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第 35 回調布三田会総会 

 

 

 

 

第 35 回定時総会は当初 5 月 10 日に予定されていま

したが、新型コロナウィルスの感染拡大を受け、一旦 6

月 27 日に延期しました(講演会や親睦会を伴わない、

会員のみによる、規模を縮小した簡易な形式)。その後、

政府の緊急事態宣言は解除されましたが、東京都内で

新規感染者の発生が続いたため、東京アラートが発出

されました。このような状況の下、会員の健康を第一

に考えた場合、未だ安心して集まれる環境にはないと

の判断に至り、6 月 27 日の定時総会も結局中止するこ

とにいたしました。 

 

＜会長就任挨拶＞ 堀尾明(54 政) 

「新型コロナウイルス」という

モンスターと戦わねばならない

という未曾有のクライシスの中

での船出となりました。そんな中

にあっても、会の活動方針の根幹

は次の二つです。①会員およびそ

の家族との親睦・交流、②地域社

会への貢献。但しこれらの活動を推進するにしても常

に新型コロナウイルスへの懸念を認識し、全ての行事

の対応を検討しなければなりません。そこで、重要に

なってくるのがオンラインシステムの活用です。すべ

ての行事をオンラインで行うことは不可能ですが、会

員の皆様方の「安全、安心」を担保するには有効な手

段と考えております。 

状況は日々変化しており、今日の判断が明日も正し

いかどうかは分かりません。今後とも様々な行事変更

が予想されますので、皆様におかれましては逐次メー

ルやHPをご覧いただきご確認をお願い申し上げます。

当会の新型コロナウイルス対策の取り組みにつきまし

て皆様方のご理解をお願いするとともに、何より皆様

方のご健康が守られますよう切にお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

これまで定時総会が開催できなかった前例はなく、

また、その場合の対応に関する会則規定もありません。

そこで、今回は、総会を開催できなかった場合に備え、

総会資料を事前に会員に郵送し、各議案について書面

で賛否を問う試みが行われました。その結果、139 名の

会員から葉書の返信があり、上程された議案はすべて

全員の賛成を得ることができました。変則的ではあり

ますが、これを以て総会決定がなされ(2 面参照)、堀尾

新会長、池田新幹事長を中心にした新執行部が正式に

スタートしました。 

 

＜幹事長就任挨拶＞ 池田勝彦(59 文) 

随分と難しい時期に幹事長を

引き受けることになってしまっ

た、というのが今の率直な気持ち

です。御存知の通り、世の中がガ

ラガラと変わり始めています。会

員同士の親睦を目的としている

調布三田会ですが、会ってしゃべ

ること自体が感染リスクがあると、自粛を求められる

事態になりました。しかし、会員の皆さんがそんなこ

とでへこたれるとは思っておりません。こんな時期で

あるがこそ、皆さんが楽しいと思う調布三田会であり

続けるよう、地元に根差した繋がりを大切にして参り

ます。当面は、オンラインのテレビ電話会議でいつで

も意思疎通ができる環境を整えます。様々な制限や圧

力があるかもしれません。元の姿に戻ることはないか

もしれません。それでも新しい日常の形を、IT の力も

活用しながら、模索していきます。人類は、ウイルス

の脅威をやがて必ず克服するでしょう。治療法と予防

接種が開発されるまで、もう少しの辛抱です。それま

で、皆さまのご協力を今後ともよろしくお願い申し上

げます。 

 

調布三田会 
 
発行人 堀尾明     
andy-horio-4809@outlook.jp  
 

ホームページアドレス 

http://chofu-mitakai.com/ 
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ホームページ特集 

http://chofu-mitakai.com/
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調布三田会幹事会 
  新型コロナ奮闘記 

第 35 回調布三田会定時総会 
 決議事項報告 

 

 

 

