府は高田屋嘉兵衛に命じて大阪で官船五船を建

造し、函館にも造船所を設けて兵庫、大阪から船大工を雇い入れて造船作業に従事させた。 

大阪との交易は、早くは昆布が中心であったが、次第に塩魚、干（乾）魚、および魚肥なども増加

した。さらに鰊、数の子、乾鱈、塩鱈、魚油、海藻など昆布を含めた海産物一般へと豊富になった。

函館商人が急速に成長する中で、代表的な人物は高田屋嘉兵衛であった。嘉兵衛は文化三年（１８０

６年）には、大阪奉行から蝦夷地産物直売方を命じられ、同７年には特に択捉場所の請負を命じられ

て、家業はいよいよ繁盛して本道屈指の豪商になった。 

 

嘉兵衛が蝦夷地産物直売方を命じられた翌年の文化四年に、ロシアのスヴォトフ大尉が大泊（ク

シュタン）を襲うという日露の不幸な事件が起き。翌年にはロシアが択捉島を襲って、大量の品を船

に積み込み帰国するという事件も起きた。これらの事件は日本がロシアに警戒心や恐怖をいだくきっ

かけとなる事件になった。（スヴォストフ事件）幕府は北辺防備と異国船取り扱い例を出した。 

文化八年（１８１１）にはゴローニン艦長（ロシア海軍）が水、食料を得ようとしてクナシリ島で

捕らえられた。ゴローニン幽閉事件である。ゴローニンは函館に護送され獄に入れられた。間宮林蔵

が「間宮海峡」を発見して、樺太が島でなく半島であることを確認した時期である。今度は、嘉兵衛

がクナシリ島でロシアのデイアナ号に捕らえられ、カムチャツカに連行され抑留されてしまった。副

艦長リコルドと同じ部屋で寝起きした。やがて、リコルドらロシア人が嘉兵衛を尊敬するようになっ

た。文化三年、ゴローニンは嘉兵衛の努力で釈放された。この年の七月、嘉兵衛は松前に戻ることが

できた。嘉兵衛が釈放される時には、リコルド以下すべての乗組員が甲板上に整列し、曳綱を解いて

離れてゆく嘉兵衛にむかい「ウラア タイショウ（万歳、大将）と三度叫んだとされる。 

嘉兵衛は文政十年（１８２７）淡路島に戻り、港、道路の修復など郷土のためにつくしたが、五十

九歳でなくなった。蝦夷地をとりあげられた松前藩は、永年の憎しみを幕府にむけるわけにいかない

ために、高田屋に憎悪をむけた。のちのことだがー嘉兵衛の死後―高田屋はつぶされた。天保二年（１

８３１）ロシアとの密貿易の嫌疑をかけられ、金兵衛（嘉兵衛の弟）は追放の刑を受け、全財産を没

収された。 

 

「菜の花の沖」は高田屋嘉兵衛の一代記とも言えるが、なぜ活躍できたのであろうか。後にゴロー

ニンの書いた「日本幽囚記」では、「高田屋嘉兵衛は、どういう状況下でもうそがなく、快活で度量

が大きく、聡明な人物であり深い友情と信義を最後までつらぬいた」と書いている。 
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嘉兵衛は「商人（あきんど）たるものは、欲に迷うなと自分の手育の者たちに教えてきた。欲で商

いをする者はたとえ成功しても小さくしか成功せず、かりに成功しても直ぐに滅ぶ」とした。 

嘉兵衛は、通訳なしでもロシア語を話すことができたし、礼儀・もてなしを多用して相互の信頼を

築き、経済的に自立した生活を送った人物でもあった。 

司馬遼太郎は、江戸時代を通じてだれが一番偉かったかということを講演会で問うているが、一番

にあげてもよい人物と私は考える。ぜひ、一読をお勧めしたい長編小説である。 

 

副会長 浅羽 芳久（昭和４２年 経済学部卒） 

 

（注）このこころに残る一冊は、前号の１５回で終了の予定でしたが、継続の要請があり いましば

らく継続することにいたしました。 

 

