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１．新年会 

平成 29 年 1 月 14 日（土曜日）、中央林間の横浜うかい亭にて開催されました。 

会員、そのご家族、友人、ゲスト合わせて約 40 名の方々が参加され、太田善夫幹事 

（昭和 60 年法学部卒）の司会により盛大に執り行われました。 

 

石塚雅男副会長（昭和 40 年経済学部卒）の開会の辞に続き、吉村満副会長（昭和 48 年法学部

卒）の指揮、石井一夫幹事（昭和 49 年文学部卒）のピアノ伴奏で、参加者全員で慶応義塾塾歌

を斉唱しました。 

井上勝彦会長（昭和 36 年経済学部卒）により開会のご挨拶があり、そして、冨澤篤紘顧問

（昭和 38 年法学部卒）による乾杯、続いて片山武蔵会員（平成 19 年経済学部卒）への会長か

らの結婚祝贈呈、同伴者等紹介と続き、しばらく美味しい料理を戴きながらの懇親を楽しみま

した。そしてお腹もくちくなったころ、バリトンの堀内志功様とピアノ伴奏の河野恵様ご夫妻

によるカンツォーネの独唱があり、引き続き新田義孝会員（昭和 43 年工学部卒）による‘慶応

クイズ大会’と洒落込みました。7 つの設問に対して全問正解者はありませんでしたが、6 問正

解者 6 名がじゃんけんでそれぞれ景品を勝ち取りました。その興奮が静まったころ、太田幹事

の采配で‘プレゼント交換’が行われました。一堂円になってそれぞれが用意した品を、石井

一夫会員（昭和 49 年文学部卒）の演奏による‘慶応ワルツ’に乗せて右回りに手渡しし、曲が

終わるとそれぞれ‘今持っている品’をお土産にしました。その後は、恒例の‘丘の上’‘慶

應賛歌’‘若き血’で締めくくり、吉村副会長の中締めのご挨拶となりました。 

 

 

井上会長による新年会のご挨拶： 

 

 新年明けましておめでとうございます。 

 第 10 回の新年会ですが、今年度は恒例の「ラ・パレット」が使用できなくなった関係

で、急遽、毎年 6月の総会でお世話になっている「横浜うかい亭」で実施することになりま

した。本日は太田名誉会長ご夫妻、また、富澤顧問、及び甘利顧問 他多数の会員のご出席

を賜り、役員一同感謝申し上げます。                

皆様ご存じのように、大和市には文化創造拠点『シリウス』が完成しました。11 月 3日に

は藤岡指揮による神奈川フィルのオープニング・コンサート、また 12月 23 日には千住真理

子バイオリンデユオリサイタルと、塾関係者の活躍が花咲きました。 

スポーツ分野では、真夏のリオ・オリンピック及びパラリンピックで、塾関連の方々の活

躍が報道されました。山縣君の４００ｍリレー銀メダル、高桑さんのパラリンピック走り高

跳び４位、棟朝君のトランポリン４位入賞等等です。塾関係者を含めて日本全国の方々に感

動を与えてくれました。 

 

 今年も、引き続き良い年でありますよう、会員各位のご健康とご多幸をお祈り致します。 
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  宴の前の幹事団、‘準備良いですか？’‘はい、OK です！’ 

 

石塚雅男副会長の開会の辞               慶応義塾塾歌を斉唱       
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 厳かな気分になります！ 

 

  「みよー、かぜにのるー。わがー、はーたーをー。にぃじおー、よーすーる・・・ 
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     井上会長ご挨拶          富澤顧問による乾杯 

 

 新年会、心新たに三田会で、仲間と集う、寒さかな！（この冬一番の寒い日でした） 

 

 片山会員、ご結婚、おめでとうございます！           
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  初代会長と現会長は、それぞれご夫婦でのご参加。有り難うございます！ 

 

誰か言っていた、’おれ慶應入って、ほんとに良かった。一生の宝だったよ‘ 
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「米軍の発着訓練が、岩国に移るから、 

秋頃からだいぶ静かになりますよ。」 

 元気な姿を見せて下さった 

 甘利明 顧問（昭和 47 年法学部卒）       
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（後ろから見ると、こうなる↓） 

 

 バリトンの堀内志功様とピアノ伴奏の河野恵様ご夫妻によるカンツォーネの独唱 
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‘慶應’クイズ： 

① 慶應義塾設立の年は？  

② 首都圏にあるキャンパスの数は？ 

③ 現在の学部の数は？ 

④ 学部の学生数は？ 

⑤ 卒業生は約何万人？ 

⑥ 国内の三田会の数は？ 

⑦ 日経ＢＰによる 2015 年の首都圏ブ

ランド力で何位？ 

①11858年 ②6 ③10 ④2.9万人 ⑤35万人 ⑥800以上 ⑦２位 
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   7 問中、6 問正解者による、賞品勝ち取りジャンケンポン 

 

 

 

 

 

 