第 35 回定時総会は、前述のとおり書面による賛否で

議案の承認が行われました。承認された議案は、次の

とおりです(詳細は事前送付資料をご参照ください)。 

＜第 1 号議案＞2019 年度活動報告。1．定例行事とし

て第 34 回定時総会(2019 年 5 月 12 日)から、新年会

(2020 年 2 月 2 日)まで。2．注記事項。3．その他の活

動報告(会報発行、定例幹事会、役員会、同好会の活動

ほか)。 

 

＜前会長挨拶＞ 岸野千賀子(51 文) 

会長職をお受けした時、①ホームページの活用と通

信手段の電子化、②新規会員の掘り起こし、を目標に

掲げました。現在会員の 85％のメールアドレスが登録

され、会からの案内はホームページを通して迅速に行

われるようになりました。新規会員の勧誘に関しては、

調布・府中市在住の、卒業後 30 年と 35 年の塾員に会

報を送付し、会を認識してもらう取り組みを行いまし

た。残念なことに、退会会員が入会会員を僅かに上回

る状況ですが、この地道な努力から将来よい結果が生

まれることを願っています。この二年間、皆様から頂

いたご支援ご協力、有難うございました。 

 

 

 

 

2 月 1 日の新年会以降、新型コロナへの対応で、各同

好会では、3 月 4 日のワインの会、14 日のカラオケク

ラブ、4 月 18 日のグルメの会などで中止を決定、恒例

の観桜会も中止となりました。 

最大の問題は 5 月 10 日の総会でした。予定通り開催

できるか、延期か、中止か、開催案内と出欠確認をど

うするか。2 月以降は幹事会も開催できずメールで意見

交換し、3 月 7、28 日には四役と会計幹事・監事 11 名

で構成する役員会で論議を繰り返しました。同時に、

予備日として 6月にも会場の予約を入れておきました。 

3 月上旬段階では 5 月の収束も考えられ、講師と講演

会の打ち合わせも進めていました。しかし、近隣三田

会では総会を中止、たづくりも利用禁止など、コロナ

の状況が深刻化する中で、延期を決定しました。 

総会議案と資料はメールでの幹事の意見交換で確定 

＜第 2 号議案＞2019 年度収支(資金収支)報告書。 

＜第 3 号議案＞2020 年度活動計画(案)。1．2020 年度

活動方針として、(1)会員並びにその家族の親睦・交流 

の推進、(2)地域社会の発展に寄与する活動への参画、

(3)入会勧誘の促進と入会後のフォローアップの強化、

(4)イベント参加及び確認方法簡素化の推進、(5)オンラ

インシステムの有効活用。2．2020 年度行事予定。 

＜第 4 号議案＞2020 年度資金収支予算(案)。 

＜第 5 号議案＞2020 年度役員・幹事選任の件。 

 なお、第 3号議案行事予定のうち、第 35回定時総会、

多摩川クリーンアップ作戦、秋の音楽会、連合三田会、

福祉バザーは中止が決定されている。サマーパーティ

ーは、オンラインでの代替開催を行う。 

 

＜前幹事長挨拶＞ 田辺一男(55 法) 

会員の皆様、不慣れな幹事長職でありながら、2 年間

多大なご協力をいただき、本当にありがとうございま

した。調布三田会の在籍年数こそ長かったものの、ず

っと幽霊会員であった上、幹事を一期務めただけであ

って、分からないことだらけの 2 年間でありました。

行事の一つ一つをこなすことで精一杯な上、任期の最

後には、新型コロナウイルスのため十分な活動ができ

ずじまいでした。これからも調布三田会の一員として、

末長いお付き合いをよろしくお願い致します。 

し、総会開催と中止との両面対応をにらんで、議案と

岸野会長の挨拶状を添付した総会案内を 5月 10日に郵

送。5 月 23 日には初の試みで Zoom(テレビ会議システ

ム)によるオンライン幹事会(写真)を実施し総会準備も

進めていましたが、6 月 7 日新旧役員でのオンライン会

議で中止を最終判断した次第です。可能な限り総会を

開催することを模索した中での苦渋の決断でした。 

このようにスタートした新執行部ですが、オンライ

ン幹事会を開催するなど、試行錯誤しつつ奮闘中です。 
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新年会 