ローカル線·バスの旅のすすめ 
私の趣味の一つは旅行です。ごく一般的な趣味ですが、ここでは、やや変った旅行について書きま

す。今後の皆様の旅行の参考になれば幸いです。 

現役時代、仕事の関係で休暇が取りづらかった為、その反動で、定年二,三年前より一人で「全国

の交通機関に乗ることが目的の旅」に出かけるようになりました。 

子供の頃より、「乗り物」が好きだったので、塾生時代は「観光事業研究会」（今は、後身の団体が

あります。）に所属していました。塾生時代は学生の特権でよく旅行をしました。その後も子供が幼

いときは、よく家族で出かけましたが、妻と二人になった現在は京都、長崎、金沢等の有名観光地、

海外は一緒に観光旅行をしますが、それとは別に一人でも出かける「手段の目的化」の旅行が本件の

テーマです。 

乗り物好きな性分は、この歳までとうとう変わりませんでした。最近でこそ、ローカル線・バスの

旅はテレビでよく放送していますが、十数年前までは変人？扱いされていました。妻には物好き（当

然？）勝手に行ってくれと言われています。過去十数年の成果？として、やや大げさに言うと、ほぼ

日本中のローカル線、長距離バス路線は乗りつくしました。（何の役にも立ちませんが、趣味とはこ

のようなもの。？） 

私の方法ですが、自分の行きたい場所を決め、行き方を時刻表、インターネットで調べます。テレ

ビとは違い（演出？）、事前の調査は万全に行います。最近は時刻表に載っていない地方のバス路線

もほとんどインターネットで調べることが出来ます。バスは地元の高校生と老人の移動に多く使われ

ている為（社会人は車移動が多数）、平日と土日で大幅に異なる路線も多く、西武バスと異なり、一

日数本‼の路線も多いので十分注意が必要です。北海道のある場所で、翌日乗る予定のバスが土日に

運休であることを前夜に気が付いて、帰りの飛行機の時間に間に合わせるため、朝食抜きで予定して

いたバスの前の早朝のバスで帰ったことがあります。 
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九州、四国、北海道へは飛行機、新幹線を使って現地からローカル線、長距離バス路線、フェリー

を使い、近くに観光地があれば「ついでに」（メインではない。）立ち寄ります。スケジュールの都合

上、高速バスも時々乗りますが、時間的なメリットだけで、今一歩面白くありません。全国の交通機

関の時間の信頼性は高く、安心して旅行できます。日本では当たり前の事ですが、外国ではそうでも

ないようです。  

過去に乗った路線、乗ろうと思っていた路線の廃線、バス路線も運休になってしまった路線も多く

残念です。バスでは数人程度しか乗っていない時や、自分一人の時（空気を運んでいる。）も多々あ

ります。当然、路線維持の為、バス会社に税金より補填していると思われます。時々、同好の士と思

われる人や、夫婦二人連れの人と一緒になります。たいてい、奥さんが仕方なくついてきているケー

スが多いようです。始めたころは同好の士は男性が圧倒的でしたが、最近は女性もよく見かけます。 

次に、おすすめ路線を紹介します。最近テレビでよく紹介されている路線も多いので、どちらかに

乗車された方も多いと思います。  

１．北海道地方 

（１）釧網線：釧路湿原・摩周湖・オホーツク海等途中見どころが多い路線です。 

（２）（１）の途中の知床斜里駅から知床半島までのバス路線：有名観光地なので、乗車された方

もいるのでは。 

（３）留萌・稚内の手前の豊富間のバス路線：日本海沿の路線。有名観光地はないので乗客はほぼ

地元民のみ、最果て感抜群。 

（４）稚内・枝幸・紋別間のバス路線：ただオホーツク海沿の道を延々と走るだけで、（３）同様、

最果て感抜群。 

（５）釧路・羅臼間のバス路線：バスにトイレがあることに驚きました。（長距離高速バスの中古）

途中、国後島が見えます。   

（６）日高線・襟裳岬経由帯広間のバス路線：一部不通のため、代替バス路線。 

（７）根室線・根室と納沙布岬間のバス路線：途中の景色は、まるで外国？実質日本の最東端。歯

舞群島が見えます。 

（８）北見・池田町間のバス路線。途中の陸別〈日本で一番寒い街〉で乗換えます。 

（９）積丹半島を取り囲むバス路線：札幌から近いのですが、絶景です。 

北海道は、廃線後の代替バス路線が多く、ほぼ全道を取り囲んでいます。（それも廃止さ

れつつあります。）  

２． 東北地方  

（１）八戸線・三陸鉄道リアス線：今月全線再開します。地震の直前に計画していましたが、当然

中止しました。 

（２）五能線：有名なローカル線、よくテレビで紹介されているので乗車された方もいるのでは。  

（３）秋田内陸縦貫鉄道：雪深い冬に行くべきところ。マタギの里を通ります。  
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（４）只見線：五能線とならんで有名なローカル線。洪水の影響で橋が流され一部代替バスで運行