恒例となった‘お土産交換’ゲーム もらってよし、贈ってよし♡ 
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      （吉村副会長指揮、石井会員ピアノ伴奏）応援歌の大合唱 
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もちろん、応援歌なんて、暗記していますよ！慶早戦で歌ったもの！！ 
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吉村副会長による中締めの言葉 「次は、6 月の総会でお会いしましょうねぇ。それまでお元気で！」 

 

 

  

人生つねに青春です！ 太田善夫幹事によるエール 
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２．第 10 回大和三田会総会および懇親会 

 平成 27年 6月 10日（土曜日）午後 6時より、横浜うかい亭で 45 名の会員、来賓などが集いま

した。心配した開催会場は、会長の努力と、うかい亭殿のご好意により、例年通りうかい亭に

て、太田善夫総務委員長の司会により行われました。 

第 1 部 総会 

・井上勝彦会長のご挨拶 

  議事 

（１）平成 28年度事業報告・会計報告 

（２）平成 29年度事業計画（案）・予算計画（案）の承認 

第 2 部 講演 

   題目：「元気で長生きする秘訣」：講師：鈴木 博 会員（昭和 50 年医学部卒） 

第 3 部懇親会   

  ・塾歌斉唱 

  ・副会長挨拶 石塚雅男 副会長 

  ・来賓・同伴者 紹介 古木通夫 幹事長 

  ・来賓挨拶 

  ・乾杯 

 ・「ピアノ//ジャズボーカルデユオ」  

       ピアノ広田、ボーカルジーコ中島、ピアノ弾き語り恭子中島 

 ・慶應歌集斉唱 

 ・中締め  吉村 満 副会長 

 

井上勝彦会長のご挨拶               

皆さま こんばんわ。  

第 10 回目の 総会を 迎えました。記念行事等模索しておりましたが、あっという間に時間が過

ぎ去り来年に繰り越しとなりました。申し訳ありません。 

本日は、太田名誉会長ご夫妻・大先輩の上田ご夫妻にもご出席いただき誠にありがとうございま

した。早稲田稲門会／日大桜門会のご来賓を含めまして総数 45名のご参加いただき役員一同心か

ら感謝しております。 

 さて、今春の 6大学野球は慶應にも優勝のチャンスがありましたが 残念ながら慶早戦で早稲

田に一敗して優勝を逃したのは残念でした。 

また、新たな試みとして 10回目の総会に合わせ、土橋会員を中心にホームページ作成準備委員会

を設立しました。本日は具体的にご紹介できませんが簡単に流れを紹介しますと今年の秋ごろを

目標に開設準備中です。大和三田会をアピールして新規会員の呼び込みツールとして役立てたい

と思います。 

会員同士の分科会の活動を活発化し同時に会の歴史をホームページに刻んでいくよう考えていま

す。今後の委員会の活躍を期待しております。 
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河野和彦事業委員長による事業報告    橋本憲和会報委員長による会報等の報告        

 

   

 伊藤祐介会計委員による会計報告       名司会はこの方、太田善夫総務委員長 
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講演 ：「元気で長生きする秘訣」：講師：鈴木 博 会員（昭和 50年医学部卒） 

   

  

太田滋顧問のご挨拶                     大和桜門会 安藤幹事長の祝辞  

☆塾歌斉唱 指揮 吉村 満 副会長  

今年も元気な姿を 

見せてのご挨拶 

甘利顧問 

石井 大和稲門会会長の祝辞 
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ピアノ 石井一夫幹事      新会員・同伴者紹介 古木通夫幹事長 

 

 

 

 

 

 

 

 

    石塚唯男副会長 

     のご挨拶 

 

   ピアノ//ジャズボーカルデュオ   ピアノ：広田豊暁、 

ボーカル：ジーコ中島（中島利剛：昭和４２年経済学部卒）、 

   ピアノ弾き語り：恭子中島（中島恭子：昭和 43 年文学部卒） の各氏 

 ①Too Young, ②Theme from New York,New York ③As time goes by,  

  ④Lover come back to me, ⑤ 枯れ葉（ピアノ独奏）、⑥My Way 

  ⑦What a wonderful world 
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ポピュラーな選曲と軽快なリズムに、 

  会場は大いに盛り上がりました。 
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若き血、そして応援歌 
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ひーかり、あふるーる。 

みたーのーやーまー 
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3.その他催しもの 

(1)ＢＢＱ大会： 大和稲門会主催のバーベキュー大会へ参加 

9月 3 日（日）、恒例となった大和稲門会・大和桜門会と合同の家族バーべキュー大会が、総勢

約 30 名参加のもと「泉の森ふれあいキャンプ場」で開催されました。 

当日は、前日までの台風の影響によるグズついた天気とは打って変わり、秋晴れの晴天に恵まれ

ました。 

すがすがしい空気の中、大和稲門会石川会長の乾杯で始まり、その後参加者は大いに飲み食べ

また交歓し、楽しいひと時を過ごしました。最後に当会井上会長より締めの挨拶があり散会とな

りました。 

当会からは井上会長以下、石塚・吉村・甘利・菊地・土橋・太田（2名）・橋本の 9名が参加し

ました。この集まりは大和市の三田会・稲門会・桜門会の交流の場としても定着しつつあること

から、来年以降会員の皆様の積極的な参加をお待ちしています。 

 