新任幹事挨拶 

 

 

 

2 月 1 日(土)17 時より、調布駅前、クレストンホテ

ルにて恒例の「新年会」開催。会員 83 名、家族などゲ

スト 5 名も加え総勢 88 名が参加。岸野千賀子会長(51

文)の開会挨拶、鈴木薫君(58 文)の乾杯で宴がスタート。 

冒頭のお楽しみは、「宝井一凜」さんの女流講談。演

目の合間に政界で話題の「桜を見る会」等への、ピリ

ッとした風刺を織り込み、軽快な語り口で聴衆を引っ

張る力は流石に真打ち。結局は正直者が勝つという爽

やかな話は、新年会にふさわしい演し物だった。 

司会の黒柳裕士君(55 商)から「暫しご歓談を…」と

の声がかかると、ワインやビールを持って、久し振り

に顔を合わす会員同士の輪があちこちに出来上がる。

出席会員の最長老は川人武樹君(29 工)、最年少は田中 

 

 

 

Swing と Sing で、めざせ不良長寿  

佐々木仁(44 経) 幹事ならびにゴ

ルフ同好会の世話人も仰せつかり

ました。生まれは山梨県甲府市。15

年前、海老名市から調布市へ。数年

後、三田会に入会。総会で大学時代

の卓球(兼麻雀)クラブ仲間だった土

谷勇介くんとバッタリ。これを契機に、不良長寿をめ

ざして、まずは、落ちゆく飛距離と頭髪にもめげず、

ゴルフ会に手を挙げ、その後、立ち眩みも辞さずカラ

オケ会に参加。これまで酒も飲まずに 50余年。今後は、

三田会仲間とニューノーマルとやらを楽しみたく、会

員の皆様どうぞ、よろしく。 

調布に 22 年 親爺バンドにハイキングで自由を満喫 

波田芳信(48 政) 父が転勤族

で、小 6 から杉並、三鷹に住み、

卒業後損保業界に就職。私も転

勤族でしたが、土地勘のある調

布に住み 22 年です。学生時代

は音楽同好会(ギターアンサンブル)に所属し、今でも年

に数回昔の仲間と親爺バンドで遊んでいます。他に家

庭菜園歴 6年目、年間約 30種類の野菜を育てています。

昨年晴れて自由人になり調布三田会に入会、ハイキン

グ同好会に参加しています。宜しくお願い致します。  

宏一君(H9 経) だが、老若男女混じっての談論風発、話

の輪が広がる様は我が調布三田会の良き伝統である。 

あっという間に時間が経ち、応援指導部叩き上げの

伊藤康郎君(47 法)の音頭に、腰原武人君(H2 政)の喇叭

の生伴奏で、全員肩を組んでの「若き血」2 回で盛り上

がる。最後は小西哲夫君(47 経)の一本締めでお開き。 

今年も素晴らしい新年会でした。     寺川毅(41 経) 