されているのが残念。  

３．関東地方：近いので省略 

４．中部地方  

（１）大井川鉄道：「機関車トーマス」を模した列車も走っています。（子供向けの本・ビデオで見

た方もいるのでは）終点先のトロッコ列車も絶景です 

（２）黒部峡谷鉄道：立山黒部アルペンルートとセットで旅行会社が売り出しています。黒部ダム

の下流で、ダムと距離は近いのですが、まったく別の行き方になります。 

（３）能登半島一周バス路線：ここも一部、廃線後の代替バス路線です。 

（４）篠ノ井線：沿線の姥捨駅が見所です。 

（５）長良川鉄道：終点から白川郷を通り、城端線に繋がるバス路線があります。（白川郷までは

一日１本！）有名観光地で観光バスは多いので、行かれた方もいるのでは。 

５．近畿地方  

（１）奈良五条と和歌山新宮間のバス路線：日本で一番長いバス路線 最近よくテレビで紹介され

ています。あまりにも長い（約 6 時間半）ので、途中で宿泊するのがよいでしょう。（十津

川温泉、熊野本宮あたり） 

（２）小浜線・京都丹後鉄道：若狭湾の海が見えたり消えたりの路線です。 

（３）丹後半島を取り囲むバス路線：伊根の舟屋が有名です。 

６．中国地方  

（１）木次線・伯備線・播但線・因美線：中国山地を走る路線です。私の感覚では、国内で一番「昔

の日本」の風景が残っています。同様の三江線（ここが一番良かった。）が最近廃線になっ

てしまって残念です。 

（２）しまなみ海道のバス路線:瀬戸内海の島々を結ぶ絶景路線。(テレビでよく紹介されています｡) 

７．四国地方  

（１）阿波室戸シ―サイドライン・阿佐海岸鉄道：徳島から室戸岬までの海沿い路線 

（２）室戸岬経由バス路線：（１）に続くバス路線 

（３）土佐くろしお鉄道：（２）に続く海沿い路線 

（４）くろしお宿毛線･予土線･途中の土佐中村から足摺岬迄のバス路線:途中､四万十川が絶景です。 

８．九州地方  

（１）久大本線：沿線の湯布院温泉が有名です。 

（２）豊肥本線：南阿蘇鉄道：熊本地震で被害を受けた路線。途中 CM（午後の紅茶）の舞台になっ

た駅もあります。終点の先に高千穂経由延岡までのバス路線があります。  

（３）肥薩線：人吉から湯前線で終点から、宮崎方面のバス路線があります。鹿児島方面の途中の

ループ線が有名です。 
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（４）松浦鉄道：途中、日本最西端の駅があります。平戸島の近くです。 

（５）島原鉄道・島原半島一周バス路線：途中、熊本へ行くフェリーの港があります。 

（６）指宿枕崎線：途中、九州最南端の駅があります。 

上記以外も、まだまだ多くありますが、この程度にしておきます。ローカル鉄道・バスだけでなく、

長距離フェリーの新造船の航路もちょっとした贅沢感があります。九州・四国・本州間の近距離航路

も瀬戸内海が絶景です。各地の空港と拠点都市を結ぶ空港バス路線にも面白い路線があります。  

日本地図を参照して、行きたいところを見つけてください。一人の場合は、御家族の白い目？を感

じて。現役の方は日頃の仕事の息抜きに、リタイアされた方は、日常生活とスマホから離れて、車窓

から眺める美しい日本を堪能できます。 

    渡邉 修一（昭和４８年 法学部卒） 

 

同好会の活動報告 

ゴルフの会 

１．開催報告 

第３０回東久留米三田会・稲門会合同ゴルフ会が平成３０年１１月１９日（月）熊谷ゴルフクラブ

で行われました。当日は好天に恵まれ稲門会から１０名、三田会から９名の参加者がプレーを楽しみ

ました。 

 

個人戦では稲門会が上位を占める中、当三田会の城山さんが一人気を吐きベスグロでの堂々たる優

勝でした。 

優 勝   城山佳胤（三田会） グロス ９２  ネット７１．６ 

準優勝     青柳成彦（稲門会） グロス ９７  ネット７４．２ 

３ 位      金子孝志（稲門会） グロス１０３   ネット７４．２ 

 