 毎年、この恒例の BBQ 大会に’秋風‘を感じるようになりました。 
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  会長もご満悦ならぬご満腹  

 

 
  

  

 

木漏れ日の、いずみの森の、BBQ 

 

甘利顧問も駆けつけて下さいました 



 

大和三田会 会報 No.10  28 

(2)ゴルフ大会:第 15 回ゴルフコンペの結果報告 

平成 29年度春季ゴルフコンペを 4月 13日に大厚木カントリークラブ本コースで行いました。

当日は快晴ながら強風というコンディションの中、桜を楽しみながら和気あいあいとプレイを楽

しみました。 

幹事は前回優勝の渡邉悦元さん（昭和 39年経済学部卒）と準優勝の大岡正明さん（昭和 40年

法学部政治学科卒）が務め、3組 11 名の参加を得て行われました。 

プレイは新ぺリア方式で行われ、優勝は渡邉悦元さん（グロス 99、ネット 76.2）、準優勝は大

岡正明さん（グロス 99、ネット 76.2）。なんと同スコア同ハンディでしたので、年長者である渡

邉さんが優勝を飾りました。 

プレイの後は鶴間の「いざかや」に場所を移して表彰式と懇親会を開催しました。 
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(3)「グルメの会（仮称）」が始動 

大和三田会は今年で設立 10 年を迎えることになります。そんな中で何か活動の輪を広げられな

いか、また会員同士気軽に交歓できる場がないかとの問題意識から、3 月の役員会で「グルメの

会（仮称）」が提案されました。 

早速試みとして、5 月 13 日（土）18 時中央林間「雅（みやび）」に、井上会長以下とりあえずメ

ールで連絡し都合をつけた有志 7 名（井上・古木・大岡・土橋・石井・太田・橋本）が集まりま

した。 

当夜は本格的な和懐石とうまい日本酒に歓談もはずみ、大いに盛り上がりました。 

今後の運営等がこれからの検討課題ですが、楽しい一夜となりました。 

 

 

4.寄稿  

(1)（講演の概要）元気で長生きする秘訣 鈴木 博（昭和 50 年医学部卒） 

 厚生労働省より 2016 年の平均寿命は男性 80.98 歳、女性 87.14 歳と発表されました。日常生活

が自立した状態を健康としたとき、介護保険の要介護 2～5 を日常生活ができず介護を要す不健康

な状態と規定した場合、その期間は男性 9.13 年、女性 12.6 年です。2013 年の国民生活基礎調査

によると、介護が必要になった主な原因の一位は脳血管障害 18.5％、二位認知症 15.8％、三位高

齢による衰弱 13.4％、四位転倒骨折 11.8％、五位関節疾患 10.9％です。一位の脳血管障害は減少

傾向にありますが、二位の認知症と三位の衰弱は加齢に伴い増加傾向にあります。四位の転倒骨

折と五位の関節疾患は女性に多く、これを合わせると一位の脳血管障害の男性の頻度に匹敵しま

す。そこで、男性に多い一位の脳血管障害（脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血）と女性に多い骨折

転倒について説明します。 

  

脳血管障害のうち、脳梗塞は 60～65％を占めています。その成因として、１動脈硬化による欠

陥の狭小化で血栓ができて閉塞、もしくは血栓が飛んで閉塞するアテローㇺ血栓性脳梗塞、２心

房細動・弁膜症などで心臓内の血栓が飛んで脳血管が詰まる心原性脳梗塞、 

３脳の主要な血管から脳の内に入っていく細い血管（穿通枝）が高血圧で傷ついて閉塞するラク

ナ梗塞で、脳梗塞の 41～50％を占め高血圧と関連があります。次に多いのは脳出血で、 
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18～25％を占め、動脈硬化の状態で高血圧が続くと血管が破れて脳内に出血し、これが凝固して

脳を圧迫して症状が出ます。そして脳出血と高血圧は比例関係にあります。 

３クモ膜下出血は 5～10％を占め、脳の表面にあるクモ膜の内側の血管（80～90％は脳動脈瘤）

が破れてクモ膜下腔に大量の血液が一気に流れるため、頭蓋内圧が急激に上昇するために激しい

頭痛、悪心、嘔吐、意識障害などの障害が現れます。出血のリスクは高血圧、喫煙、飲酒と関係

ありとされています。 

  

脳梗塞の三大症状として、１呂律が回らない、２口角が下がる、３手足の片麻痺 が真冬に発

症しますが、真夏の暑いときにも多く発症されています。夜間脱水症状になりますので、朝方多

く発症します。 

 脳出血の症状は片方の手足のまひなどに頭痛、痺れを伴います。 

 クモ膜下出血の症状は通常と異なる激しい頭痛、吐き気、目の痛み、物が二重に見えることも

あるようです。 

 脳血管障害の症状は重症になれば意識障害、呼吸停止に進行し、また後遺症としての麻痺、構

音障害、半空間無視、認知症などにもなります。 

 

