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新年会のお知らせ
令和２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 ：令和２年２月１日（土）

場

所 ：成美教育文化会館

午後４時４０分

～午後６時４０分

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）

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７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。

いちょう よ

せ

第７回「銀杏寄席 駒与志社中 落語会」のお知らせ
日

時 ：令和２年２月１日(土) 開場

場

所 ：成美教育文化会館

木戸銭 ：一般 500 円

午後１時３０分、開演

1 階ギャラリー

（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
駒与志）の社中で

午後２時～４時１５分

法学部卒、芸名

金原亭

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２２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：幹事長

島崎

孝

メール：hkmitakai2003@gmail.com

電話/ﾌｧｯｸｽ：042-478-7270
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新役員紹介
島崎

孝

君（平成元年

文学部卒）

本年 4 月に幹事長に就任しました、島崎 孝です。東久留米三田会創立以来、
「副」幹事長を
努めて参りましたが、とうとう幹事長になりました。
秋のコンサートを終え、新年会および来年の総会の準備に入っている所ですが、この半年間、
会長、副会長他、多くの皆様に支えられなんとか職務をこなしております。
現在は、家業のボウリング場（久米川ボウル）の専務の仕事をしながら、東久留米市の市議
会議員も努めております。
今後も、役員、会員の皆様のご協力の下、東久留米三田会の活動が活発になるよう努力して
いきますので、よろしくお願いします。

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 ：令和２年２月１５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、８８名）
科
目 ：偏光板万華鏡の実験工作
２．第１８回 総会
日
時 ：令和２年４月２５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 井出 英策 先生
演
題 ：後報。
詳細は会報４７号（令和２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 ：令和２年８月１日（土）
場
所 ：東久留米市立第九小学校 視聴覚教室
科
目 ：磁気と電流の関係を調べ、発電機を作ろう
詳細は会報４７号（令和２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 ：令和２年９月２６日（土） 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 ：未定
詳細は会報４７号（令和２年３月発行予定）にて お知らせします。
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慶應ワグネル男声合唱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、令和元年９月２３日生涯学習センターまろにえ
ホールで開催されました。当日は彼岸の中日であり、更に台風の接近の為、来場者が少ないの
ではないかと心配していましたが、毎年楽しみに参加された方々も多く、前列３列を除きほぼ
満席状態となり、コンサートはまずまずの盛況となりました。
今回出演するのは４度目の来演となる慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団（創立
1901 年）です。

『男声合唱』の特徴：男性のみで行うという性質から低音域が充実しているため、他の合
唱スタイルに比べ、深みや力強さが大きいという特徴があり、ジャンルにとらわれない自
由な音楽ができ、世界中に熱烈なファンが多いと言われています。
『ワグネル』の由来: 19 世紀ドイツの作曲家のリヒャルト・ワーグナーにちなんで取られ
ました。彼の偉大なる音楽理念に敬意を表し、付けられた名前です。
「ワグネル」のつく他団体： 慶應義塾ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ（創立
1901 年）と慶應義塾ワグネル・ソサィエティー女声合唱団（創立 1950 年）があります。
3 団体は「ワグネル・ファミリー」との呼称があり、式典行事や訪問演奏など、共同で演
奏をすることも多い仲間です。
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本日は４部構成でステージ毎にテーマが設定され、以下の曲が演奏されました。
開演：慶應義塾「塾歌」
、応援歌「若き血」
１．愛唱曲ステージ：見上げてごらん夜の星を／最上川舟歌／群青／スラーバ（祝典賛歌）
２．Colors～ラトビアの人と風景～：Muzu muzu／Muzam zili／Adoramus te
３．アンサンブルステージ：

Sound Celebratioｎ／Ride the Chariot／さいたら節／
秋のピエロ／心ようたえ（少人数、ピアノ伴奏なし）

４．
『新しい歌』より：新しい歌（指鳴らし、手拍子あり）／うたをうたうとき／
一詩人の最後の歌
アンコール：我ぞ覇者

どのステージも男声合唱ならではの力強い歌声
に圧倒され、途中で指を鳴らしたり、手拍子もあ
り見ていて楽しい部分もあり、参加された皆様に
はあっというまの２時間となったようです。帰り
際には「今年もとても良かった」との声を多数頂
きました。また、当日参加された練馬三田会９名
の皆様からも、
「全体をとおし素晴らしいハーモニーでした」
との感想を頂きました。

