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第 18回定期総会の延期について 

 

 新型コロナウイルス感染症の流行が世界的に止まる様子がありませんが、会員の皆様におかれまし

ては、如何お過ごしでしょうか。 

 つきましては、本年 4 月 25日(土)13:30 開催予定の第 18回定期総会を、新型コロナウイルス感染

予防のため当面延期することとしました。 

 新型コロナウイルス感染予防には、換気の悪い密閉空間、人が密集する場所、密接した近距離での

会話の『３つの密』を徹底的に避けることであるため、大人数で集まる総会のような会合の開催は難

しいと判断いたしました。 

 なお、今後、新型コロナウイルス感染症の流行状況を注視しながら、総会の開催につきましては、

あらためてご案内申し上げます。  

 会員の皆様のご健康をお祈りすると共に、一日も早く新型コロナウイルス感染症が終息することを

願っております。 

 

幹事長 島崎 孝 （平成１年 文学部卒） 

hkmitakai2003@gmail.com  

tel&fax:042-478-7270 

 

恒例 秋のコンサート開催のお知らせ 

～慶應義塾大学 津軽三味線集団「弦音
お と

巴
は

」～ 
今年は、東久留米にて初めての公演となります慶應義塾大学 津軽三味線集団「弦音巴」です。 

弦音巴は、2015年に設立された慶應義塾大

学公認団体です。なんと、2018 年第 37 回

津軽三味線世界大会グループ A部門で、準

優勝に輝いた実力のある津軽三味線サー

クルです。 

ロックな現代曲から伝統ある民謡まで、

幅広く演奏していただく予定です。力強い

津軽三味線の響きをお楽しみください。 
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日  時：令和２年 ９月２６日（土） 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） 

 

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） 

 

 

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：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 視聴覚教室 

対  象：小学３年生以上（保護者も参加できます） 

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手回し発電機を作成し、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 工学部卒） 
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東久留米市立南町小学校 理科教室の開催報告 

令和 2 年 2 月 15 日に東久留米市立南町小学校の 4 年生全員を対象にした理科実験工作教室を昨年

に引き続き自然科学に親しむ会の応援を受けて行った事を報告します。 

 

開催日：令和 2年 2月 15日、 

対象及び参加人数等： 4年生第 1組（ 8時 35分～10時 10分）43名 

4年生第 2組（10時 30分～12時 05分）44名 

           （上記参加者人数に特別支援学級も含む） 

実験工作の題目：偏光板の実験と偏光板万華鏡の工作 

 この実験工作教室は 95分間行ったが、全員実験工作に集中していました。 

 実験では、偏光板に挟んだプラスティックシートが発色する実験（図 1）やネガビューアーを通し

て見た赤鬼を鏡に映すと赤鬼に見える実験をした後、偏光板とガラス球を組み合わせた万華鏡を工作

しました。偏光板に挟んで発色したプラスティックシートを万華鏡で見ると図 2に示すような模様が

見えます。このまま万華鏡を回転させたり移動させると、中に動くものが無いのに見える模様が動い

たり色が変わったりします。 

 

副会長 佐武 昇（昭和３６年 工学部卒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 万華鏡で見た景色 

図 1 偏光板に挟んだ

プラスティックシートが

発色 

図 3 万華鏡の工作風景 
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新年会の開催報告 

令和はじめての東久留米三田会恒例の新年会が、令和 2年 2月 1日（土）に成美教育文化会館で「第

７回銀杏寄席」に引き続き開催されました。 幸いにも当日は晴天で好評の銀杏寄席も過去最高のお

客様となり、終了後にもリピーターと思えるお客様からは「とても良かった、来年もまた来るよ」と

の声を頂き、とても盛況に終わりました。  

新年会の参加者は３３名で来賓として西東京三田会（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（１名）、慶應義塾大学ワグネル・ソサィエティー男声合唱