パソコンで作曲も 仙川在の音楽・グルメ大好き人間 

関秀一(58 商) 仙川在住ですが、調布市に転居したの

は 3 年前。皆様との懇親を深めたく調布三田会に入り

ました。仕事は保険会社で現在も何とか働いています。

趣味としては、写真でもお分かりの様に、パソコンに

よる楽曲作成を行っています。音楽が大好きなので音

楽同好会(平日が多いので中々出席出来ていませんが

…)、現役世代の会、グルメの

会等に顔を出させて貰ってい

ます。色々行き届かない点もあ

ろうかと存じますが、宜しくお

願い申し上げます。 

新しいご縁に感謝 調布を第二のホームタウンに 

平井信太郎(H1 文) 中野区出身、練馬区在住で実は調

布に所縁のない私ですが、H1 文同期の上村さんに誘わ

れランニング同好会での「助っ人」(足引っ張る方です

が)参加がきっかけで入会。いきなりの「会報」編集委

員で戸惑いつつも、いいご縁をいただき感謝です。偏

愛するのは本と美術と大河ドラマ

ですが、皆さんの暖かい輪の中に

加わることで、調布もそのひとつ

になりそうです。仕事は新聞社で

マーケティングを。大学でも 1 コ

マ持って慣れないオンライン授業

に悪戦苦闘中です。裁判員経験も

あり、ご興味ある方はぜひ。 
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調布三田会ホームページ特集 
 

 

 

＜アクセス方法＞ 

PC またはスマホから、

「調布三田会」で検索して

ください。 

 

または、右記 URL を入力して 

ください。 

 

＜調布三田会トップページ＞ 

調布三田会の最新情報やイベント情報がご覧になれます。 

 

 

＜会員専用ログイン＞ 

右図のように会員専用のログインをしていいただくと

イベントの出欠登録と会報アーカイブの閲覧が可能です。

ユーザー名とパスワードを入力してください。 

※平成卒業の年次は「h」が前につき二桁です。 

(例：h05yanagiya)。 

※同年次同姓の方がいらっしゃる場合は姓のあとに原

則名前の頭文字がつきます(例：55yanagiyai)。 

※家族会員の方は年次の代わりに「FM」をつけてくだ

さい(例：FMyanagiya)。 

※幹事・役員はパスワードが異なる場合があります。 

パソコンの場合 スマートフォンの場合 

ユーザー名：年次＋姓（例：55yanagiya） 

半角小文字 

URL http://chofu-mitakai.com/ 

パスワード：mitakai 

半角小文字 

クリック 

http://chofu-mitakai.com/
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＜イベントの出欠登録＞ 

直近イベント又はイベントカレンダーから詳細を見た

いイベントをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

イベント詳細ページの「出欠登録（参加人数）」欄か

ら出欠を登録してください。 

出席または欠席の「枚数」欄に“1”を入力してくだ

さい。 

同伴者がいる場合は、人数分の枚数を入力し、「同伴

者名」欄に同伴者名を記入してください。 

最後に予約ボタンを 1 回押して、しばらくお待ちくだ

さい。 

 

 

予約が完了すると、「出欠登録（参加人数）」欄に“ご

登録、ありがとうございます。”が表示されます。 

 

また、画面右側の「予約済のイベント」欄に予約済 

のイベントが表示されます。 

 

 

 

＜会報アーカイブの閲覧＞ 

ログイン後、画面最上段の「会報アーカイブ」をクリ

ックしてください。会報第 1号から直近号まですべての

会報をご覧いただけます。 

 

＜アドレスの変更、パスワードの失念＞ 

メールアドレスを変更したい、パスワードが分からな

くなった、ログインできなくなった等の場合は、以下の

メールアドレス宛にご連絡ください。 

contact@chofu-mitakai.com 

  

mailto:contact@chofu-mitakai.com
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テニス同好会 
世話人：益子淳 mashiko@teq-kobo.com 

 

 

 

 

丘の上句会 
世話人：寺川徳子 nontera-cleo@jcom.zaq.ne.jp 

 

 

ランニング同好会  
世話人：米持一夫 yone314@jcom.home.ne.jp 

 

ローカルクラブ 
世話人：寺川毅 terako-butti@jcom.zaq.ne.jp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月 26 日(日)雨の中、第 64 回調布市民駅伝 40 歳以

上の部(4 ㎞×5)に 2 チームで参加しました。 

A チーム：日座さん(塾員)、込山君、田中環君、櫻井

君、池田君、記録 1 時間 40 分 18 秒。B チーム：飯島

君、川野辺君、後藤さん(練習会コーチ市内在住)、秋山

君、平井信太郎君、記録 1 時間 39 分 16 秒。 

2 チームともに昨年一昨年の記録を上回る好成績、い

い汗を流した後は、恒例のクリスマス亭での反省会で

大いに盛り上がりました。その後、新型コロナの影響

で毎年春に実施している練習会は中止しましたが、各

自、在宅勤務の合間に野川などで走っています。 

 