  団体戦は前回の合同ゴルフ会で三

田会が久しぶりに勝利し対戦成績を

５分としましたが、残念ながら今回は

敗れてしまい勝ち越しならずでした。

この結果通算成績は三田会の１４勝

１５敗、1引き分けとなりました。次

回は是非巻き返しを図りたいところ

です。 

フクロウの幼鳥 
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２． 今後の開催予定 

第６４回東久留米三田会ゴルフ会を５月１０日（金）飯能グリーンＣＣ８時４９分スタートで予定

しています。申し込みは４月１０日頃までにお願いします。まだ間がありますのでご都合をつけて頂

き奮ってご参加下さるようお願い致します。 

続いて第３１回東久留米三田会・稲門会合同ゴルフ会を６月１４日（金）に予定しています。会場

は上記と同じ飯能グリーンＣＣで９時０３分スタートです。今回は合同ゴルフ会３０回目の節目の後

の第１回という意味で表彰式・懇親会を東久留米に戻って行う予定です。稲門会の皆さんとの懇親を

深めて頂きたく多数の皆さんのご参加をお待ちしています。 

ゴルフの会 幹事 山本 好実（昭和３８年  工学部卒）  

 

ウォーキングの会 

 

 

 

 

 

 

１２月１日今回も美術の会と共催で五島美術館で五島慶太と小林一三の「数寄者の審美眼」のコレ

クションを鑑賞の後、等々力渓谷まで歩きました。閑静な高級住宅街です。寺院あり教会ありの街並

みは歩いていても飽きのこない散策むきです。 

途中、伊東岱吉先生の邸宅があり、５０数年前、｢中小企業論｣を教わった記憶が蘇えりました。                

 

 

 

 

 

 

第三京浜の高速道の架橋下を通り抜けると、野毛の緑地が続き等々力渓谷に入ります。紅葉は少し

早いのでしょう、鬱蒼とした緑に囲まれた渓谷は高速道と環八という幹線道路の狭間とは思えない静

けさでした。 

お昼は｢ざいもく屋｣という囲炉裏もある旧家そのままの家で中国料理で乾杯して帰路につきました。 

次回５月１８日（土）は美術の会と共催で渋谷文化村ミュージアムで美術鑑賞の後ＮＨＫを見学、

明治神宮へと歩く予定です。 

ウォーキングの会幹事 力久 俊治（昭和３２年 経済学部卒） 



＜平成 31 年 3 月 17 日発行＞ 慶應義塾東久留米三田会会報 <13> 

 

パソコン同好会 

平成２７年に始まったこの同好会は、月１回の実施は変化ありませんが参加者の実力はかなりつい

てきました。ここ数ヶ月はワードでの案内状の作成が中心でしたが。今回は１月２５日の「中学生体

験入学のご案内状」の作成を紹介します。ポイントは文字の書式設定、インデントの設定、段落番号

の設定、傍点の設定、画像の挿入（学校、教師）などです。今後は、エクセルなどを含めた複雑なも

のになるものとおもわれます。 

副会長 浅羽 芳久（昭和４２年 経済学部卒） 

中学生体験入学のご案内 

中学 3 年生のみなさん、来年の進路はもう決まりましたか。 

桔梗高等学校の体育祭や文化祭の盛り上がりは有名です！ 

また、情報教育や体育教育にも力を入れており、充実した学校生活を送れること

間違いなしです。 

一度、本校の体験入学に参加してみませんか。 

■対象者：中学 3 年生 

■日 時： 

① 平成 26 年 10 月 11 日（土）9:30～13:00 

② 平成 26 年 10 月 18 日（土）9:30～13:00 

※ どちらの日も内容は同じです。 

■当日のスケジュール 

① 9:00～9:30 受付 

② 9:30～9:45 オリエンテーション 

③ 9:45～10:15 校内見学 

④ 10:15～12:00 体験学習 

⑤ 12:00～12:40 昼食 ※昼食は 300 円で用意しています。 

⑥ 12:40～13:00 オリエンテーション 

■コース普通科 

① 情報科 

② 体育科 

■その他 

服 装：中学校の制服 

持ち物：筆記用具、上履き、体操着（体育科コース希望者） 

■申し込み方法および期限 

中学校を通して 10
．．

月
．

3
．
日（金）まで
．．．．．．

に参加申込書を本校へ提出してください。 

■問い合わせ 

桔梗高等学校 庶務係 045-XXX-XXXX 
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美術の会  

