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第１４回総会のご案内 

 

下記の通り 第１４回総会・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２８年４月２３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） 

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～３時４５分 （１階ギャラリー） 

     演題  「 医薬品の正しい知識と使い方 」 

講師  福島 紀子 先生  慶應義塾大学名誉教授・ＫＰ会副会長 

 

「現在の医薬品は、どのようにつくられているのか？医薬品に秘められた工夫

とは、また、体の中でどのように働いているのかなど、医薬品の持っているい

ろいろな情報をお話します。医薬品を適切に使うにはどうしたらよいかを考え

ましょう」 

 

（３）懇親会  ： 午後４時～６時 （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 田島 正延 （昭和４４年 法学部卒） 

masamido-taji@crux.ocn.ne.jp 
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秋のアカペラコンサ－トのご報告 

東久留米三田会恒例のコンサートが、昨年１１月２９日（日）生涯学習センターまろにえホー

ルで催されました。これまでにオーケストラ、合唱、ジャズバンド等いろいろな音楽サークル

を紹介してきましたが、今回はアカペラコーラスの登場です。出演は「慶應義塾大学アカペラ

シンガーズＫ．Ｏ．Ｅ．」で、湘南キャンパスで２０年以上の歴史を持つサークルです。アカペ

ラとは楽器を使わず人の声だけでアンサンブルを作っていく音楽ですが、三田会のコンサート

では初めての形式なので、スタッフとしては期待と共に少々不安もありました。 

当日は好天に恵まれ、ホールはほぼ満席でした。開演のベルが鳴ると、ステージには数本の

マイクが置かれているだけ。そこへ５、６人のグループ（バンド）が登場して、多彩なハーモ

ニーのコーラスを２、３曲歌っては次のバンドと交代するというスタイルで、７つのバンドが

出演し、合同で歌う全体合唱もありました。全体合唱には楽器の伴奏が入りましたが、それ以

外では楽器の音は一切使わず、ベースや打楽器のような音も全て人の声だとのことで驚きまし

た。プログラムには若い人たちの曲に加えて「朧月夜」「花は咲く」「ウイスキーはお好きでしょ」

等々なじみのある歌も登場し、ステージの楽しいトークもあって客席はだんだん盛りあがり、

最後は「アンコール！」の拍手となりました。来場者からは「今までのコンサートとは全く違っ

た感じで楽しかった」「耳になれた歌が面白いハーモニーで新鮮に聞こえた」等の声がよせられ

ました。今後も市民の皆さんに楽しんでもらえるコンサートにしていきたいものです。 

石井 八栄子（昭和４１年 文学部卒） 

 

アカペラシンガーズの熱唱 

アカペラシンガーズの皆さんと 
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新年会のご報告 

東久留米三田会恒例の新年会が、１月３０日（土〉成美教育文化会館で、「第３回銀杏寄席」

に引き続いて開かれました。 前日の天気予報では朝までに５ｃｍの積雪でしたが、幸いにも

曇り空で銀杏寄席も満席に近くなり、ほっとした気分での新年会となりました。 

新年会の参加者は５８名で来賓として西東京三田会（２名）所沢三田会（３名）、国分寺三田

会（２名）、東村山三田会（２名）、ＫＰ会（１名）、アカペラシンガーズＫ．Ｏ．Ｅ．（８名）、

駒与志社中（５名）が出席され、遠藤良治さん（Ｓ４６ 商）の軽妙洒脱な司会の中、盛会に

行われました。 

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 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

な参加をお願したい、併せて近隣三田会の皆様のご協力を賜りたいとお話されました。 

浅羽副会長の乾杯の発声のあと、懇親会に入りました。 歓談の中、駒与志社中の皆さんの

ご挨拶から始まり、次にアカペラシンガーズＫ．Ｏ．Ｅ．・アマリリスの真っ赤な太陽等４曲の

披露があり、昨年秋のまろにえホールでの感動がよみがえりました。 更に、アカペラの鎧坂

さんには「ＳＦＣ未来創造塾事業募金」の募金箱をもって会場をまわって頂きました。 

来賓を代表して西東京三田会副会長の坂口様からご挨拶があり、その中で三田会の活動の目

的（会員相互の親睦、社会貢献、慶應の発展にも寄与すること）が話され、三田会の役割を再

認織させられました。 また、今年３月に小平三田会が発足、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。  