 ここで、脳血管障害について覚えて頂きたいことがあります。脳梗塞の場合、急性期に治療に

血栓溶解療法がありますが、発症後 4.5 時間以内の制限（その時間を過ぎると出血の危険がある

ため使用できません）がありますので、早急に判断する方法として米国脳卒中学会が発した、脳

卒中の可能性が 72％あると判断する方法で、ACT FAST という言葉があります。脳血管障害に

なった時に本人は気が付かないことが多く、周りの人が気付くための方法で、F:FACE 笑いなさ

いに対して口角が下がっている場合、A:ARM 両手を上げろの指示に対して片方に麻痺がある場

合、S:SPEECH 文章を言ってくださいに対して呂律が回らない場合、T:TIME 上記の症状がある

場合に 4.5 時間以内に治療が必要ですので、急ぐ必要があります。 

 

 脳血管障害の危険因子と判っていることは、１高血圧：65～75 歳では 140/90 未満、75 歳以上

では 150/90 未満が目標。２心疾患：心房細動、僧防弁狭窄症など、３糖尿病、４TIA：一過性脳

虚血発作：手のしびれや運動障害、言葉の障害、片方の目が見えないなどの脳血管障害の症状が

でますが、通常は数分～1 時間以内に消失しますが、放置せずに病院で受診した方が良いです。

５無症候性内頚動脈狭窄症、６高コレステロール血症、7 喫煙、８飲酒：（日本酒１合、ビール

中瓶 1 本まで）、９脱水：喉が渇く前にこまめに飲水を 1 日１.5 リットル（医師より水分制限の

ない人）以上。就寝前にも飲水をしてください。 

 

 女性に多く見られる転倒骨折、関節疾患について：転倒する場所は室内もしくは自宅の庭で多

く発生しています。大腿骨近位部骨折は室内で 76％、室外で 24％でした。その原因はつまずく

（41％）、滑る（17％）、段差の踏み外し（10％）が三大原因でした。 

 

 ロコモティブシンドロームという言葉があります。これは「運動器の障害によって移動機能が

低下した状態」で進行する要支援、要介護状態になるか、又はそのリスクが高くなること、つま

り骨粗鬆症による易骨折性、変形性関節症、変形性脊椎症、およびこれに伴う脊椎管狭窄症、筋

肉減少による筋力低下、などが組み合わさって柔軟性低下、姿勢の変化、関節可動域制限、バラ

ンス能低下が来て、転倒、骨折（主に脊椎圧迫骨折・大腿骨骨折）をして、要介護状態となりま

す。この、ロコモティブシンドロームの評価法があります。1：自分の体重を垂直方向に移動する
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機能の評価法として高さ 40ｃｍの台より片足立ちが可能なら正常、２：横方向の動作の評価法は

２ステップテストがあります。２歩分の最大歩幅（ｃｍ）を身長（ｃｍ）で除した値が 1.3 以上

なら正常。この方法で評価することができます。 

実生活の中で行う１：片足立ちで靴下がはけるか、２：玄関でつまずいたりしないか、３：階段

を上がるのに手すりを使うかどうか、４：家で重い仕事ができるかどうか、５：２ｋｇの買い物

をして持って帰れるかどうか、６：15 分続けて歩けるかどうか、7：横断歩道を青信号で渡り切

れるかどうか で試してください。ロコモティブシンドロームを予防する方法として、１：下肢

筋力をつけるスクワットを１回あたり 10～12 秒かけて 5～15 回、１日 2～３セット、２：バラン

ス能力向上して転倒予防のために開眼片足立ちを左右各１分、１日３回。３：かかとを上げるか

（１フレーズ）、４：片足を前方向に振り出して腰を沈めるフロントランジ、５：足首が固いこ

とでの転倒防止に足首の運動も必要です。 

 サルコペニアとは「筋肉量と筋力の進行性かつ全身性の減少に特徴づけられた症候群」で、加

齢によるものを一次性、栄養の低下、活動性の低下、または疾患によるものを二次性と分類され

ますが、高齢者は食事摂取不良や運動不足のためにサルコペニアに陥りやすくなります。この目

安として、１：BMI18.5ｋｇ/ｍ２未満、２：下腿のふくらはぎの周囲径が 30ｃｍ未満もしくは両

手の親指と示指で作る円の中に入る場合、３：歩行速度 1ｍ/s未満、サルコペニアが問題になる

のは、このことで、移動能力が低下して転倒しやすく、QOL、ADLの低下をきたして、日常生活の

障害となるからです。サルコペニアの予防には栄養とくにタンパク質の摂取と運動の自助努力が

不可欠です。中でもタンパク質のもとになる必須アミノ酸であるロイシンが筋肉量を増加します

ので、これの含有量の多い豚肉、牛肉の赤身、鳥の胸肉が良いようです。 

 