音楽が好きな私の知人からは、
「慶

応の場合はどのサークルも高いレベルであり、毎年違う分野の
コンサートが企画され、いつも楽しんでいます。
」と言われて
おります。また個々の感想では、従来より知っている曲が殆ん
どないとの指摘が多い中、今年は愛唱曲ステージを設けポピュ
ラーな曲の合唱等がありとても良かったとの感想と、アンコールにもう少し応えてほしかった
との感想も多く頂きました。
これからも、東久留米三田会幹事一同、色々な面で検討を重ねながら今後とも楽しい企画を
たてていきたいと思います。
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コンサート終了後に慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団の皆さんに感謝を込めて
東久留米三田会主催の懇親会を成美教育文化会館で行いました。

まずは乾杯よりはじまり、

篠田会長が挨拶されました。最初に本日のコンサートのお礼を述べられた後に、慶應義塾ワグ
ネル・ソサィエティー男声合唱団と東久留米三田会との縁について触れられました。
目の出演（東久留米三田会では最高）

②節目での出演

①４度

（初回、東久留米三田会１０周年の

年）との説明があり、次の節目となる３年後の東久留米三田会２０周年の年にもぜひ出演をお
願いしたく、本日予約したいとのサプライズな内容となりました。
その後の歓談の後、出席メンバーによる合唱の披露もあり、本日三田会入会者の紹介等の後、
恒例となっている、全員で肩を組み「若き血」を２回元気に歌いました。
最後は佐藤特別顧問より、コンサートの公演のお礼と共に、若い学生の皆さんへ役立つ話と
して「本誌への投稿：ことばに学ぶ」の内容で話されました。
今回も会員相互の交流親睦を深めると共に、1 年生の皆さんとは３年後の再開を約束し、和
やかな雰囲気での親睦会になりました。

絹野

雄四郎

（昭和４３年

工学部卒）

投 稿
ことばに学ぶ
子どもの頃、父親がよく口にしていたことばに「耳は二つで口は一つだから話すことばの二
倍は聞け」「そういえば目も二つついている、しゃべることの倍は観察せよ」との教えだ。
ドイツには「二人で同時に歌うことはできるが、同時に二人がしゃべることはできない」と
いう諺がある。ロシアでは「舌は頭の知らないことをたくさんしゃべる」と痛烈に表現してい
る。
日本の諺に「話し上手は聞き上手」とある。聞くことに重点を置いている。過度なしゃべり
に「口は禍のもと」と戒めのことばもある。古来から私たちは話すより聞くことを大事にして
きた。よく話すことより、よく聞くことの方が上手な会話、そしてそれは良好な人間関係をつ
くるうえで大切だ。
人の話を聞くことは話をすることより難しい、なぜならば、会話では自分にとって未知のデー
ターがどんどん飛び込んでくるからだ。会話は通常、一回限り、一回勝負のことが多い。相手
の要旨は何か、要点はここだ、気持ちはどうかというように相手の話を瞬時にくみ取る力がな
ければ会話は成り立たない。
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＊

聞く

hear ･･･････････ 聞こえる
うかがう
耳を傾ける

聴く

listen～(to) ･･･ 傾聴する
聴き取る
耳を傾ける
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ここで「一息入れる」
「一休みする」「間をとる」ことにする。
― 毎日がテンポの「速い」生活である。息せき切って走り続けたのでは一事が万事
れてしまう。暮らし、仕事の気晴らしに

たまには

くたび

ゆっくり読書、のんびり旅行と「道草を

食う」のも必要だ。馬が時々たずなをゆるめてのんびりと「道草を食っている」情景描写が頭
をよぎる。 ―
長野、群馬の県境にまたがる浅間山の頂は今日も静かである。白い黄色い噴煙が細く糸を引
いて間断なくあがっている。広々としたその裾野に広がる日本でも有数な大きな村、高原野菜
で有名な嬬恋村（群馬県吾妻郡）に足を止める。ここの朝は早い。もぎたてのやわらかい毛が
ふさふさついたトウモロコシ

まだ青味をたくさんのこしているトマト。これを町へ出荷する

村人の元気なかけ声に一日が始まる、みんなの顔がほころぶ一時だ。
キャベツ畑やキュウリ畑に通じるデコボコ道、いま道草が生い茂っている。ぽっかり浮かぶ
入道雲の下で、馬は青草を食べている。彼らは静かに

