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第１６回総会のご案内 

下記の通り 第１６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３０年４月２１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～４時  （１階ギャラリー） 

     演題  ＡＩ（人工知能）の時代に向けたこれからの教育 

講師  安西 祐一郎 日本学術振興協会理事長（元慶應義塾長） 

 

ＡＩ（人工知能）の時代が始まろうとしています。ＡＩが世の中に広まり、浸

透することで私たちの仕事や生活は大きく変化すると言われています。現在ある

仕事はそのまま存続できず、消滅したり、変質します。そして新しい仕事やビジ

ネスチャンスが生まれ、私たちの能力や可能性、生活の豊かさを高める機会が拡

大します。一方でＡＩの持つ負の側面も懸念されています。 

安西 日本学術振興会理事長（元慶應義塾長）をお迎えし、新しく迎えるＡＩ

の時代に生きていくためにどのような教育が必要か、そしてその教育の仕組みに

ついて考えます。 

 

（３）懇親会  ： 午後４時１５分～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。 

 

副会長兼幹事長代行 佐武 昇 （昭和３６年 工学部卒） 

n-satake@yk9.so-net.ne.jp 
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新年会のご報告 

２月３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５回銀杏寄席」に

引き続いて開催されました。 前週の大雪がまだ残り、数十年ぶりともいわれる寒さの中、銀杏

寄席も昨年同様満席となり、お客様から大変な御好評を頂きました。 

新年会の参加者は４８名で来賓として西東京（３名）国分寺（１名）東村山（２名）所沢（２

名）各三田会、ライト・ミュージック・ソサイェティ（１２名）、駒与志社中（４名）が出席さ

れ、遠藤副幹事長の司会の中、盛会に行われました。  

冒頭、大野会長から開会のご挨拶とともに、昨年突然亡くなられた田島前幹事長へのお悔や

みの言葉がありました。東久留米三田会では２月は銀杏寄席、新年会 ４月は総会 ８月は理科

実験 ９月はコンサート等、様々な企画をしていますが、活気ある活動となるよう会員の積極的

な参加をお願いし、併せて近隣三田会の皆様のご協力を賜りたいとお話しがありました。 

佐武副会長の乾杯の音頭のあと、一同懇親会に入りました。     

続いて、昨年、東久留米まろにえホールにて演奏会が開催され、満員盛況であった慶應義塾

大学ライト・ミュージック・ソサイェティのメンバーによる小規模な編成のミニコンサートが

開催されました。東久留米まろにえホールの客席で聞く舞台上の演奏と一味違い、眼前での演

奏は大変迫力があり、中々経験するとこのできない出来事でした。ライト・ミュージック・ソ

サイェティの塾生諸君の熱演に感謝する次第です。  

次に、本日、来賓として参加頂いた各地域三田会のそれぞれの代表者よりご挨拶を頂きま 

した。 

引き続き、同好会（ゴルフの会、ウォーキングの会、美術の会、パソコン同好会、グルメの

会）のそれぞれの活動報告と新規参加のお願いをされました。 
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最後に佐藤特別顧問のお開きの挨拶があり、篠田副会長のエールによる恒例の「若き血」を

現役塾生と共に歌い、会員はひと時、数十年前？の若かりし塾生時代に戻りました。 

田島前幹事長が亡くなって初めての、全体の行事であり、ご来賓他多数の方々より、お悔や

みの言葉がありました。あらためて御礼申し上げます。 

最近、新規参加者が減少してきており、三田会の参加メンバーが固定しつつあります。未参

加の方は現役・リタイア組共々先輩・後輩の関係のみで、上下・利益等関係なく地元で交流で

きる親睦団体である東久留米三田会に遠慮なくぜひご参加ください。 

 

渡邉 修一 （昭和４８年 法学部卒） 

 

投 稿 

田島さんを偲んで 

昨年１１月１５日に東久留米三田会幹事長の田島さんが急逝され

ました。あの元気な田島さんの突然の悲報でした。 

田島さんは東久留米三田会幹事長として、東久留米三田会の各行事

（銀杏寄席・新年会・講演会・総会･夏休み理科実験工作･コンサート

等）の事前準備や当日の手配、役員会開催の案内から進行役及び会報

誌「若き血」の印刷・発送の段取りや手配など、ほとんどすべてを快く引き受けていただき   

ました。さらには近隣三田会や塾との連絡なども積極的に行っていただき、今日の活気ある  

東久留米三田会の発展に多大なる貢献をしていただいた功労者でありました。 

私がなんとか東久留米三田会会長を務めさせていただくことができましたのも、田島さんの

おかげと心より感謝いたしております。本当にありがとうございました。 

ただ「早いよ田島さん」と言いたいところですが、心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

 