 以上のことから、元気で長生きする為には上記の予防に加えて、日々の生活のなかで小さな生

活習慣が必要です。１：血圧測定して自己の血圧を知る。２：定期検診を受ける（異常の早期発

見）、３：食事は内容を検討し、良く噛んで減塩に心掛ける。４：こまめな水分補給（寝る前の

コップ一杯の飲水は特に夏場に大切）、５：転倒予防（骨粗鬆症予防・運動）、 

６：睡眠、７：笑顔を忘れずにストレスをためない生活を心掛ける。 

追記 

 ・食事内容の検討の参考として「まごはやさしい」がありました： 

   ま：豆 

   ご：ゴマ 

   は：発酵食品 

   や：野菜 

   さ：魚 

   し：椎茸を含むきのこ類 

   い：イモ類 

 ・上記に加えて、高齢者は特に肉の摂取を忘れずにしてください。 

以上 
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(２)夏が来ると思い出す少年時代の海 相原広行（昭和４９年商学部卒） 

今年の夏は例年と異なり梅雨が明けた後に日照不足や大気不安定が連日のように報じられてい

る。記録的な○○というニュースの多さには恐怖さえ覚える。そんな中、私たち家族は真夏の太

陽と白い砂浜を求め車で伊豆下田へ向かった。予報通りの快晴が待っていたが下田到着まで７時

間を超える大渋滞に見舞われ、孫を含め全員が疲労困憊の旅となってしまった。原因の１つに熱

海の花火大会と重なったことがわかったが、事前のイベント情報をチェックしておくべきであっ

た。 

私は熱海生まれの辻堂育ちで子供の頃の花火大会は８月５日と決まっていたが、今や７月に２

回、８月に５回、しかも１年中春も秋も冬も開催しているという。よく母に連れられ叔父の船み

どり丸に乗って、両岸から打ち上げられるスターマインの豪快さや空中ナイヤガラの滝の華麗さ

に目を見張っていた。湾全体に響きわたる低い大音響にも感極まるものがあった。小学校の宿題

の作文に花火の感動を表し全校放送したことを覚えている。 

 また、辻堂東海岸には幼稚園から約２０年住んでいたが、海と家の間には国道１３５号線と中

学校があるだけで、夏にはいつも家族で水着のまま海水浴に出かけたものである。家の庭も中学

校の校庭も砂と松という昔はここも海岸であったことが容易に推測できる。早朝には地引網の漁

船が沖に網を仕掛けて浜に戻ると多くの人たちが２本の綱を引き始める。私と弟は毎日のように

綱引きを手伝うのが習慣で、報酬？として鯵や鰯やシラスをいただき我が家の食卓に並んだ。現

在では漁獲量が激減し地引網の漁船を見ることがない。 

秋口にはよく引地川の河口でハゼ釣りを楽しんだ。３本つなぎの竹竿に玉浮きと板重り、エサ

は近所の井戸で調達したミミズという簡単仕掛けで十分であった。辻堂から鵠沼、片瀬、西浜、

そして江の島は青春時代の広い遊び場で、夏が来ると今でも多くの思い出が浮かんでくる。塾生

時代は乗馬愛好会（ＫＲＳ）での遠乗りなど仲間との思い出も盛りだくさんであるが、夏は地元

の仲間と海の家や市営プールでアルバイトをして自動車学校や麻雀の資金にしていた。弟は友人

たちとサーフィンやライフセーバーに夢中になり家の物置には常時ロングボードが５本以上並ん

でいた。 

 今年もお盆の時期が過ぎ多くの人が全国各地の故郷に帰省して様々なお土産をいただいた。私

には里帰りする故郷の地はないが、少年時代の思い出がたくさん詰まった夏の海が心の故郷であ

る。 
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（３）＜大和ところどころ＞新道下の廻り（まわり）地蔵と地蔵講 