 

 

今年は 3 月 22 日(日)迄正式活動を行いました。コロ

ナ感染拡大の為、3 月 28 日から市営コートが閉鎖とな

り活動も中止しています。市営コートは 6 月 1 日より

再開されましたが、現在も同好会活動は自粛し、有志

による自主的な参加にとどめている状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年秋は台風 19 号の影響で催行中止。このため年明

けの 1 月 26 日(日)に番外編を企画。当日雨模様の中 17

名が 9:00 新宿駅集合。今回は都内の二つのモノレール

「舎人ライナー」と「東京臨海交通ゆりかもめ線」の

全線乗車が目的。その後月島の「スペインクラブ」に

12:30 到着。店内は倉庫跡を利用し梁や柱がむき出しで

ワイルドな雰囲気。個人客は 1 階でビュッフェスタイ

ルのランチコースだが、我々は 2 階を貸切でコース料

理。ハモンセラーノからパエリヤまでのコースはなか

なかの美味。ワインもすすみ一同大いに盛り上がる。2

月以降のコロナ感染拡大に伴う自粛前の、最後の会合

らしい会合となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナの影響で、会場のたづくりが閉鎖。選句したも

のを持ち寄って話し合うことが出来なくなり、当番に

あたった人の仕事が増えました。会員からの選句結果

をまとめて、各句の数を記入し、特選に選ばれたもの

だけは選句した人の名を記し作者一覧表をまた会員に

戻すという方法になりました。選んだ理由、時には選

ばなかった理由等を話すこともなく、また質問も出来

ず、それぞれ欲求不満状態が続きました。そんな中で

の新会員の佳句をご紹介します。 

    木漏れ日の草堂一宇薊ゆれ  敏 

    薫風や弓道部員整列す    信子  

 

 

 

 

 

 

3 月より活動が自粛になり、1～2 月にオンライン

も含め活動できたのは 14 の内の 4 同好会でした。 
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調布探訪⑦ ―「ちょうふ八景」めぐり― 

筆者の手元にかつて調布市と観光協会が発行した

「ちょうふ八景」という絵葉書の版画集があります。

近江八景や金沢八景など、○○八景多々ある中で、こ

こ調布にも「八景」があるのはご存知でしょうか。 

調布市では、昭和 60 年に市制 30 周年を記念して、

市内の自然や史跡などから、市民に公募して「八景」

を選定しました。①近藤勇の史跡と野川公園、②深大

寺と神代植物公園、③布多天神と市、④調布不動尊と

國領神社の千年藤、⑤上石原若宮八幡神社とはけの緑、

⑥四季の多摩川と花火、⑦実篤公園と記念館、⑧糟嶺

神社と明照院です。 

①②③⑥は、どなたにも概ね納得感のあるところだ

と思われます。④の千年藤は近年少しばかり元気がな

く、藤の房が短くなったように感じます。⑤は西調布

から南に徒歩 10 分、多摩川の河岸段丘上にあり、境内

には「ちょうふ八景入選之碑」が建っています。⑧は

入間町 2 丁目の陵山(みささぎやま)と呼ばれる墳丘跡

に隣接して建っています。選定当初は「花菖蒲と百花

苑」が選ばれていましたが、平成 9 年に京王百花苑が

廃園となったことから、ここに替えたとのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①②⑦は野川と国分寺崖線の湧き水、⑤⑥は立川崖線