 

 駒与志社中の皆さん      アカペラシンガーズの皆さん     募金受付中 

新年会で皆さん歓談中 
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最近の慶應に関するほっとな話題として、『真田丸』で有名な松代藩真田家の直系の子孫にあ

たる第１４代当主が理工学部の眞田幸俊教授であることや、２１世紀枠での選抜大会出場の小

豆島高校杉吉勇監督（慶大卒）のお話が紹介されました。 引き続き、新入会員（城山佳胤さ

ん（Ｓ５７法）、並木一朗さん（学士在学中）の挨拶、同好会（ゴルフ、ウォーキング、美術の

会、パソコン同好会）のそれぞれの活動報告がありました。 

最後は全員で「若き血」を２回合唱し、佐藤特別顧問より「これから未来に向かって開いて

いくという意味合いを込めて＜お開き（おひらき）＞と言う」との解説を含めた締めの挨拶で

会は終了、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） 

 

新会員紹介 

 

並木 一朗(なみき いちろう) 君（文学部学士在学中） 

「笑顔の数だけ幸せがある」を信条に、学生時代は児童館、学童保育クラブでのボランティ

アで、大学を卒業してからはいわゆる塾業界で子ども達はもちろん、保護者の皆様を笑顔でき

るよう、努めて参りました。 

以前より、「健常者の方だけでなく、誰もが通える塾を作りたい」と願っておりましたので、

このたび、西東京市に新世代型個別学習塾ウイングスを立ち上げ、東久留米市に転居して参り

ました。 

その際、東久留米三田会の皆様の活動をお聞きし、もともと地域の皆様にも恩返しをしたい

との思いから、この度、入会させて頂きました。 

東久留米三田会のことはもちろん、東久留米市近隣のこと等、まだまだわからないことばか

りですので、皆様、ぜひご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。 新年会に参加の皆さん 

参加の皆さんで塾歌の斉唱 
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投 稿 
心に残る一冊(８) 

           源氏物語 紫 式部著（その２） 

 

桐壷帝と更衣の妃の間に誕生した君は、源氏の君と呼ばれて成長し、十二歳の時、元服し桐壷帝

のはからいで左大臣の姫君葵の上と結婚する。しかし、この結婚はうまくゆかない。葵の上は、源

氏の君の四歳年上であった。 

五月雨の夜、十七歳になった光源氏のもとに、頭の中将が訪ねてきた。さらに左馬頭（さまのか

み）と藤式部丞（とうしきぶのじょう）も交えて、四人で女性談義（雨夜の品定め）をすることに

なる。嫉妬深い女（指食いの女）、木枯らしの女（浮気な女）、常夏の女（内気な女）、大蒜（おおひ

る）の女などが披露される。この雨夜の品定めは、源氏物語の中でも有名は部分なので、多くのひ

とが部分的に読んだりしたことがあると思われる。 

翌日、紀伊守の屋敷に方違えのために訪れた源氏は、紀伊守の父の後妻の空蝉と一夜の契りを結

ぶ。空蝉はその後、きびしい態度でよせつけない。空蝉は、拒みながら心の中では源氏が忘れられ

なく切なく、単身で赴任先にいる老いた夫の伊予の介への罪の呵責に苦しみながら、夫の任地に向

かう。 
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 この頃、源氏は六条に住む高貴な女性のところにも通っていた。六条の御息所で源氏より七歳年