会長 大野 貴志夫（昭和４９年 商学部卒） 

西東京三田会 坂口会長  国分寺三田会 渡邉会長  東村山三田会 松田会長  所沢三田会 大出会長 

故 田島 正延君 
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心に残る一冊(１３) 
           「日の名残り」 カズオ・イシグロ 著 

 

今まで、このコーナーではかって読んで、記憶に残る一冊を

取り上げてきたが、今回は最近読んだ一冊を取り上げる。昨年

度のノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロの「日の名残

り」である。今回の受賞は、日本国内でも大きな反響を呼んだ

が、この一冊はその評価に十分耐えうる一冊だと私は評価して

います。カズオ・イシグロは１９５４年（昭和２９）父鎮雄と

母静子との間に長崎市で生まれた。幼少期は長崎市内で過ごし

たが、１９６０年に父が国立海洋研究所長の招きで渡英するこ

とになり、家族で英国に移住した。カズオ・イシグロは１９７

８年ケント大学英文科、１９８０年イースト・アンダリア大学

大学院創作学科に進み、批評家で作家マルカム・ブラッドベリの指導を受けて小説を書き始め

た。卒業後に一時はミュージシャンを目指すも文学者に進路を転じている。 

私も長崎市に１１年住んだこともあり、その点でもイシグロに親近感を覚える。 

「日の名残り」は、第２次世界大戦前の大英帝国イギリスの著名な貴族の屋敷が舞台となっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一時は３０人近くもの使用人がいたダーリントンホールという広大な屋敷が舞台となる。ス

ティ―ブンスという英国の執事が主人公である。本物の執事は英国にしかいないとされる。他

の国の執事と称するものは、単なる召使いに過ぎない。スティーブンスが使えた主人はダーリ

ントン卿という人物で、ダーリントンホールは英国の首相や外相、仏大使、ナチスの高官をは

じめ、多くの著名人が出入りしていた屋敷だった。出入りしていたといっても遊びに来ていた

わけではない。この屋敷で多くの多彩な政治的議論が戦われ、歴史の転換の舞台になったこと
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もあり、スティーブンスはその在りようを垣間見ることもあった。特に第１次世界大戦前影響

力を持つと噂された英国の首相と外相、ドイツ大使がこの屋敷で密談を交わしていた時など、

スティーブンスはその密談の終わりまで１時間近く近く待機している間、そういう主人に仕え

る自分に、言い知れぬ勝利感と高揚感さえ感じることがあった。 

しかし、戦争が終わり、ダーリントン卿が不名誉な噂を払拭できないまま亡くなり、屋敷は

アメリカの大富豪ファラデイ ｖｂｖに買い取られ、スティーブンスはそのアメリカの大富豪

に仕えるようになる。ファラデイがアメリカに帰国している間、スティーブンスはドライブ旅

行に出かける。 

ダーリントン卿が、ナチスの協力者だったという噂が消えず、執事としての完璧さを求める

あまり、女中頭が自分に想いを寄せていたことにも気づかず、あるいはふりをしてきた自分の

人生を振り返り、スティーブンスはひとり涙する。 

これが、この小説の大要だが、この話は１９３０年代（昭和５年）のことだが、読者には   

そんな前の話だと感じさせない。これは、イシグロの文章力と言葉の配置があるように私は思

うのである。 

現代の日本の作家にこのようなことが、書ける作家は見当たらない。読者に迎合することな

く思うことを息せぬタッチで書けるカズオ・イシグロだと思った．私は、しいてイシグロに近

い作家を挙げるとすれば、太宰治が、近いかもしれないと思うがどうであろうか。 

皆さまにぜひ一読を奨めたい一冊である。 

 

副会長 浅羽 芳久（昭和４２年 経済学部卒） 

 