団.(４名）、駒与志社中の皆様が参加されました。 

最初に篠田会長から新年のご挨拶とともに、銀杏寄席は

今年で 7回目となりますが、年々評判もよく、お客様も右

肩上がりで本年は用意した席がなくなり、3 階から椅子を

運びなんとか凌ぎました。 特に本年は前のフロアーで講

演会が開催されており、そちらから流れてきたお客様もい

られるのではないかとも考えられますが、本年も満席とな

り、あらためて駒与志社中の皆様にお礼申し上げます。 

また慶應義塾大学ワグネル・ソサィエティー男声合唱団.4名の皆様にはミニコンサートを予定してお

ります。 なお、今年は予想外のコロナウイルスの問題が発生しておりますが、東久留米三田会では

例年どうり、２月は新年会 ４月は総会・講演会 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いしたく、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。 

篠田会長の乾杯の発声のあと、懇親会に入り、来賓を代

表して西東京三田会幹事長の高橋様よりご挨拶を頂きま

した。 西東京三田会では昨年新入会員獲得活動を積極的

に行い、31名もの新規入会者があったことや、また東久留

米市三田会との関連は深く、昨年もブルーベリー摘みでは

30 名、筍ほりには 20 名参加しており、今後ともよろしく

お願いしたいと挨拶されました。 

しばらく歓談の中、慶應義塾大学ワグネル・ソ

サィエティー男声合唱団 4 名によるミニコンサー

トが始まりました。 塾歌よりはじまり、我ぞ覇者、

見上げてごらん夜の星を、…等、計 5曲を合唱され、

昨年同様に今回も素晴らしいハーモニーを楽しみ

ました。 
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最後は全員で「丘の上」を歌い、更に全員で肩を組み「若き血」を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、駒与志社中、ワグネル・ソサィエティー男声合唱団へのお礼を述べら

れた後に、親鸞上人のお弟子さんの言葉である「“私がわたしであってよかった”といえるあなたに

なれ。」を印刷したコピーを渡され、それぞれが家に帰ってよくかみしめ、家族や知人にも紹介して

ほしいとのお話で会は終了、新年号に変わった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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<6> 慶應義塾東久留米三田会会報 ＜令和 2 年 4 月 5 日発行＞ 

 

落語会 銀杏寄席の開催報告 

２月１日は、気持ちの良い晴天に恵まれ、東久留米三田会の役員さんの準備も気合が入っていまし

た。 

 

今年の演目は、 

・金綱亭 米橋  「保険会社２４時」 

・金綱亭 小恋生  「風呂敷」 

・金原亭 駒与志  「柳田格之進」 

・金綱亭 米橋  「町内の若い衆」 

・鷺草亭 桃介  「三枚起請」 

 でした。 

 

現代の話題あり、笑いあり、人情ばなしありで、夢中で聞いていると、気がつくといつのまにか２

時間以上経っていました。 人生の中で時々出会う場面を軽妙に笑い飛ばす落語の魅力は、たまらな

いものです。 

 ２月とは言え、新年会もある時期なので、金原亭 駒与志（菅原貴与志弁護士：当会会員）師匠の

真に迫った熱演の「柳田格之進」は、ハッピーエンドでめでたいお話が新春向きでした。 

４人の出演者が、話のおもしろさとまぬけ役とそれに対する気遣いの難しさ、おかしみが満載の話

と語り口で楽しませてくれました。  

人気の鷺草亭 桃介の「三枚起請」はユーモアと屁理屈を兼ね合わせた語り口が実におもしろかっ

たようです。 

 会場は、今年も満員となり、毎年銀杏寄席を楽しみにしていてくれる人がたくさんいることがわか

ります。 

 駒与志社中の皆さんありがとうございました。来年もよろしくお願い致します。 

 

 来年は、２月６日（土）の予定です。 

 

特別顧問 野崎 陽一（昭和４７年 経済学部卒） 
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投 稿 
話す、聴くことのむずかしさ 