（a）新道下（福田地区）では「廻り地蔵」が行われています。 

「廻り地蔵」とは家から家へと厨子に納められた一躯の地蔵像を担いでまわし送る行事で

す。昔、伝染病が流行したとき子供を救うために始まったとされています。 

（b）横浜市では近年、泉区下飯田・緑区白山町・都筑区池辺町・港北区新羽町等の「廻り地蔵」

を「市指定民俗文化財」に指定し、以前は沢山あったが後継者などの事情で途絶えつつある

この行事の永続を図っています。 

  その始まりは江戸時代中頃と言われていますが、「廻り地蔵」は特別のことのように記録す

ることなく、旧来の村落とか講中だけで静かに淡々と行われ受け継がれてきており、本当に

仲間内にしか知られていない静かな行事です。 

（c）新道下ではこの地蔵はヤドナシ地蔵とも呼ばれ、子育てのお地蔵さんと言われています。現

在は地付きの家 22 軒で廻していますが、軒数は年々少なくなっているようです。 

  厨子が廻ってきた家では、床の間などに安置しお線香など常にあげられるようにしており、

またとどめおく日数は特に決まっておらず、長いときで一、二か月の時もあります。 

身内に亡くなった人のいる家や葬式を出した家は厨子を受けないで先送りします。 

次の家に送るときはお地蔵さんの入った厨子を背負っていきますが、厨子はかなり重く家族

総出で持っていったり、軽トラックに乗せて送ることもあります。 

（d）毎年 10 月 4 日には、新道下の自治会館で地蔵講が行われます。 

  当番となるヤド（宿）は順番に決められ、10 年ほど前までは宿となった家で行わ     

  れていました。赤飯やきんぴらなど御馳走が出されましたが、その後諸事情の変化があり会

館で行うようになりました。 

（e）地蔵講ではお念仏が行われます。音頭取りの女性が真ん中に座りそれを囲むよう 

  に他の参加者（宿となった主人、女性、子供）が座り、お念仏を唱和して大数珠を廻しま

す。大きな数珠の玉が廻ってくると額のあたりまで上げて拝みます。 

  「廻り地蔵」の厨子の前にはお賽銭箱や線香立てが置かれ果物などをお供えします。 

本稿は「つる舞の里歴史資料館」より資料提供等のご協力を頂き、会報委員会で纏めた

ものです。  
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（４）教育に思う：近況報告    三枝 修（昭和５３年法学部法律学科卒） 

 「大和三田会」創立１０周年にあたり、本会発起人のひとりとして、心より、お祝い申し上げ

ます。１１年前、大和市議会議員１期目の折、古木幹事長から、大和市にも、地域三田会を、結

成しようとの、固い決意を伺い、菊地先輩と、３人で、｢大和三田会結成｣に向けて、三田の塾監

局や、銀座６丁目の慶應連合三田会事務局、日吉キャンパス等を、何度も、駆けづり回り、諸先

輩等の、ご支援、ご協力を、いただきながら、１０年前、結成に、至りました。   

 ご承知のとおり、福澤翁が、藩名により、江戸築地鉄砲洲に蘭学塾を開かれてから、２００８

年、創立１５０周年記念式典が挙行され、今や、全世界で、３５万人を超える、多くの塾員が、

各方面・分野で、活躍されており、「三田会」も、本会のような「地域三田会」や、「職域（勤

務先・職種別）三田会」「年度三田会（卒業年による）」など、国内に約８００以上、海外に約

７０等、組織されるまでになりました。                         

 これからの本会の目標は、会員数の増大、特に、若い塾員の、新規加入に、全力で、努めてい

くことだと、考えます。 

 ところで、私も、大和市役所に、国家公務員上級（労働基準監督官）、神奈川県上級、大手銀

行等の内定、採用を、蹴って、果たせなかった「司法試験」を目指しながら、地元、大和市役所

に、約３０年間、奉職し、企画・政策・税務・徴収・国保・年金・都市整備・防災（危機管理）

公園みどり・こども・福祉・市立病院事務局等や、長く、１０年間、教員免許もあるため、大和

市教育委員会で、教員採用等に従事しました。しかし、いくら、市職員として、何度か、以前の

市長から、金賞、、銀賞等の、表彰等を授与され、何日も、残業して、市民の皆様のためのプラ

ンニングをして、条例化、予算化しようとしても、２元代表制のもと、大和市議会と、市長の、

決定権は、強大であり、特に、市長は、予算編成権や、職員人事権、条例等の提案権など、持っ

ているため、これに対抗するためには、市議会議員に当選するほかないと、一念発起し、当時、

現職だった神奈川県議会議員の私設秘書兼運転手（笑）（無償）となり、政治の何たるかを、徹

底的に叩き込まれ、多くの、支援者の皆様たちの、強力な応援等で、上位で、初当選し、連続、

２期８年間、市民の皆様のために、汗水流して、働かさせていただきました。特に、市教委に長

く勤務していた経験と実績などから、「待機児童」「教育格差」「就学援助」「教職員や、市職

員のメンタルヘルス、待遇改善」等、会派代表質問、一般質問、各常任委員会委員長等の歴任な

どで、全力を、尽くしてきました。       
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 そのようなことから、現在は、縁あって、選挙地盤である、市役所退職後、不動産業や、資格