いっしんに道草を食べている。馬が「道

草を食っている」一息入れているのだろう。道草を食っていれば、馬だって目的地に辿りつく
には手間がかかる。
「速い」という言葉は長い間「馬」が代表した。
「いますぐ」
「直ちに」とい
う言葉は今でも「馬上」と中国語ではいう。
「いますぐ行きます」といってやって来るときは馬
に乗ってとんで来たのであろう。その馬でさえも道草には勝てないところがある。速い「馬」
も大切であるが、一息入れる「道草」も大切である。
「一息入れる」ことを「道草を食う」と表現する日本人の深い感性のなかに

味わい深い日

本語を学ぶ。日本人は「間」を大事にする民族で適当な間隔をとって物事を進めて行く知恵を
身につけている。
「間」をおくことを知らない人間のことを「間抜け」と呼んでいる。知恵の足
りない愚かな人間のことを「間抜け」といった言葉で表現するのは、おそらく世界中で日本人
だけであろう。
「間」は人間が一息入れる時間のことである。一息入れる時間は読書する時間であり、旅行
をする時間である。
「物と心」
「形式と内容」
「親と子」
「厳しさと優しさ」
「知性と感性」という
ように言葉に「間」をおいて一息入れてみると言葉の世界が面白いように広がってみえる。
「間」
をおいて一息入れる「道草を食う」のは大いに結構。
だが、行きつけの居心地のいい道に通っての「道草を食う」ばかりでは、私たちの世界は広
がらない。
特別顧問

佐藤

柳次郎（昭和３７年

大学院文学研究科修了）
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同好会の活動報告・予告
美術の会
令和元年７月２８日（日）は夏恒例のブルーベリーパーティを行ないました。夜半に
台風１６号崩れの低気圧が長野を通過したので東京は好天に恵まれ、大粒のティフ・ブルー種
のブルーベリーが採れました。
今年は梅雨が７月下旬まで長く続いたので、日照不足と思われ、香りはありましたが、少し
酸味の残る果実もありました。やはり農作物は天候に左右されます。来年は摘み取り時期を
遅らせて完熟果を目指します。
今夏は１４名の参加者が会場づくりからバーベキュー、サラダ作りまで行ない、おいしい
料理や飲み物を前に暑さを忘れて楽しく歓談しました。
来年のブルーベリーパーティの予定は令和２年８月８日（土）１２：３０野崎陽一自宅集合
です。ご期待ください。三田会の方、ご家族、友人等、だれでも参加できます。

さて、次回以降の予定を記します。

◎令和元年１２月１日（日）午前１０時

ＪＲ鶯谷駅南口集合

ウォーキングの会と共に、鶯谷から幕末の上野戦争の舞台の寛永寺を散策して、国立西洋美術
館へ１１時半ごろ到着します。ハプスブルク展（日本―オーストリア友好１５０周年記念）を
鑑賞後、紅葉真っ盛りの上野近くで昼食をします。
〇令和２年５月１６日（土）絵画鑑賞
〇令和２年８月８日（土）ブルーベリー摘みとＢＢＱ
美術の会幹事

野崎

陽一（昭和４７年

経済学部卒）
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ゴルフの会
開催報告
第６５回三田会単独ゴルフ会は９月４日（水）飯能グリーンカントリークラブ行われました。
未だ暑さ残る頃ではありましたが当日は曇り空の好コンディションに恵まれ参加者８名が
プレーを楽しみました。
今回の優勝は久方ぶりに南さんでした。何度かの手術、闘病の後にも拘わらず見事な
カムバック振りでの優勝でした。一方、種田さんは佐武さんと共にベスグロでしたが今回も
ハンディキャップに恵まれず賞に見放されました。
上位成績者は以下のとおりです（敬称略）
。

優 勝

南 健雄

グロス１０５

ネット７７．４

準優勝

佐武 昇

グロス

９８

ネット７７．６

三位賞

川鍋 弘

グロス１０９

ネット７９．０

表彰式、懇親会はクラブハウスで行いました。懇親会では参加者の近況やゴルフ談議などの
話題に花が咲き皆和やかなひと時を過ごされたようでした。

今後の開催予定
第３２回稲門会・三田会合同ゴルフ会

１１月２２日（金）に行います。

ゴルフの会 幹事

山本

好実（昭和３８年

工学部卒）
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パソコン同好会
平成２７年５月の第一回開催から毎月末に実施しております。現在はワード、エクセルが中
心で、岡田講師から前日までに文字情報や図形情報をメールにて送付してもらい、当日午前中
で、新しい技術や便利な使い方を習得しつつ目標の資料を作成させるとの方法で進めており、
参加者の実力はかなりついてきたと思います。１０月は「スマホの使い方講座のご案内」の作
成で様々の要素を含んだ内容でした。今後は、エクセルなどを含めた複雑なものになるものと
思われます。 なお、今年に入りスマホに関する要望も多く、現在まで
方法