ゴルフを止めてから２０年が過ぎた。近ごろは専ら、新聞やテレビで、ゴルフの試合を観て楽しん

でいる。当時を振り返るとゴルフの本を読んでは迷うことが多かった。「球は左の甲で叩くつもりで

打て」というのがあるかと思うと、「球は利腕の右手で思い切り叩け」とか「球を打ちに行くな、ス

イングの途中に球があるように振れ」とか。 

ショット一つ取ってもそのほか、数多くの専門家の意見がある。この中のどれかが正しく、どれか

が誤りなら迷いもないのだが、いずれも正しいのだから困る。 

そこで、これらの意見の中から、どれが自分に有効なアドバイスかを見分けて採り入れないと、た

だ迷うだけでなく、自分のゴルフ（ゴルフ歴、年令、体形など自分の型）そのものを目茶目茶にして

しまうことがある。 

特定の人を対象としない書物ではある程度仕方がないのかもしれかが、レッスンプロからじかに教

習を受けたときですら注意しないとこの誤りを犯す。 

それは言葉の表現を通じて核心を正しく伝えることがいかに、むずかしいことか、ということを私

たちに教えてくれる。 

人は言葉を媒体として意志を伝達する。 

それゆえ意志を正しく伝えるためには、言葉や表現を選ばなければならない。 

だが、どんな言葉を駆使してみても、事態を全く正確に伝えることは困難だし、また万一、正しく

表現しえたとしても、それを聴く側の受け止め方が、全く正しいということは、なかなかありえない。 

そこで私たちはその時々の問題のポイントに最もふさわしい言葉を選び、最も情勢に適した表現を

通じて、意志伝達と理解との掛け橋を求め満足するしかない。だがそうは言っても、言葉を通じ意志

を伝えるからには、出来る限り正しく伝え、また受け取る努力を互いにする必要があろう。 

語るものは自分自身の問題感覚を研ぎ澄まし、人・場所・状況によって適切な表現方法を選ぶ努力

をすると共に、聴くものもまた、みずからの内に絶えず問題意識を醗酵させ､積極的に､アドバイスや

指示、あるいは話に耳を傾ける姿勢をとるならば問題の核心がかなり効果的に伝わるものと思われる。 

私たちは日常生活においても、仕事においても聴く側であると同時に話す側でもある。いかに同じ

土俵に立ち、同じ観点からものを見つめ合えるようにするか、私たちは常にこのような配慮の必要性

に迫られている。 

特に企業人として部下を指揮し、また顧客と対話する場合、自分の行動が無駄に終わったり、また

逆効果にならない為にも、この言葉と表現の限界を知ったうえで、その克服にそれぞれの立場から努

力することが、私たちの採りうる最良の道だと思っている。 

 

特別顧問 佐藤 柳次郎（昭和３７年 大学院文学研究科修） 
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東久留米市内の散策の見どころ その１ 
東久留米市内の散策のための案内を何回かに分けて掲載します。 

「元気で歩こう会」で市内は 200 回近く歩きました。先ずはお気に入りの柳窪から案内します。 

歩行コース柳窪 その１ 

東久留米駅西口錦城高校経由武蔵小金井駅行バス（柳窪 1 丁目） 

下車⇒柳窪小麦畑⇒ケヤキの小道⇒古民家⇒古民家土蔵⇒柳窪屋敷林⇒村野邸薬医門⇒柳窪天神社 

歩行距離 約２キロ 

江戸時代から伝わる「柳久保小麦」は一時中断されたが地場産

のうどん、ラーメンなどに使用されている。かつては麦わらは

カヤと共に屋根材として利用された。 

 

 

 

市名木 100 選に選ばれたケヤキの小道。柳久保小麦畑を通り最

初の信号を右折した小道である。武蔵野の面影を残した柳窪の

森の入り口でもある。散策には絶好の地域である。 

 

 

 

春・秋に実施される古民家めぐりの最初の屋敷である。柳窪の

典型的な大型民家の入母屋造である。明治 10 年代に建築され

た。皆さまご存じの三田会元会長の野崎陽一氏の屋敷である。 

 

 

 

 

同じく古民家めぐりの屋敷で、白壁が二つ並んだ土蔵は一幅の

絵になる庭である。 
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柳窪を象徴する屋敷林。 

村野邸（ 顧想園）の前の通りの道。武蔵野の雰囲気を醸し出

している。ゆっくりと散歩したい。 

 

 

 