を、大学２年在学中に、取得した行政書士事務所を起業、開業した林間や、南林間、鶴間、中央

林間、つきみ野、深見、下鶴間、大和東・南、福田、上和田等と並び、ここ、桜ケ丘の地に、

「マンツーマン指導」中心の、小学生から高卒生までの、受験・成績アップ(補習)、英検等の資

格取得、幼児～小学生対象の英会話教室を指導し、ホームページ「さえぐさ塾」を、ご覧になれ

ば、ご理解いただけますが、地域だけでなく、保護者等の「口コミ」等で、お子さん（市北部～

南部、市外）が、通っており、御蔭様をもちまして、合格  実績も、神奈川県立高校を志望す

る中学３年生の塾生全員の合格を、はじめ、難関・有名私国立中高大学や、公立中高一貫校な

ど、多くの卒塾生を、輩出しています。           

 お子さんたちは、産まれたときから、両親等の遺伝子（ＤＮA）等を備えているでしょうが、そ

の後の、家庭環境、教育環境等で、大きく変化します！私は、お子さん１人ひとりが、学力も、

スポーツ等も、「磨けば、きらりと輝く、無限の可能性」を持つ、『宝石でいえば、原石』だ

と、思っています。しかし、残念ながら、現在の学校教育では、こどもたちの隠れた能力を、見

出すことは、不可能です。それは、私が、大学在学中、教育課程で、三田キャンパスの隣の、慶

應義塾中等部（男女共学）、日吉キャンパスの中の、慶應義塾高校（男子高）   で、教育実

習を行なっていたときから感じていたことですが、２人以上の、ましてや、１クラス３０人、４

０人となれば、お子さんの一人ひとりを見た指導などは不可能です。差別、不平等と、学校現場

では嫌う能力別クラス編成であっても、「集団指導」では、限界があり、たとえ兄弟姉妹や、お

友だちと２人を、指導しても、その子の持っている本当の能力を引き出すことはできません。そ

れは、一人一人の顔が違うように、育ってきた環境も、能力も、適性も、性格も学習へのモチベ

ーションも、学習習慣も、多く、異なるからです。    

 私が、先生１人、生徒ひとりの「マンツーマン指導」に、こだわる理由は、ここにあります。

同じ課題、問題等を与えて、考えさせても１０人１０通りの考え方、答え方をします。ですか

ら、ミスが、ケアレスでも、重大な、基礎的なミスでも、なぜ、そう考えた結果、まちがってし

まったのか？その、プロセスこそが、重要であり、的確な指導をすることが求められます。集団

指導で、それが、可能でしょうか？学校では、実現できなくても、私塾であれば、充分、可能で

す。「マンツーマン指導」の最大の強みは、常に、専任講師が、生徒に寄り添い、指導を受けて

いる生徒は、わからない、理解できない時、すぐに、先生に、なぜ、そうなるのか？どうして、

間違えたのか？など、さまざまな質問を、ぶつけられます。いきおい、「先生、わかった！」と

いう、嬉しそうな、こどもたちの声が、あちこちの、指導ブースから、聞こえてきます。「勉

強」というものは、自分の力だけでできるのなら、ベストです。しかし、受験する生徒であって

も、つまづきがあって、勉強が嫌いだったり、不得意科目で悩んだりする子たちでも、しっか

り、ポイントを押さえて、指導してあげれば、前のテストの点数にも寄りますが、２０点や３０

点は当たり前に伸ばせますし、１００点満点が、日常になってきます。 

もちろん、不得意科目なんて、ありません。学校や、Ｓ中学受験塾等のトップの子たちは、多

数、おります。 

 また、わが「さえぐさ塾」では、私が、以前から、研究してきた、３０００余にものぼるツー

ルからなる「ＯＳ式学習法」を、全講師が、実践し、徹底指導中です。当然、わが塾内だけにと

どまらず、ご家庭や、学校でも、生徒たちは、「ＯＳ学習法」で、成績を、ぐんぐん伸ばしなが

ら、努力しています。試験問題の解き方、高い得点の上げ方、マイノートの上手な作り方、暗記

の仕方など、しっかり、身につけています。                         

 このようなことが、マスコミにも、ネット等で、拡散したのでしょうか？今までに、多くの、

テレビ局、新聞、ラジオ、タウン誌、教育関連雑誌等から、取材を受けており、どこかで、記事

をご覧になった塾員の皆さまも、多いことと思います。反面、生徒への熱血指導に集中したいた



 

大和三田会 会報 No.10  36 

め、以前からも、同窓生の公認会計士（税理士）に経理面は全面的に任せ、経営指導等も受けて

いるので非常に助かります。       

 ところで、数年前、映画や書籍で評判になった、偏差値４０上げて、慶應義塾大学に合格した

「ビリギャル」ブームや、中卒夫婦の父親が仕事を辞めてまで娘の中学受験に奮闘した「下剋上

受験」等が、マスコミをにぎあわせましたが、そんな逸話は、当塾では、多数あり、いずれ、

「ＯＳ式学習法」も含め、本に、まとめていこうと考えています。しかし、２０２０年に向けて

大学入試改革が、また、急速に、少子高齢化が、進んでも、ほとんどの中３生が、高校進学し、

大学、短大等にも、入学者数が増大する中、「親の所得の格差が、こどもの教育の格差」「高校

の無償化」「公教育のあり方」などが、問題視されており、やはり、政治家が、しっかりしない

と、こどもたちの、将来が不安であるのに、暴言、不倫等、とても、こどもたちに語れない政治

家が、増えているのも、事実であり、政治も変えていかなければならないとも、思っています。                          

 最後に、「大和三田会」の、さらなる、ご発展を、祈念いたします。 
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（５）ジャズと私（MY life/MY WAY） 中島利剛 (昭和４２年経済学部卒) 