同好会の活動報告 

ウォーキングの会 
前回同様今回も美術の会と共催です。 

前回は国立新美術館でミュシャ展を観て表参道を歩きました。 

今回は両国界隈の散策です。晩秋の下町ウォークです。 

東京江戸博物館や国技館で賑わう両国ですが、すみだ北斎美術館で北斎の作品を観賞して旧

安田庭園まで歩きました。 

葛飾北斎は富嶽三十六景で知られていますが、展示されている「北斎漫画」は市井の身近な

ものを角度を変えて描写した面白い作品です。その作風がヨーロッパの著名な画家たちにジャ

ポニスムとして多大な影響を与えたようです。ドガもその一人で、私の高校時代机の前に踊り

子の絵を飾っていましたが、この絵が北斎の相撲力士の両手を当てた背後からの漫画とそっく

りのポーズだそうです。・・・ＮＨＫテレビ日曜美術館・・・驚きました。 

フクロウの幼鳥 
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旧安田庭園は江戸時代から大名の屋敷だったようですが、明治になって安田財閥の庭園とし

て利用されたのでこう呼ばれています。都心の喧騒の中で晩秋の雰囲気をエンジョイしました。 

 両国は少し足を延ばせば、回向院、吉良邸跡地、勝海舟生誕地碑、芥川龍之介の文学碑など

があります。いずれかの日に史跡巡りなどをしてみたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウォーキングの会幹事 力久 俊治（昭和３２年 経済学部卒） 

 

 

ゴルフの会 

１．開催報告です。（敬称略） 

平成２９年１１月２４日（金） 熊谷ゴルフクラブ 晴れのちくもり（絶好のゴルフ日和）。 

東久留米稲門会から１１名、当方８名の参加し第２８回合同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） 

   稲門会 

青柳成彦、平子敏夫、比護喜一郎、池田信一、伊東 毅、上原徹也、平山正徑、 

清水正弘、東海俊孝、小野泰右、山口謙二 

すみだ北斎美術館 旧安田庭園 
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三田会 

川鍋 弘、佐武 昇、南 健雄、樋川紘一、山本好実、坪山昭夫、種田悠人、 

山田耕司 

 ・成績 各会上位６名の合計ネットによる。 

   稲門会 グロス 614 ハンディ 160.80 ネット 453.20（平均 75.53) 

   三田会 グロス 655 ハンディ 177.60 ネット 477.40（平均 79.57） 

 ・トップテン（グロス・ハンディ・ネット） 

1．上原徹也   86・13.20・72.80      6. 坪山昭夫   98・20.40・77.60 

2．小野泰右  105・31.20・73.80      7. 佐武 昇  102・24.00・78.00 

3．清水正弘  100・25.20・74.80      8. 平子敏夫  114・36.00・78.00 

4．池田信一  105・30.00・75.00      9. 東海俊孝  104・25.20・78.80 

5．川鍋 弘  111・33.60・77.40     10. 青柳成彦   98・18.00・80.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 開催予定です。 

・所沢三田会「創立１０周年記念ゴルフ大会」３月１３日（火）久邇Ｃ．Ｃ．に当三田会から 

 ４名参加します。  

・第６２回ゴルフ会は４月１０日（火）飯能グリーンＣ．Ｃ．にて開催します。（参加者募集中） 

・第２９回稲門会・三田会合同ゴルフ会は５月２９日（火）越生Ｇ．Ｃ．にて開催します。 

（参加者募集中） 

 

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 

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欠かさず開催し

てきましたが、今年１月２６日実施で３３回の実施となりました。毎回、１５名前後の参加者

ですが、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。 

特に昨年末の例会では、年賀状の

作成（写真の挿入、配置）などにて

各自素晴らしい年賀状ができまし

た。また、１月の例会では、画像編

集ソフト「ＧＩＭＰ」使用して、自

分の取った写真（画像）の明暗、挿

入、大小などを新たに作成できる新

しいソフトの研修をしました。 

新しいソフトの導入などにて、パ

ソコン技術の進歩を実感すること

ができます。ぜひ興味のある方はパ

ソコン、同好会に参加下さい。 

 

                    副会長 浅羽 芳久（昭和４２年 経済学部卒） 

 

 

美術の会  

平成３０年２月２５日は２時に国立新美術館へビュールレ・コレク

ションを見に行きました。ネームバリューが無いのか、すぐに入場で

き、モネ、セザンヌ、ゴッホの秀作の前の人垣も２列位でスムーズに

鑑賞できました。美しい油絵が多く、誰しも手許に置きたくなる絵を

よくぞこれだけ集めたと感心しました。スイスで２０ミリ機関砲を作

り、英国とナチスドイツの双方に売りまくった資金が使われたそうで

す。今でも永世中立国スイスはミサイルや機関銃のメーカーが有名で

す。文化遺産を後世に伝えるという行為の影の部分です。 
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ルノワールの少女像、セザンヌの赤いチョッ