平成３０年１２月１日（土）は世田谷の五島美術館と等々力渓谷へ行きました。今回は「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）」という展示でした。 

 阪急小林一三は慶應義塾の卒業生です。彼は事業の成功とともに美術コレクターになりました。そ

のビジネスの弟子という関係にある五島慶太は東急の創業者です。日吉に通う学生は皆その電車に

乗ったものです。五島も事業の成功と共に美術コレクターとして名を馳せました。同じ頃近代経済学

の祖といわれるジョン・メイナード・ケインズも美術コレクターとして有名でした。 

 この時代はお金に余裕のある人の向かう先は美術

品でした。美術品の妖しい魅力とは何であろうか。

そう思いつつ鑑賞するのは邪道かもしれないが、茶

道具や経典の古蹟や秀吉の手紙は興味深いものでし

た。そして良く保存されているのが何より頼もしい。 

 様々な国宝級の美術品を見てから庭園に出ました。

国分寺崖線の南斜面に紅葉と池が静かに佇んでいて、

その一角には美しい着物姿の女性で賑わう茶室があ

りました。 

美術館を後にすると隣の五島昇の表札のある屋敷が目につきました。当日はウォーキングの会と共

催でしたので、古墳に立ち寄り、等々力渓谷へと向かいました。 

 参加者は 佐藤柳次郎、力久俊治、川鍋弘、樋川紘一、貫隆夫、日下和代、野崎陽一でした。 

 

平成３１年２月２４日は冬とは思えない良い天気で、上野公園はまだ桜も咲いていないのに多くの

人出となっていました。目指すは東京都美術館の「江戸絵画ミラクルワールド 奇想の系譜展」です。

６０歳以上の入場料は１，６００円が 

１，０００円と割安になっており、今回

は全員がこの恩恵を受けました。展示作

品は伊藤若冲、曽我蕭白、長沢芦雪、岩

佐又兵衛、狩野山雪、白隠慧鶴（禅師）、

鈴木其一、歌川国芳の一級作品でした。 

特に、自由な画題の発想や細かいとこ

ろまで手を抜かない職人技と才能は感心

するばかりでした。双眼鏡を持参して正

解でした。そして、３００年経っても色

鮮やかさを保っていることが驚きでした。 

参加者は佐武昇、川鍋弘、力久俊治、

日下和代の各氏と野崎でした。鑑賞後は館内の喫茶店で２時間近くおしゃべりを楽しみました。 
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では、いつものように次回のご案内です。 

 

予定： ２０１９年５月１８日（土） １４時よりＢｕｎｋａｍｕｒａザ・ミュージアム 

「印象派への旅 海運王の夢 バレルコレクション」 

２０１９年７月２８日（日）正午より ブルーベリーパーティ。 

ご家族、ご友人お誘いあわせの上 ご参加ください。 

 

特別顧問 野崎 陽一（昭和４７年 経済学部卒） 

 

 

近隣三田会への参加報告 
 

〇西東京三田会新年会 

平成３１年１月１３日（日）に田無墨花居に於いて西東京三田会の新年会が開催され、当会から  

佐武、大野の２名が参加いたしました。 

出席総数約５０名、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おり、大盛

況の中、新年会は始まりました。 

樋口会長の挨拶で新年会は始まり、前年度秋の叙勲を受けられた曽根原会員の挨拶、社友の武蔵野

徳洲会病院医院長鈴木洋平氏の紹介・挨拶の後、同好会の紹介があり、大いに盛り上がった雰囲気の

中、早稲田大学応援歌「紺碧の空」でエールを交換し、最後に全員で「若き血」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） 

 

〇所沢三田会新年会 

平成３１年２月３日（日）所沢ベルヴィザ・グランで所沢三田会の講演会・新年会が開催され、   

当会から安藤、大野の２名が参加いたしました。 

 講演会は慶應義塾大学理工学部山口髙平教授による、「最新ＡＩと社会への影響～人とＡＩの協働

社会～」と題した、タイムリーで非常に興味ある講演会でした。 

 講演会の後に始まった新年会では、当会以外に塾員センター北村課長、東村山三田会、奥武蔵三田

会の参加があり、参加者約７０名と大盛況でした。 

 新年会は塾歌斉唱の後、大出会長の挨拶で始まり、塾員センター北村課長の最近の塾の報告、各同

好会活動報告と大いに盛り上がった雰囲気の中、最後に全員で肩を組み、「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） 
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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 090-9835-1879 

 

＜「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/ 

 

 