と多摩川といった、ブラタモリが喜びそうな地形的な

特徴もあり、武蔵野の水と緑に恵まれている土地柄に

気づかされます。また、すべてに歴史がからんでおり、

古代から中世、近代へとつながる人々の営みをも感じ

とれ、調布っていい街だと改めて思えます。  

現在の目でみれば、調布駅前のパルコとトリエ、味

の素スタジアムと調布飛行場は当然選ばれそうですし、

ゲゲゲの鬼太郎絡みや野川の桜、甲州街道の欅並木や

京王線が走る風景もよさそうです。皆さんの「調布八

景」を選んでみてはいかがでしょうか。米持一夫(55 経) 

同好会名 活動内容 世話人

丘の上句会
毎月1回。3つの季題と雑詠2句投句。選句したものを持ち寄り当日相互に

句評。会員11名。時には吟行も…。初心者大歓迎。

寺川徳子(40文)　03-6322-6410

 nontera-cleo@jcom.zaq.ne.jp

グルメの会
年2回。散策或いは展覧会鑑賞の後美味しいあるいは珍しい料理(昼食)を楽し

み、親睦を図る。会員32名。

関　尚雄(61経）　 090-5576-5463

sechikun9-h@docomo.ne.jp

蕎麦打ち同好会
毎月1回、たづくり調理実習室で蕎麦打ちと食事を楽しむ。究極の美味し

い蕎麦を目指して技術研修。会員20名。

石黒良昭(41商)　042-487-3021

brack-stone@jcom.home.ne.jp

ゴルフ同好会
春秋各2回の三田会コンペと稲門会との懇親コンペ(原則木曜日)。他に年2

回程度、土日に開催する事を検討中。会員40名。

佐々木 仁(44経)　090-2467-4184

 ikasas.ihsotih@gmail.com

テニス同好会
毎月3回。仙川緑が丘テニスコート(第2，第4日曜)大町コート(月1回火曜)。会員

20名。

益子淳(43法)　090-1882-2301

mashiko@teq-kobo.com

ボウリング同好会 年4回程度。笹塚ボウルにて開催。2ゲームと懇親会。会員31名。
池田勝彦(59文)　090-9954-5788

katsuhiko.ikeda@gmail.com

ハイキング同好会
ハイキングとウォーキングをそれぞれ春と秋に実施。その後の打ち上げ。
会員56名。

堀尾 明(54法)　090-9324-6922

andy-horio-4809@outlook.jp

ローカルクラブ
年2回(原則日曜日)。ローカル線に乗り各地の風物や名物料理を訪ね味わう。会

員44名。

寺川毅 (41経)　03-6322-6410

terako-butti@jcom.zaq.ne.jp

ＦＣ東京ファンクラブ
常時優勝を狙えるチームになって欲しいという願いを込め、味の素スタジ
アムで応援。会員20名。

柳谷一郎(55法)　090-1531-1461

iyanagiya@nifty.com

音楽同好会
年5回程度。ジャンルを問わず気楽に音楽を楽しみつつ親睦を図る。会員

20名。

岸野千賀子（51文）　042-487-6211

chikako_kishino@hotmail.com

カラオケクラブ 年2回程度。カラオケとお酒を楽しむ。会員15名。
鈴木薫（58文）　090-8435-7080

kaorusuzuki@moon.cims.jp

現役世代の会
年4回程度。働く世代のコミュニケーションの場として、地元での緩やか

なネットワーク作りを目指す。休日のランチ食事会中心。

川野辺毅(62法)　080-1448-0657

mkt-nobe@w8.dion.ne.jp

ランニング同好会
11月の京王駅伝と1月の調布市民駅伝に毎年参加。合同練習会を年数回実

施。走った後は懇親会。会員16名。

米持一夫(55経)　090-1814-7318

yone314@jcom.home.ne.jp

ワインの会
年3～4回、美味しいワインを産地ごとに選び、みんなで味わいながら親交

を深めるアットホームな会。会員19名。

秋山実(61理工)　090-5563-8132

akimino@gmail.com



令和 2 年(2020 年)8 月 31 日発行                  調布三田会会報  第 44 号 ( 8 ) 

 

 

 

 

 