①LINE の登録・利用

②スマホ決済に関する説明と PayPay の登録等を実施しました。 パソコン等の利用では

「習うより慣れろ」が重要と言われており、繰り返しの中での習得が大切だと考えております。
まもなく１２月、年賀状の作成等では昨年より成長していると自覚出来たと多く聞きますので、
興味のある方はパソコン同好会に是非ご参加下さい。
絹野

作業の流れ
１． 新規作成
２． ページ設定
３． 文章を入力する
４． 名前を付けて保存
５． 文章を編集する
・文字の効果 ・箇条書き
・均等割り付け・インデント
・罫線
６． 印刷プレビュー
７． 上書き保存
８． 印刷

雄四郎

（昭和４３年

工学部卒）
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ウォーキングの会
文化の秋、芸術の秋、そして紅葉の見ごろの秋、上野恩賜公園を歩きます。
美術の会と共催です。国立西洋美術館までの散策です。鶯谷駅から寛永寺霊園を通り寛永寺
を見学します。

そして国立博物館⇒奏楽堂⇒東京都美術館などの側を通りながら紅葉を観賞します。
歩行距離約 4 ㌔程度です。ご一緒しませんか・・・
集合場所・時間
東久留米駅改札口前

鶯谷駅南口改札口前

１２月１日（日）１０：００

８：３０（８：３７池袋行電車に乗車予定）

ウォーキングの会幹事

力久

俊治（昭和３２年

経済学部卒）

近隣三田会等への参加報告
〇国分寺三田会総会・講談会・懇親会
９月１６日に国分寺三田会の第１８回総会・講談会・懇親会が開催されました。当会からは
篠田会長と小生が講談会と懇親会に出席して参りました。懇親会に先立つ講談会では若林鶴雲
師匠による「慶應讃歌誕生物語」の名調子を拝聴しました。
「慶應讃歌」誕生までの平岡養一の
人生が映画のように語られ、聞きほれました。ユーモアと歯切れのよい語口にはさすが塾の先
輩と思った次第です。講談会を聞いて気分も大いに盛り上がってきたところで懇親会に移行し
ました。国分寺三田会は１２もの個性豊かな分科会が活発に活動しており会員数約２００名、
総会にも約１００名が参加するという結束の強さを誇ります。総会でも皆さん、和気藹々と楽
しそうにしているのが印象的で羨ましく思いました。当会も今まで通り明るく、和気藹々と活
動を行うなかで役員以外の会員の方々との親睦が深まるような企画を焦らず、無理せず、楽し
みながら考えていけたらと思います。
副幹事長

渡部

寛（（昭和５４年 経済学部卒）

＜令和元年 11 月 23 日発行＞
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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
夏休み工作理科実験教室を昨年に引き続き下記要領で行います。

日

時：令和２年８月１日（土）、１０時～１２時、１３時～１５時

場

所：東久留米市立第九小学校

対

象：小学３年生以上（保護者も参加できます）

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：
～磁気と電流の関係を調べ、発電機を作ろう～
私たちの生活に無くてはならない電気は、今からほぼ200年前の1820年にデンマークの物理学
者であり科学者であるエルステッドが電流の磁気作用を発見し、1831年にイギリスの物理学者
であり科学者であるある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作られてい
ます。そこで今回は、エルステッドが発見した電流の磁気作用とファラデーが発見した電磁誘
導の法則を実験で確かめます。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。

副会長

佐武

昇（昭和３６年

会員動向
（敬称略）

退会

－矢部

雅彦

（昭和５７年

経済学部卒）

（ご逝去）

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
郵便振替

口座番号

３９１４９１７、または

：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：

幹事長 ：島崎 孝

hkmitakai2003@gmail.com

tel&fax:042-478-7270

＜「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
下記ＵＲLをクリックするか

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。

「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/