キの少年、ゴッホの二人の農婦、そしてモネの

絵と、いつまで眺めていても時を忘れる程の楽

しい展覧会でした。鑑賞後に二階の喫茶店で懇

親を深めました。５月７日迄展示していますの

で、今からでもお勧めです。私もあと二回位見

に行きたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、いつものように次回のご案内です。 

予定 ５月１３日（日）１０時より ウォーキングの会と共催 内容未定 

    ７月２９日（日）１２時より 恒例のブルーベリー摘みとＢＢＱの会 

 

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３０年１月１４日（日）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

佐武、大野の両名が参加いたしました。 

当日は西東京三田会会員約５０名の参加のほか、西東京稲門会、東村山三田会、小平三田会

からの参加もあり、会場は満員盛況の状態でした。 

最初に坂口会長から、西東京三田会は昨年創立３０周年を迎え、今年はさらに飛躍の年にし

ようと挨拶があり、会場の雰囲気が大いに盛り上がり、途中、西東京稲門会とのエールの交換

があり、最後に参加者全員で肩を組み「若き血」を合唱をして散会となりました。 

 

会長 大野 貴志夫（昭和４９年 商学部卒） 
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〇所沢三田会新年会 

平成３０年２月４日（日）所沢三田会の講演会と新年会が所沢文化センターミューズで開催

され、当会から佐武、大野の両名が参加いたしました。 

塾歌斉唱後の講演会では、元ＮＨＫプロデューサー斎藤陽一氏による、「北斎・造形の秘密～

名作「富嶽三十六景」を読み解く～」と題した非常に興味深い講演が行われました。 

新年会では所沢三田会会員６６名、東村山三田会、奥武蔵三田会、ＫＰ会からの参加もあり

会場は満員状態でした。 

最初に大出会長の挨拶があり、途中で同好会活動の報告があり、大いに盛り上がった後、全

員で肩を組み「若き血」を合唱してお開きになりました。 

 

会長 大野 貴志夫（昭和４９年 商学部卒） 

 

行事報告・予告 

落語会 銀杏寄席の開催報告 

第５回「銀杏寄席」が新年会と同じく平成３０年２月３日（土）に催されました。出演は恒

例の駒与志社中の皆さんです。中心の金原亭駒与志先生は、慶応大学落語研究会のＯＢにして

東久留米三田会の会員でもある菅原貴与志君です。彼は弁護士であり、慶應義塾大学法科大学

院教授であり、落語家でもあり、どれも本職（？）です。 

今年は５回目ということもあり固定客が多く、前評判も良く会場は１００人を超える満席と

なりました。 
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演目を記します。 

 ・戎 屋 いわし 「作曲家 大山鉄之助の憂鬱」 

 ・鷺草亭 桃介  「お見立て」 

 ・金原亭 駒与志 「文七元結（上）」 

 ・金剛亭 慶馬  「文七元結（下）」 

 昨年、田島幹事長（故人）が鷺草亭桃介さんの出演依頼をし、

人情もの古典落語を所望していました。 

 おかげで出演者も熱気を発し、華やかさも増して、客席は笑ったり、胸にジーンとするシー

ンを思ったりしていたようです。お客様からの評判もとても良かったです。 

 駒与志社中の皆様が仕事を持ちながら練習に励んでいると聞くと、私たちもまだまだ頑張ら

なければいけないと感じます。但し、笑いを忘れずに！ 

 第６回銀杏寄席は平成３１年２月２日（土）を予定しています。よろしくお願い致します。

駒与志社中の皆様ありがとうございました。また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） 

 

恒例 秋のコンサート開催のお知らせ 

本年度の演奏会は、２０１０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。１９７６年に結成さ

れ、現在は、約１３０名のメンバーで活動を行っています。 

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） 

会 場：東久留米市生涯学習センター まろにえホール 

公 演：慶應義塾大学ウインドアンサンブル 

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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会員動向（敬称略） 

退会 

 －小林 要（ご逝去） 

 －田島 正延（ご逝去） 

 －田中 洋之助（自己都合） 

 

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/ 

 

 