 

＜KBR ソサエティーで過ごした学生時代＞ 

学生時代は 4 年間 KBR ソサエティーに所属した。

KBR とは Keio Blue & Red の略。設立は 1946 年(昭

和 21 年)と古く、ダンス、タンゴ、ハワイアンで構成

された文化団体連盟認定の音楽団体である。設立当初

の話として、山の手大空襲で被災されてご静養中の 

小泉信三先生をお慰めするため、ご自宅にお邪魔して

ダンスやタンゴを演奏して差し上げたことなどがKBR

の歴史として語り継がれている。 

体育会並みの厳しい規律や強化合宿での練習等の中

で過ごした 4 年間ではあったが、夏休み中の全国各地

の三田会主催の演奏会や当時盛んに行われたダンスパ

ーティー、秋の定期演奏会、TBS 大学対抗バンド合戦

など楽しい思い出も沢山ある。 

卒業後 30 年程経ったある夏の日、仲間達が昔を思い

出して楽器を奏でているうち、『50 代のオジンで何か世

の中に役立つことやりませんか…』ということでトン

トン拍子にバンド結成へと話が進んだ。今でいうオジ 

 

お知らせ 
⚫ 今後の予定 

9 月 5 日(土) オンラインサマーパーティー 

10 月 11 日(日) 秋の音楽会【中止】 

10 月 14 日(日) 連合三田会【中止】 

11 月 8 日(土) 多摩川クリーン作戦 

11 月 21 日(土) 野川クリーン作戦 

12 月 6 日(日) 調布市福祉バザー【中止】 

2 月 6 日(日) 新年会 

⚫ 新入会員紹介(会報 43 号以降、入会順) 

打橋亜矢子君(63 文) 

木村誠之君(H6 経) 

 

 

編集後記 
編集部は、石黒さんから編集人を引き継ぎ、平井君

を加えて新体制となりました。 

4-5 面に調布三田会ホームページ特集を掲載しまし

たので、保存してマニュアルとしても活用してくださ

い。会報は第 1 号から全てのバックナンバーを掲載し

ています。是非ご覧ください。        米持一夫(55 経) 

ンバンドのハシリで、バンド名も＜パームアイランダ

ース＞と決まった。お年寄りの福祉問題が他人事とは

感じられない世代でもあり、高齢者施設を専門にした

ボランティア演奏。ゆったりと優しいハワイアンのリ

ズムが、お年寄りの癒しに繋がったようだ。 

出張・出前バンドとして新聞・ＴＶで紹介されるよ

うにもなり、今では年間 20 回以上のお誘いがかかるよ

うにもなった。バンドのコンセプトは 生きがい、友

情、感動 そして 感謝！ コロナ騒ぎで当分の活動は

中止となり残念だが一日も早く活動の日が戻ってくる

ことを望む限りである。 

【西金沢ケアプラザ(神奈川)での演奏会：後列ギターが筆者】 

 

⚫ 新入会員募集 

知り合いの塾員に調布三田会への入会をお勧めください。 

問い合わせ先・連絡先： 

幹事長 池田勝彦 Tel：090-9954-5788 

Email：katsuhiko.ikeda@gmail.com 

⚫ お願い 

住所、電話番号、メールアドレスの変更等あれば上記

の幹事長あてにメールでお知らせください。 

⚫ 会報原稿募集 

皆さんの趣味のことや学生時代の想い出など、なんで

も結構です。会報編集部までご連絡ください。 

   米持一夫  Email：yone314@jcom.home.ne.jp 

 

 

編集委員： 

(編集人) 米持一夫(55 経) 

(委 員) 益子淳(43 法)、鈴木浩子(58 文)、 

 込山俊博(60 理工)、上村美紀(H1 文)、 

 平井信太郎(H1 文) 

(写 真) 寺川 毅(41 経) 

(顧 問) 石黒良昭(41 商) 

人物発見 
星野慎一郎(42 商) 
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