上であった。先の皇太子の未亡人で、皇太子の忘れ形見の姫君がいる。源氏は六条の御息所を訪ね

る途中に、五条の乳母の家に寄る。その日、乳母の家の外で門が開くのを待っている間に、源氏は

隣の家の垣根に咲く白い夕顔の花に惹かれる。その花が取り持ち、源氏はその家の女を知り、通う

ようになる。女は素性を明かさないまま、源氏に心身を預けきってついてくる。八月十五日の夜、

源氏は女を奪うようにして、人の住まない廃院に連れ出す。次の日、はじめてそこで覆面をとり、

源氏は女に打ちとけるが、女はやはり名を明かさない。その夜、女は何かに襲われたように死ぬ。

この女性が夕顔である。夕顔は数多くの源氏の君が関係した女性の中で忘れることの出来ない一人

になる。 

この時すでに、父帝の妃、自分にとっては義母の当たる藤壺と、思いを遂げていることがぼんや

り示されている。こんな大事なことが、さらりと書かれている。 

源氏は十八歳になった。おこり（マラリア）をわずらった源氏は、北山の験力のある行者のとこ

ろに、加持を受けに行く。そこで僧都の庵の祖母と身を寄せていた十歳くらいの美しい少女に出会

う。少女が藤壺の姪だとわかり、おもかげが似ていることに惹かれて、強引に略奪して自分の邸二

条の院に連れて育てるようになる。この少女こそ源氏の終生の伴侶となって添い遂げる紫の上であ

る。 

これと並行して藤壺とのやるせない一夜の密会もあり、その結果として藤壺の懐妊という重大な

問題が起きる。 

 こうして源氏の恋愛は進むが作者の紫式部は、こうしたごたごたした恋愛事件を、秘密にしてお

いたのだけれど、いくら帝の子といっても、知っている人まで源氏に欠点がないようにほめると、

話せば作り話のように受け取る人があるので、すっかり話してしまったといい、あまり慎みのない

お喋りの罪は、免れがたいと書いている。なんでもありの身分の高い源氏の君でも、こうしたこと

は如何なものかと紫式部は言っているのである。しかし、この平安時代の貴族社会は概ねこのよう

であったと思われる。 

 夕顔が亡くなって落胆している様子を見かねた乳母子の命婦が、故常陸の宮の姫君の存在を教え

る。零落した高貴な女性が琴を慰めてひっそり暮らしているとの話を聞いて光源氏は心をときめか

す。源氏は命婦の手引きで、姫君と結ばれるが、姫君はあまりに初心でぎこちない態度は魅力なく

失望する。一夜を明かした翌朝、外は一面の雪景色になっていた。 

雪の美しい景色を見るように誘った源氏の声に、素直ににじり出てきた姫君の顔を、雪明かりには

じめてみた源氏は仰天する。赤鼻の女性であったのである。当時の逢瀬の夜は今からは信じられな

いほど暗かったということである。光源氏の関係した女性は、美人ばかりではなかったと言ってい

る。 

 藤壺は予定より二月遅れ、罪の子（光源氏と生き写しの男子）を生む。この子が、この後天皇に

なってゆく。 
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源氏は二十歳になった。源氏は右大臣の娘の朧月夜と関係を結ぶ。姫は右大臣の六の君、兄東宮

の許婚であった。 

源氏は二十二歳になった。前年に桐壷帝が退位し、弘徽殿太后の子、朱雀帝が即位したことで、

政権は右大臣家と移る。光源氏は右大将に昇進し、東宮（藤壺中宮の子）の後見役になった。その

ような折に、紫の上方と六条御息所とが加茂の斎院の行列を見物する場所を巡って車争いをする厄

介な出来事が起きた。御息所の車は壊され、片隅に追いやられてしまった。御息所は苦悩のあまり、

魂が身から離れて生霊として葵の上に取り憑く。葵の上は男の子（後の夕霧）を出産し、そのまま

世を去る。喪が明けて二条院に戻った光源氏は美しく成長した若紫（紫の上）ととうとう新枕をか

わす。 

源氏二十三歳の秋、六条御息所は斎宮となった娘とともに伊勢に下向することを決心する。光源

氏は嵯峨野の野宮に御息所を訪ね一夜を過ごし、御息所は都を立ち去った。冬、十一月桐壷帝は崩

御し、右大臣や弘徽殿大后は権勢を極めるようになる。 

源氏は、異母兄である朱雀帝の最愛の朧月夜のもとに通い、激しい雷雨で帰りそびれていたとこ

ろを、右大臣に見つかってしまう。二十六歳の年の春、朧月夜の密会の一件で右大臣方に罪をきせ

られた光源氏は官位を剥奪される。流罪の事態を危ぶんだ光源氏は謹慎の意を示そうと考え、自ら

須磨に退去することを決意する。この源氏の須磨退去で源氏物語の前半が終わる。 

 

副会長 浅羽 芳久（昭和４２年 経済学部卒） 

 

