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第 18回定期総会の議案報告 

東久留米三田会第１８回総会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため総会の開

催を中止し、７月に総会議案を会員の皆様にお送りし、ご意見を募りました。 

期日の７月３１日までに、ご異議はありませんでしたので、第一号議案２０１９年度活動報告、第

二号議案２０１９年度決算報告、第三号議案２０２０年度活動計画、第四号議案２０２０年度予算は

原案のとおり承認いただきました。ありがとうございました。 

幹事長 島崎 孝 （平成１年 文学部卒） 

 

緊急支援実施報告 

ご承認いただいた２０２０年度活動計画に基づき、８月２１日に『慶應義塾大学修学支援奨学金』

（学業の継続に支障が生じた学生に対する経済的支援）及び『慶應義塾大学病院医療支援資金』（慶

應義塾大学病院における新型コロナウイルス感染症に対応するための医療体制の維持・強化を支援）

に各５万円、合計１０万円を寄付しました。 

９月１６日、長谷山塾長名でそれぞれの寄付への下記礼状を頂きました。 

幹事長 島崎 孝 （平成１年 文学部卒） 
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令和３年度 定期総会のお知らせ 

 

東久留米三田会第１９回定期総会は、令和３年（２０２１年）４月２４日（土）午後開催する方向

で検討しています。新型コロナウイルス感染症予防に努め、リモートでの開催も視野に入れながら検

討します。 

幹事長 島崎 孝 （平成１年 文学部卒） 

hkmitakai2003@gmail.com  

tel&fax:042-478-7270 

 

投 稿 
コロナ雑感 

 

後期高齢者にとって一日一日は非常に大切な時である。若い時よりも月日が早く過ぎるように思え

る。要するに終着駅から逆算すると１日が若い人の４∼５日分にも相当するからであろう。 

そんな折、新型コロナ感染予防のため 2～3か月もの間、「籠の鳥」状態が続き、更に今年は梅雨あ

けが遅く、明けたと思ったら猛暑で家に居る時間が特に長かった。 

 

１．読書と断捨離 

 この機会にと、部屋の片付けを兼ね身辺整理を始めた。しかしこれで充分ということはなく満足感

はない。 

 昔の本や写真などは捨てれば済むのだが中には「６０歳から始める体力アップ」とか「中高年のた

めの健康メモ」「一度きりの人生に」など既に手遅れのものもある。 

 これらハウツーものは実践しなければ意味がないと思うのだが 昔の本は活字が小さく行間が狭

いため年配者には辛いが最近の本はその点 非常に読みやすい。文庫本や古い本は思い切って捨てる

ことにした。 

 ガリバー旅行記を書いたスイフトは「人生の 9割は金である」と言った。確かに 殆どの事案は金

で解決できる。その一見万能と思える金でも買えないものこそ、最も大切なものであろう。第１は心

身の健康、第２は良好な人間関係、第 3が時間である。「人生を愛することは時間を愛することであ

る。人生は時間からできている」とアメリカのベンジャミン・フランクリンは言っている。最後に金

がきて人生の大切なものが揃う。 

確かに健康も人間関係も金も時間を如何に楽しく有効に過ごすかに関係しているが 人生の主役

にはなれない。時間を如何に有意義に使うかが人生かもしれない。 
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２．健康と感動 

4月末には桜を見ようと弘前など東北方面を予定した。また 6月初めには九州方面の新緑ツアーに

申込んだがこれも中止となった。これらは年に一回しか巡ってこないので果たして来年は元気で見る

ことができるのか確証はない。 

昨今外出自粛により出歩くことが少なくなっており、体力知力が衰えてきている。そんな折 4～5

月は近所のフットネスクラブに勤めている人が毎日ボランティアで ラジオ体操とスクワット体操

を主導してくれた。運動不足とストレスは多少解消された。早速 6月からは毎朝 6時 25分から 10分

間我が家のテレビに合わせて体操をし、規則正しい生活が定着し現在に至っている。 

最近去るもの全てが一回限りのものかという思いで物を見るからか、感動が以前より はるかに深

くなった気がする。 

昨年、明治薬科大学の教授に「長生きの秘訣は何ですか？」と尋ねたところ、しばし考えて「自然

の営み・日々の出来事に感動する喜びを持ち続けること」と言われた。その機会をコロナに奪われて

しまったのだ。 

しかし近くへの散歩やちょっとした庭いじりの中にも精神的な充実感があるものだ。せっせと動き

回る蟻や、儚い命の蝉の鳴き声、暑いなかでも凛としている槙など意外と身近にも感動があるのを実

感した。 

 

３．早期収束を願う 

昔から動物から人へのウイルスの感染は有ったが局地流行で終わっていた。ところが今はグローバ

ル化のため世界的な流行になった。 

グローバルの経済成長は資源逼迫と環境汚染のため永久に続くものではないので、コロナが世界経

済をストップしたのは地球にとっても、人間にとっても長期的には 良いことだと思う。 

しかし現実には一流企業も軒並み赤字を計上し、このままだと経済は停滞し、財政の悪化は必至で

ある。倒産も出始めており、飲食業を中心に増加し、中小、零細企業者は毎日が針の筵状態あろう。

これからは コロナの第 3波、また秋以降はインフルエンザも待っている。  

GO-TOトラベルが東京も 10月から追加になり、これで全国的には盛り上がるだろうし、また GO-TO

イ―トも始まり、観光関連業者、飲食業界も需要回復が期待される。 

7月に入ってからは新規感染者が東京を始め全国的に急増し、２波を迎えたが 重篤者は大幅に減

少しているのが救いでもある。 

早くコロナワクチンを開発して貰い、普通の生活に戻りたい。 

 