薬医門。明治 14 年建築。ケヤキの一枚板を使用した門扉。別

名「日の出門」ともいわれ元旦の朝、武蔵野の原野から昇る初

日を拝み一家の繁栄を祈ったとされている。 

 

 

 

市内に残る唯一の藁葺き屋根。村野邸の主屋・離れや中雀門、

薬医門など 7 件が平成 23年に国の有形文化財として登録され

た。毎年春・秋公開される。 

 

 

 

 

歩行コース柳窪 その２ 

天神社⇒長福橋⇒新青梅街道⇒小平霊園⇒さいかち窪⇒新青梅街道⇒北原公園⇒野崎家墓所⇒柳窪 1 丁目 

（バス停・東久留米駅西口行） 

歩行距離 約４キロ 

「天神社の創立は村造りが充実する元禄の頃と思える」と【地

誌ふるさと東久留米】に書かれている。また、【「天神の松」と

称した古松と「釜」と称する泉があり、その傍らに祠を建立し

たのであろう】と記されている。 

 

 

市指定史跡「梅林の碑」は 1857 年梅ノ木を植樹したことを記

した石碑で、来梅の荘の里、来梅川など現在の地名の原点と思

われる。また、裏面には菅原道真の歌が刻まれている。 
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天神社前の湧水地。東京都の名湧水５７選の一つ。昔「「釜」

と呼ばれた泉である。 

 

 

 

 

天神社前から長福橋へ行く途中の庚申塔、石橋供養塔、地蔵菩

薩像の指定文化財を見ながら黒目川沿いにさいかち窪まで武

蔵野の面影を愉しむ。 

 

 

 

 

さいかち窪。黒目川の源流である。幻の湧水と云われ、数年に

一度湧き出てくる。武蔵野台地標高５ ０～６０ｍの位置にあ

り、地表のローム層下の礫層の地下水から湧き出るそうである。 

 

 

 

野崎家墓地へ行く途中の北原公園である。「和。明日を拓く」

の碑はいつ見ても心に残る。 

 

 

 

 

 

野崎家墓所には１７７５年造立の市内最古の指定遺跡の筆子

塚がある。元禄２年（１６８９年）十三仏堂が建立され、住職

が近隣の子弟に手習いを教えていてが、寛政十年（１７９８年）

に寺小屋式の教育を施したという経緯が記されている。 

筆子塚は市内に７基ある。（ 江戸時代のものが５基、明治時代

のものが２基）。 

この墓所には他に指定文化財の地蔵菩薩がある。 
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見どころ 

①  ケヤキの小道  ④さいかち窪 

②  屋敷林   ⑤北原公園 

③  天神社   ⑥筆子塚 

力久 俊治（昭和３２年 経済学部卒） 

 

同好会の活動報告・予告 

ゴルフの会 
昨年 11 月 22 日（金）に予定された稲門会との第 32回合同ゴルフ会は残念ながら 雨で中止とな

りました。 

この為幹事役の稲門会より改めて行いたいとの打診があり厳寒期を避けて本年 3 月 10 日に同じ 

飯能グリーンＣＣで実施することになりました。 当会から 9 名、稲門会から 11 名の参加申し込が

あり盛会が期待されましたが、当初予想もしなかった新型 コロナウイルス感染が急拡大という状況

の為残念ながら再度 中止となりました。 

ゴルフの会 幹事 山本 好実（昭和３８年 工学部卒） 

 

今年のゴルフの会の 1年間の予定を下記の様にお知らせします。 

  4月 16日（木）、 

新型コロナウイルス感染拡散防止のため東京都から不要不急の外出を自粛するよう要請が

継続しています。当三田会も都民全員の力を結集して新型コロナウイルス感染拡散の防止

活動に協力するという意味で、4 月 16 日のゴルフ会を中止にしました。 
 

6月 18日（木） 

会場；飯能グリーンカントリークラブ 

稲門会合同 
 

9月 17日（木） 

会場；高麗川カントリークラブ 

所沢三田会に声掛けします。 
 

11月は稲門会主催なので未定 

 

尚、令和 2年 4月以降のゴルフの会の幹事は山本君から佐武に代わりました。 

 