慶應連合三田会大会の日吉キャンパスを訪ねて 

平成２７年１０月２５日（日）、その日は朝から快晴だった。東久留米駅８時４分発快速の元

町・中華街行きに妻と二人で乗車する。慶應義塾大学日吉キャンパスで行われる「２０１５年

慶應連合三田会大会」に３年連続の参加である。今年の大会スローガンは「Ｌｉｇｈｔ ｕｐ 

ｏｕｒ ｆｕｔｕｒｅ．“叡智の光あきらかに”」であり、これは、塾歌の２番「わが手に執れ

る炬火は、叡智の光あきらかに、ゆくて正しく照らすなり」の歌詞の通り慶應義塾で学んだ「叡

智」の大切さを大会シンボルにしていると思った。 

 日吉には９時過ぎに到着するが、いつものことであるが、早くも記念品引き換えの長い行列

まち、みんな早くから並んでいる。でも今回良かったことは記念品交換場所が、銀杏並木エリ

アから手前左側の独立館の室内で行われた事だ。１０月後半の快晴の早朝は、日影が結構寒い

のだ。妻の希望のリール付革製パスケースと榮太郎飴２個を頂いた後、本日の目玉、日吉記念

館のメインイベント、「スペシャル・ライブ、主役は加山雄三、ゲストに華原朋美のライブ」の

整理券１１時配付のために、１時間前からまたまた並ぶことになる。 
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 待っている間に交代で模擬店に買い出しに行き、カツサンド・からあげ・くりおこわなどを

購入し昼飯の準備をしておいた。やっと整理券２枚を受取ってから、多数の模擬店を覗きなが

ら昼飯の場所探しだ。来場者に対して座って食事する場所が極端に少なく昼時近くは、混雑し

て大変なのだ。なんとか場所を確保し、美味しいラーメンも食べて腹を満たす。 

 整理券番号は２８６・２８７番だった。今までは、整理券に番号はなく、整理券を持った方

の先着順入場のために入場時間前に早くから並ぶのだが、今年は改善されていた。１から１０

０・１０１から２００・と１００番単位で入場３０分前までに並んでほぼ順番通りに入場でき、

結構ステージ近くに着席することが出来た。 

 １３時１５分から３０分間がゲスト華原朋美（所属事務所の社長が塾員）。朋美ファンクラブ

の２０名位が朝の５時から並んでいたようで、ペンライトをかざして最前列で声援していた。

デビュー２０周年目の彼女の伸びのある歌声で観客は魅了させられた。残り４５分間が、私よ

り１０歳先輩、７８歳の慶應の若大将、“加山雄三＆ハイパーランチャーズのスペシャルライブ”

だ。司会進行にＴＢＳの井上貴博君（２００８年経済）と国民的アイドルＡＫＢ４８のメンバー

で現役塾生の内山奈月さん（経済）、竹内美宥さん（環境情報）を加えて盛り上げていた。 

 軽いロック調の乗りの良い曲から始まり、１４歳の処女作「夜空の星」「夕陽は赤く」「青い

星くず」「旅人よ」・・・・ラストが「海、その愛」アンコール曲はゲストも一緒に「君といつ

までも」だった。元気をいっぱい貰って楽しんで、あっという間の楽しいひと時の締めは、観

客もステージに上げてもらい中心は加山雄三・ゲスト華原・ＡＫＢ４８の塾生らが肩を組んで、

客席全員も肩を組んで「若き血」２番を皆で熱唱してから、加山さんの「フレーフレー慶應」

のエールでお開きとなった。   

 福引抽選会は、いつも車を希望するも当たらないね！！今年は、抽選会場（記念館）に来場

された方のみ会場特別賞があり、ミッツ・マングローブ（塾員）＆ＡＫＢ４８の二人が抽選の

役割で、司会者の井上君らと楽しい会話をしながら豪華賞品を抽選してくれた。会場から喜ん

でステージに上がった方もいたが、私たちは今回も見ているだけだった。でも今年は確率２分

の１のＯ賞が当たり、化粧品・ニッシンヌードル・ラップ等々、色々と入っている重たいお楽

しみ福袋を貰って、家路についた。 

 幹事長 田島 正延 （昭和４４年 法学部卒） 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年慶應連合三田会大会の会場 
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稲門会との合同ゴルフ会に参加の皆さん 熊谷ゴルフクラブでの皆さん 