樋川 紘一（昭和３８年 法学部卒） 
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東久留米市内の散策の見どころ その２ 
 

前回は市内最西の柳窪を紹介しましたが、今回は最東の氷川台から神山・上の原への散策コースを

紹介します。 

歩行コース 

東久留米駅東口⇒氷川台緑地⇒上の原団地⇒ 

海軍通信基地説明板⇒温泉ビル⇒市内最古の地蔵菩薩⇒ 

宝泉寺⇒浄牧院⇒東久留米駅東口 歩行距離 約５．５キロ 

 

氷川台緑地にあるオオヤマフジである。西武線沿いに

黒目川を右折し学芸大附属を通り過ぎ左折して緑地帯

をのぼる。左に行けば奇形を横たえたオオヤマフジに

出っかする。 

 

 

 

 

聖グレゴリオの家にあるアカマツは東久留米市の名木

１００選に選ばれている。氷川台はかつてはアカマツ

の木が沢山見られたが、今はこの木が貴重な樹木と

なっているそうだ。 

 

 

 

 

旧海軍の外国無線の傍受専用受信所として昭和 11 年

に 1.2 ヘクタールに及ぶ広大な敷地に設置された。戦

後は羽田や成田の航空管制塔として活躍していた。市

指定の戦争遺跡である。  
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久留米団地の跡地に天然温泉スパジアムジャポン（深

さ１５００ｍから湧き出る透明な約３８度の温泉）が

開発された。周辺は複合商業施設が並ぶ観光地に様変

わりした。 

 

                                     

 

 

 

 

 

宝泉寺。天台宗寺院、永正年中（１５０４～２１）の

開基。境内には石憧六地蔵（１８１２年）、地蔵菩薩（１

８４３年）、板碑弁財天の三体の指定文化財がある。 

 

 

 

 

 

石憧六地蔵は文化九年（1812）造立である。六地蔵と

は一般に地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天道の六道

で衆生の苦しみを救うという民間信仰である。 

 

 

 

 

 

文化九年（1812)建立の庚申塔でこれは典型的な青面金

剛像で、頭髪をつかまれ つりさげられた女性、右手

には矛、宝輪、剣、それに弓と矢を持っている。 
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嘉永二年（１８４９）の造立で三人の童子がすがりつ

いている慈愛に満ちた子育て地蔵菩薩である。 

 

 

 

 

 

 

 

山門のゴヨウマツは市名木百選に選ばれている。 

 

 

 

 

 

 

 

元禄 8年（１６９５）の造立で地蔵菩薩としてはこれ

が最も古いものである。江戸時代五代将軍綱吉の治世

という古い時代に造立された石仏である。 

 

 

 

 

 

浄牧院。曹洞宗の寺院、文安元年（１４４４）開基。

境内には徳川家旗本、神谷家、鈴木家の墓所（市指定

文化財）がある。 
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また樹齢４００年のカヤの木も指定文化財である。 

市内の樹木の中で希少樹種で、名木 100 選にも選ばれ

ている。説明板によれば、目通り幹回り３．５ｍ、樹

高１８ｍと云われている。 

 

 

 

 

 

新たに指定された山門である。四脚門や虹梁から江戸

時代後期のものと推定されていて格式の高い建造物で

ある。 

 

 

 

 

 

力久 俊治（昭和３２年 経済学部卒） 
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同好会の活動報告・予告 

ゴルフの会 

当三田会のゴルフ会の会員には高齢者が多く、高齢者が感染すると重症化したり死亡する危険が高

まるそうです。 

従って、今年計画されていた当三田会の下記ゴルフ会は 中止にします。 

１． ９月１７日（木） 高麗川カントリークラブ 

２． 秋の 稲門会・三田会合同ゴルフ会 

ゴルフの会 幹事 佐武 昇（昭和３６年 工学部卒） 

 

パソコン同好会 

パソコン同好会は平成２７年５月からスタートし、原則的に毎月末金曜日に開催、昨年度(令和元

年) は令和２年２月迄に年１０回開催しました。 

ちなみに通算では５６回目の開催となりました。 

令和２年度はコロナ禍の外出規制で 3月以降は開催が出来ずまた会場のマロニエホールも３月から

６月迄閉鎖された為ようやく９月２５日に通算５７回目が開催されたところです。 

 

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。  

 

今回はコロナ禍に対応して、最近のリモートワークやオンラインコミュニケーションのツールであ

るＺｏｏｍを参加者のパソコンにインストールする方法を学習しました。 

 

今後は従来のＷｏｒｄやＥｘｃｅｌのファイリングの復習に加えて、Ｚｏｏｍ等を応用しデジタル

時代に適応したテーマを学習して行く予定なのでご興味のおありの方は是非教室へお越しください。 

 

安藤 彰邦（昭和４１年 経済学部卒） 

 

その他の同好会 

 美術の会・ウオーキングの会は、コロナ禍の影響で 今年度の活動を 全て中止しました。 

 

フクロウの幼鳥 
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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：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/ 

 