ゴルフの会 幹事 佐武 昇（昭和３６年 工学部卒） 

フクロウの幼鳥 
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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月の第一回開催から原則的に毎月末中心に開催してきており、

昨年の 12 月で５４回目の開催となりました。講師は滝山在住の岡田実氏で、小平でも教えておられ、

指導方法も丁寧で受講生にも好評です。三田会からの参加者の他に地元の方も参加されています。  

 

最近は Wordの復習が中心ですが昨年１１月には年賀状作成等を練習しました。また令和２年１月

には Windows 7 のサポート終了に伴う、インターネット上のコンピューターウイルス発生に備えて 

ウイルスの種類、対処方法等を勉強しました。 

参考までに主なコンピューターウイルスの種類と症状は下記です。対策等ご不安な方は是非教室へ

お越しください。 

なお、次回は令和２年５月２９日（金）９：３０から まろにえホール学習室ＮＯ．５の予定です。 

 

安藤 彰邦（昭和４１年 経済学部卒） 

 

ウィルスには、次のような種類があります。 

種 類 症 状 

ファイル感染型ウィルス 実行型ファイル（プログラム）に感染して制御を奪い、感染・

増殖するウィルス 

トロイの木馬型ウィルス 無害を装い利用者にインストールさせ、実行するとデータを 

盗んだり、削除したりすることを目的としたウィルス。感染・

増殖機能はないので、厳密には区別される。 

ワーム型ウィルス ネットワークを通じてほかのコンピューターに伝染するこ 

とを目的としたウィルス。ほかののプログラムに寄生せず、自

動的に増殖する。 

ボット（bot）型ウィルス 他人のコンピューターを外部から操るためのプログラム 

マクロウィルス ワープロソフトや表計算ソフトなどに搭載されているマク 

ロ機能を悪用したウィルス。ファイルを開いた時に感染す 

る。 

スパイウエア パソコン利用者に知られないように内部に潜入し、データを 

外部へ送信する。厳密にはウィルスとは異なり、マルウェア 

のひとつとされる。     
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ウォーキングの会 

秋深い 12月 1日（日）、上野の国立西洋美術館でハプスブルグ

展の鑑賞と錦秋の上野公園の散策を兼ねて 8 名が集まりました。  

美術の会と共催です。ご承知のようにハプスブルグ王国は 600年

に亘ってオーストリアを中心にヨーロッパを支配してきたが、そ

のコレクション 100点が展示されていました。絵画、工芸品など

の美術品のほか甲冑などの武具までもが王国の偉大さと華麗さ

を見せてくれました。この王国は戦わずして政略婚姻などによって支配領域を増やしてきたそうです

が、私たちの集合写真の背景画のマルガリータ・テレサは多分 8歳ぐらいの肖像画でしょうが、ウイ

ンに嫁いだ後 6子の母親になり 21歳で亡くなったそうです。 

戦国時代の日本と相通じるものがあるのですね。 

 

上野公園の紅葉は少し早かったようです。8 名が楽しく歓談し

て散会となりました。 

それにしても 8 名が揃うまでは奇遇でした。偶然の連続でした。

東久留米駅では 3 名、ひばりが丘のホームで 4 名、美術館前で 1

名・・・合計 8名がまさにワンチームの装いで、楽しい一日とな

りました。 

 

次回は 5月 17日（日）、 

美術の会と共催です。 

 

ウォーキングの会幹事 力久 俊治（昭和３２年 経済学部卒） 

 

美術の会  

令和元年 12月 1日（日）のハプスブルク展鑑賞はウォーキングの会との合同開催でした。 

野崎は父親が入院した為欠席したのでウォーキングの会の力久さんのお世話になりました。 

ハプスブルク展は見応えがあったようです。 

 

 さて、美術の会の本年の予定を記します。 

○令和 2年 5月 17日（日）ウォーキングの会と共催国立西洋美術館の「ロンドン・ナショナル・ギャ

ラリー展」と 上野周辺散策の予定です。（午前 9時頃より） 
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ヨハネス・フェルメール 《ヴァージナルの前に座る若い女性》 

 

○令和 2年 8月 8日（土）ブルーベリー摘みと BBQ（12：30より) 