同好会の活動報告 

ウォーキングの会 

今回は石神井公園周辺を散策します。５月７日（土）9:30 東久留米駅２F改札口前集合です。 

新年会の時にも予告しましたが、１５Cに豊島泰経

が江古田ケ原で太田道灌との戦いに敗れ居城の石神

井城に戻り、先祖伝来の金の鞍を付けた愛馬にまたが

り三宝寺池へ入水したといわれる。そして姫の輝姫も

そのあとを追ったという伝説があり、今も輝姫祭りな

どが行われています。その墓所や石神井池、三宝寺池

の水鳥などを観て回ります。 

歩行距離４キロ程度です。皆さんご参加ください。 

 

ウォーキングの会幹事 力久 俊治（昭和３２年 経済学部卒） 

ゴルフの会 

１． 開催報告です。 

(1) 平成２７年１０月１３日（火） 熊谷Ｇ．Ｃ． 絶好のゴルフ日和 

第５７回 東久留米三田会ゴルフ会（参加者８名、敬称略） 

優勝 山本 好実 グロス９９（５０，４９）ＨＣ ２４．００ ネット７５．０ 

２位 田島 正延    １０６（５０，５６）  ２８．８０    ７７．２ 

３位 南  健雄    １０２（５６，４６）  ２４．００    ７８．０ 

ＮＰ  ７番 田島。１７番 新宮。（見事な一打でした） 

ベスグロは９９で山本。 

フクロウの幼鳥 

豊島家菩提寺 道明寺 
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(2) 平成２７年１１月１１日（水） 熊谷Ｇ．Ｃ． 晴 

第２４回 東久留米三田会・稲門会合同ゴルフ会 

（参加者 三田会８名、稲門会１５名 計２３名、敬称略） 

優勝 Ｗ 東海 俊孝 グロス１０６（５５，５１）ＨＣ３３．６０ ネット７２．４ 

２位 Ｋ 城山 佳胤     ９２（４６，４６）  １９．２０    ７２．８ 

３位 Ｗ 金子 孝司    １０４（５３，５１）  ３０．３０    ７４．０ 

４位 Ｗ 上原 徹也     ８２（４２，４０）   ７．２０    ７４．８ 

５位 Ｋ 坪山 昭夫    １０７（４９，５８）  ３１．２０     ７５．８ 

恒例のＫ，Ｗそれぞれネット上位６名の合計ストローク勝敗は次の通りで、残念な結果とな

りました。ＨＣ次第で逆転できる範囲です。 

次回は頑張りましょう。 

Ｋ（城山、坪山、川鍋、野崎、種田、山本）：グロス合計＝６１５ ＨＣ合計＝１５３．６０ 

                      ネット合計＝４６１．４０ 平均７６．９０ 

Ｗ（東海、金子、上原、小野、平子、別処）：グロス合計＝５９７ ＨＣ合計＝１４６．４０ 

                       ネット合計＝ ４５０．６０ 平均７５．１０ 

２． 開催予定です。 

(1) 平成２８年４月８日（金） 熊谷Ｇ．Ｃ． スタート８時１４分（アウトコース） 

第５８回東久留米三田会ゴルフ会 ３組確保しております。（すでに９名参加申込みを受け付け

ております。２月１８日現在。ご希望の方はお早く連絡を） 

(2) 平成２８年６月２日（木） 熊谷Ｇ．Ｃ． 

第２５回東久留米三田会・稲門会合同ゴルフ会を予定しております。 

  詳細をこれからまとめ、皆様にメールを送りますのでご参加を宜しくお願いいたします。 

前回と同じく６組２４名の規模で進めたいと考えております。 

ゴルフの会幹事  坪山 昭夫（昭和３９年 法学部卒） 

 

美術の会  

秋の美術の会は日付を変更して平成２７年１２月１３日（日）に根津美術館を訪れました。

小雨そぼ降る南青山でしたが、人出はまずまずといったところでした。「物語を描く（王朝文学

から御伽草子まで）」の企画展は通の人向きだったらしく熱心な入場者が多かったようです。源

氏物語、今昔物語、御伽草子等の絵巻物や屏風絵は精密でしっかりした技術で書かれていて、

大人の絵本のようでした。他日には国分寺三田会の美術愛好家も鑑賞に行ったそうです。参加

者は樋川、坪山、日下、野崎の各氏でした。庭に面した喫茶室でケーキセットをいただきなが
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ら、坪山氏が戦後に近くに住んでいた時に破れた垣根から庭園内に入り遊んだ記憶など珍しい