ほとんど毎日、家では朝からピアノが鳴り響きジャズが流れています。家内の日課のピアノ練

習です。幸いご近所からは広い庭（？）を挟んでいるせいか今までのところクレームはありませ

ん。 

私と言えば朝ドラに間に合うように起床します。こんな毎日を送って会社卒業以来過ごしていま

す。 

60 歳で会社の顧問になり、社会との繋がりが無くなるのもどうかと思い簡易裁判所の調停委員、

６８歳から司法委員と裁判所のお手伝いをしています。 

丁度その頃にワイフが偶々朝日新聞の記事を目にしました。それは初心者の為のジャズボーカル

講座、彼女に勧められるままに直ぐに応募しました。そして、横浜の朝日カルチャーセンターに

月 2 回ほど通うようになりました。これがジャズボーカルとの出会いです。義母がフランクシナ

トラの CDをプレゼントしてくれました。 

3年ほど教室に通いました。教室はマーサ三宅ボーカル教室から派遣された先生のグループレッ

スンです。東京の中野に有るゼロホールで春秋年 2回教室の生徒の発表会があります。1回、大枚

3 万円の参加料を払い３回ほど出ました。参加者は 1回、約１００人です。2回目で１００人の内

から選ばれ新人賞を受賞しました。 

友人から６０歳過ぎての新人賞とは凄いねと冷やかされる始末、それでも嬉しかったのを覚え

ています。横浜ジャズプロムナードの街頭で歌ったり、3人でグループを組み年 1度のライブをし

たりしていました。そのグループも 7年続いたかな？どうせやるならと横浜のバーバーバー音楽

院にも通い始め個人レッスンを受けるようになりました。特筆すべきは何と言っても広田ピアニ

ストとの出会いです。とても幸運な出会いでした。彼はアメリカボストンのバークリー音楽アカ

デミーで 4年間作曲と編曲を勉強した熱血漢です。もう一人熱血漢がご近所にいます。ボイスト

レーニングのソプラノ歌手の窪田先生です。お二人とも私に対して誠実に熱意を持って指導して

くれます。私には無くてはならない存在です。 

アメリカで本場のジャズに触れたくなり２０１０年～２０１３年の毎年夏 1週間カルフォルニ

アのスタンフォード大学のジャズワークショップに遊学しました。計４回行きました。ニューヨ

ークに 4年間駐在した経験は有りますが英語の授業は大変でした。朝 9時～17時までレッスン、

夜はコンサート、其の後セッションに参加、宿舎に戻るのが夜中の 12時、1週間ジャズ漬けで

す。楽しかった 1週間でした。 

今は年間４回ほどのライブを地元鵠沼と横浜関内辺りで開催しています。 

これがざっと振り返ったこれまでの私のジャズライフです。 

今年、特別な出来事がありました。初めて演奏依頼があったことです。大和三田会から 

のオファーでした。スペシャルな出来事です。去る 6月 10日、横浜うかい亭でのジャズ 

の演奏の依頼でした。私、家内、ピアニスト広田豊暁さんの 3人での演奏でした。緊張感 

はありましたが私共は大和三田会の会長さん初め皆様の温かい声援を受けて無事終了する 

ことが出来ました。感謝です。因みに家内は４３年文学部図書館学科卒です。 

三田会の橋本さんから、なるべくポピュラーな曲を中心にお願いしたいとの事でした。 

演奏曲は以下の 6曲でした。 

1,Too young  2,The theme from NewYork,NewYork（ジーコ中島）  

3,As time goes by 4,Lover come back to me（中島恭子）  

5,My way（ジーコ中島）6,What a wonderful world（恭子＆ジーコ中島） 

 

演奏終了後に門の所までお見送り頂きそのおもてなしに感謝、感激、恐縮しました。 
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本当にありがとうございます。 

先日あるセッションで MY WAY を歌いました、すると初対面の女性が目に涙を浮かべ 

て聞き入っているのです。歌い終わるとワット泣き出したのです。初めての経験でした。 

私はその姿にある種の感動を覚えました。 

私が元気で毎日過ごせるのもジャズボーカルのお陰と思っています。 

今後も精進あるのみです。そして出来るだけ永くジャズを楽しみたいと思います。 

今後、いつまで続けるのと尋ねられれば between 70’s to death と答えることにします。 

再び大和三田会の皆様にお会いすることを楽しみにしております。 

これからもご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。有難うございました。 

平成 29年 9月 12日 
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５.その他：「三田評論」誌への寄稿 「大和三田会第 10回総会」 

三田評論 ２０１７ ８・９月 １３９ページ 
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大和三田会 ホームページ Ｃｏｍｉｎｇ ｓｏｏｎ！ 

大和三田会では設立１０周年記念事業の一つとして、ホームページを開設することにいたしま

した。このため、「ホームページ作成委員会」を設けて準備してまいりましたが、いよいよ２０

１８年 1月より運用を開始する運びとなりました。 

新年会や総会の場で画面をご覧いただき、会員の皆様に便利にご利用いただけるよう、普及に努

めてまいります。             

 yamatomitakai.comまたは下記 QR コードで HPにアクセスできます。 

                      ホームページ作成委員会 

 

☆ 平成 30 年新年会のご案内 

 平成 30年１月１３日土曜日午後４時より、横浜うかい亭で新年会が開催されます。 
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