 

皆さん、遠慮なく知人、友人、ご家族等お誘い下さい。 

 

 では次に私の趣味である、天文の話題をつけ加えます。 

オリオン座のベテルギウスという一等星が今冬は従来よりも大幅に暗くなり、今や二等星になってい

ます。望遠鏡を使わずに肉眼で見える変光星として南西の夕方の空に誰でも見ることができます。 

ちなみに西の空に見える明るい星は宵の明星こと金星です。 

（マイナス 4.2等級の明るさ） 

 オリオン座の三ツ星のベルトの左上 10度にある  ベテルギウス 

オレンジ色の星がベテルギウスです。                 ☆    ・ 

三ツ星の右下 10度位に白く輝く 1等星はリゲルです。 

 ベテルギウスは通常 0～1.3等級の間で約 1年と            ・・・ 

6年の複合周期で明るくなったり暗くなったりする脈動変光星です。 

今冬は通常よりも大幅に暗くなり話題となっています。        ・     ☆リゲル 

私の目測では 1.6等級です。 ベテルギウスは赤色超巨星なので、 

間もなく（数十万年以内に）超新星爆発を起こすと言われています。爆発すると昼間でも青空の中に

光り輝くそうです。 

天文学者と物理学者はその観測を心待ちにしているようです。そんなことを考えながらベテルギウ

ス星を見ると想いもひとしおです。 
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 早春の風の無い晩に夜空を見上げていると、梅や沈丁花の花の香が漂ってきます。天頂付近を人工

衛星が直線に動いたり点滅する旅客機の光と遅れて届くジェットエンジン音が聞こえてきます。これ

は私の五感を取り戻す時間です。芸術も自然現象も味わうには五感が大切です。皆様健康に気をつけ

て、美術鑑賞も星見もよろしくお願い致します。 

 

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 

１．日時：令和 2年 1月 19日（日）14：00～16：00 

２．場所：コール田無（田無駅北口徒歩 5分） 

３．参加者：会長 篠田知成、副会長 佐武昇 2名 

 

前日の雪模様と打って変わり、快晴の空の下、西東京三田会の新年会が開催され、当会より篠田知

成会長と佐武昇副会長の 2名が参加しました。 

西東京三田会では昨年新入会員獲得活動を積極的に行い、31名もの新規入会者があり、過去最高の

参加人数ということで大盛況でした。市内在住塾員 900名程に入会案内書を送付し、市民祭りでは他

大学 OB会と共にブースを設けて勧誘活動を行ったとの事です。 

当会でも会員増強は大きな課題ですので、西東京三田会の活動内容を大いに参考にしながら推進し

ていきたいと思います。 

会長 篠田 知成（昭和５２年商学部卒） 

 

〇所沢三田会新年会 

１．日時：令和 2年 2月 2日（日）11：00～14：30 

２．場所：ベルヴィザ・グラン（所沢市星の宮） 

３．参加者：会長 篠田知成、副会長 佐武昇、副会長 浅羽芳久 3名 

 

真冬とは思えない穏やかな天気の下、所沢三田会の新年会が開催され、当会より篠田知成会長、佐

武昇副会長、浅羽芳久副会長の 3名が参加しました。 

所沢三田会の新年会は 2 部構成で、第 1 部でコンサート「フルートと弦楽のアンサンブル」、第 2

部で懇親会が行われました。第 1部のコンサートでは所沢を拠点として活動しているクライネス・コ

ンツェルトハウス管弦楽団の 4人の方によるアンサンブルが演奏されました。プロの演奏を間近に聴

き感動のひと時を過ごすことが出来ました。そして、その余韻を残したまま第 2部の懇親会が和やか

に開催されました。 
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立派な会場と素敵な演奏、そして 62 名もの会員が参加する盛大な新年会を開催される所沢三田会

に敬服するとともに、東久留米三田会ももっと大勢の方に参加して頂ける魅力ある三田会にしていか

なければならないと強く思った次第です。 

会長 篠田 知成（昭和５２年商学部卒） 

 

 

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：幹事長 島崎 孝  ﾒｰﾙ 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 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/ 

 