話で盛り上がりました。 

 平成２８年２月２１日（日）は春を思わせるような太陽の光と

暖かい風の中を恵比寿駅から東へ１０分ほど登り坂を歩いたと

ころにある山種美術館を訪れました。「ゆかいな若冲・めでたい

大観」という企画でした。鶴と亀、松竹梅、七福神、一富士二鷹

三茄子など、おめでたいものを書いた絵を集めて展示してあり大

変な賑わいでした。俗っぽさと余裕の文化との混淆が楽しい美術

展でした。鑑賞後は恵比寿駅近くのコーヒーショップで歓談しま

した。参加者は清瀬から貫（ぬき）さん、東久留米は種田､樋川､坪山､田島、野崎の諸氏でした。 

 この一年は主に日本美術に焦点を当てました。 

 今後の予定 〇平成２８年７月３日（日）午後２時より 鑑賞先未定 

       〇平成２８年７月３１日（日）正午より ブルーベリーパーティ 

２８年度もご期待下さい。 

特別顧問 野崎 陽一（昭和４７年 経済学部卒） 

 

パソコン同好会 

前回の会報でお知らせした様に、パソコン

同好会は昨年の５月２９日に第１回を行ない

ましたが、その後、原則として月末の最終金

曜日の午前（９時３０分から１２時）に月例

会を実施してきました。昨年は８回行なうこ

とが出来ました。 

パソコンの基礎（ワード、エクセル）、表づ

くり、案内チラシの作製が主な内容でした。 

出席者の技術の差はありますが、その評価は意外なものでした。参加者のパソコンでの方法

が各自独自の方法の方が多く、この研修によって別の方法があったのかと実感される方がい

らっしゃいます。技術の再認識です。この辺りが、面白みかもしれないと思います。 

初心者、上級者が一緒に時間を共有できます。つい最近、イベントのチラシを作成したといっ

て２人が見せてくれました。研修で学んだ方法でつくられたものでした。研修会の成果だと思

いました。次回予定は、３月２５日（金）４月２２日（金）です。ぜひご参加ください。 

 

                    副会長 浅羽 芳久（昭和４２年 経済学部卒） 
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近隣三田会への参加報告 
〇西東京三田会新年会 

平成２８年１月１７日（日）西東京市の田無墨花居で西東京三田会の新年会が開催され、当

会から田島正延と大野貴志夫が参加いたしました。 

当日の参加者は西東京三田会会員５５名（内小平市在住者８名）で、近隣三田会からは当会

以外に東村山三田会松田会長及び澤田副会長が参加をされており、会場はほぼ満員でした。 

新年会では小平三田会の設立が発表され、田村初代会長の挨拶があり、大いに盛り上がりま

した。今後の小平三田会との交流が楽しみです。 

新年会は和気あいあいの雰囲気の中、最後に若き血を全員で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２８年２月７日（日）に所沢三田会新年会が所沢市民文化センターミューズで開催され

佐藤顧問、田島幹事長、浅羽で出席しました。竹下会長の挨拶の後、スポーツライター 青島

健太（昭和５６年 法学部卒、慶応野球部）さんによる「プロ野球監督から考えるリーダーの

条件」の講演がありました。プロ野球の監督（長島、野村、広岡、落合、栗山ら）を四つのタ

イプの人間像に分けて采配特長などの説明がありました。特に今年は慶応出身で巨人監督に

なった高橋由伸君に期待したいとのコメントもありました。 

講演後、懇親会に入り今年の宮中歌会始めに招待され出席された平塚宗臣前会長、また今年

のブラジルオリンピックに出場の「日本水球」について元選手で五輪にも参加された山本 健

さんから話があり、楽しい雰囲気の中で行われました。 

最後は全員で「若き血」を合唱し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） 

 

〇東村山三田会講演会 

平成２８年１月２３日（土）東村山市のサンパルネコンベンションホールで講演会が開催さ

れ、当会から田島正延と大野貴志夫が参加いたしました。 

 講演は多摩六都科学館、高柳雄一館長の「私たちが星空から学んだこと」と題して行なわれ

ました。 

 冬の夜空の星々の解説から始まり、宇宙構造、起源、そこに生命が生まれ、人間が登場する

惑星の出現まで、そして最新宇宙科学が発見した成果等々、星と宇宙にまつわる起源について

画像を用い、エピソードもまじえ、非常に興味深い講演会でした。 

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 

この夏休み理科実験工作教室は年々応募人数が増えて来て、昨年は定員６０名のところに  

８５名の応募がありました。昨年は定員に達した時点で、それ以降の応募者には一旦お断りし

たのですが、応募が更に続いたので、急遽、東久留米市立第九小学校からお借りしている会場

の視聴覚教室の使用の延長をお願いして、翌日も夏休み理科実験工作教室を開くことになりま

した。 

今年は、応募された方全員に夏休み理科実験工作教室に参加できるように、応募の定員を  

１２０名に増やしました。 

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２８年８月６日（土）､午前の部（１０時～１２時）、午後の部（３時～１５時） 

平成２８年８月７日（日）､午前の部（１０時～１２時）、午後の部（３時～１５時） 

場  所：東久留米市立第九小学校、視聴覚教室  

対  象：小学生４年生以上と保護者 

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： 

 現在われわれの生活に無くてはならない電気器具は、

今からほぼ２００年前の１８２０年に エルステッド

が電流の磁気作用を発見し、１８３１年に ファラデー

が電磁誘導の法則を発見したことが基になっています。 

 今回は、電気（電流）と磁石（磁気）の関係を参加者

皆で実験しながら確かめます。そして、この発見を基に

して発明された発電機を作成し、ＬＥＤを点灯させてみ

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ばと期待して、同伴者の参加も出来るようにしました。 

 

副会長 佐武 昇（昭和３６年 工学部卒） 

工作する発電機 
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出演の皆さん 

落語会 銀杏寄席の開催報告 

第３回「銀杏寄席」が平成２８年１月３０日（土）に催されました。 

今年は雪予報も出るような冷たい曇り空でしたが、100 名位のお客様が来てくださいました。 

出演は、東久留米三田会の菅原貴与志会員が中心となっている慶應大学落研ＯＢ・ＯＧの皆

様の駒与志社中です。 

 

演目を記します。 

  恋生    「開口一番」 

  夜楽／駒与志  「リレー落語・らくだ」 

  桃介     「浮世床」 

  慶馬     「厩火事」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出演者の熱演と素晴しい話芸にお客様は最後まで聞き惚れていました。 

“親の顔が見たい”とか、夢の中で艶っぽい話や孔子様の出てくる話、そして酒乱に酒を勧

める迫真の演技など、本当に楽しめました。他地区の三田会の方にも好評でした。 

 

次回の第４回目を平成２９年２月４日（土）に予定しています。 

 

地元東久留米の文化の向上に寄与し、皆様に笑いと芸の楽しさをお届けする銀杏寄席を来年

もよろしくお願い致します。 
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駒与志社中の皆様ありがとうございました。そして、東久留米三田会の皆様には会場の準備

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋のコンサート 開催のお知らせ 

恒例となっております東久留米三田会主催の秋のコンサートを本年は１２月に開催致します。 

今回は、５年前に出演し大変に好評だった慶應義塾大学混声合唱団楽友会に再登場して頂き

ます。慶應義塾大学の文化団体連盟に所属する公認合唱団で、６０年以上の歴史を持ち、塾内

唯一、塾生のみで構成された混声合唱団です。慶應生の男女で歌えるのは楽友会だけなのです！ 

作曲家の小林亜星氏、林光氏、指揮者の若林弘氏など、有名な諸先輩を輩出しており、大学

行事、定期演奏会等で活躍中であります楽友会の素敵なハーモニーをお楽しみ下さい。 

 

日 時：平成２８年１２月４日（日曜日） 開演：午後２時 （予定） 

会 場：東久留米市生涯学習センター まろにえホール 

入場料：1,000円（予定） 

 

演奏曲目、開催案内の詳細等は、引き続き東久留米三田会会報誌の中でお知らせ致します。 

 

幹事長 田島 正延 （昭和４４年 法学部卒） 

 

 

大盛況の銀杏寄席 
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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。 

 

＜「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/ 

 

 


