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菊田邦彦会長
四つのテスト
若松会員 東会員

ても感激しました。お店の方にすすきみみずくの縁
起となった民話を伺いました。

出席報告 出席向上委員会 < 沼﨑正徳 委員長 >
会員数
20 名

出席者数
15 名

例会の記録

出席率
83.33 ％

会長の時間

菊田邦彦 会長
私は旅行が趣味です。
家にいる事があまり好きではないので、よくふらっと
散歩をするのですが、今から 20 年ほど前に発行さ
れた西武鉄道の広報誌「かわら版」を手に、そこに
載っている「ちょっと寄り道してもいいお店」を、今も
やっているかなぁと思いながら訪れたりしています。
20 年も前のかわら版ですから、現在も営業している
お店は２割くらい。ほとんどのお店がなくなってしま
っています。
池袋の「ちょっと寄り道・・・・」は雑司
が谷の鬼子母神でした。鬼子母神は、
すすきの穂で作った「すすきみみず
く」が有名ですが、今も売っていてと

すすきみみずく
昔、昔、雑司が谷に、くめという娘がおりました。
ある日、くめとお
母さんは鬼子母
神の参道ですず
め焼を売りながら、
お父さんの遅い
帰りを待っていま
した。
ところが、お父さんは、すずめを追いかけていて崖
から足を踏みはずして、死んでしまったのです。
ところが、お母さんは、代わりに一生懸命働き病気
で倒れてしまい、くめは鬼子母神様へ、お百度参り
を始めました。
満願の日の夜、一匹の蝶が現れて「すすきの穂で
みみずくを作り、お堂の前で売ると良い」とお告げ
がありました。
お母さんの病気は、孝行娘のお蔭で日増しに良く
なったと言われております。
雑司が谷には大きな墓地があります。そこに行く途
中に、宣教師が明治時代に建てた木造の建物が
残っていて、豊島区の文化財になっています。
墓地には夏目漱石の大きなお墓がありました。
かわら版を持っていくと、飲物のサービスをして頂
けるお店もあります。
20 年も前から変わらず営業しているお店の力強さ
を感じる、そんな散歩のお話しをさせていただきま
した。
<参考> 西武鉄道の広報誌「かわら版」は、現在も毎月
1 回発行されています。電子版もありますので是非一度
ご覧ください。

幹事報告
< 小林奈保絵 幹事 >
報
告
 6 月のプログラムが理事会で承認
受贈会報
 所沢中央 RC
・所沢西 RC
回
覧
 バギオだより
次年度役員・理事のお知らせ
 所沢中央 RC
・所沢東 RC
 入間 RC
・飯能 RC
・所沢西 RC

会員卓話
渡邉髙治 会員

70 年の間に 3 回の大きな決断があった・・・・・

私 の 履 歴
1945 年（昭和 20 年）
第二次世界大戦の終戦
1951 年（昭和 26 年）山梨県都留市に生まれる
第 1 回 NHK 紅白歌合戦放送
日本初のプロレス 力道山デビュー
500 円札発行
ラジオ東京（現 TBS）開局
日本航空㈱設立
1955 年（昭和 30 年）東京都大田区に転居
後楽園遊園地オープン

1 円硬貨、50 円硬貨発行
トランジスタラジオ発売
洗濯機、冷蔵庫、テレビが「三種の神器」と呼ばれる
1958 年（昭和 33 年）小学校入学
東京タワー完成（333ｍ）

10,000 円札発行
巨人 長嶋茂雄選手 4 打席 4 三振デビュー
沖縄首里高校甲子園出場にて甲子園の土を沖縄に
持ち帰るも、アメリカの統治下では「外国の土」は植
物検疫法に抵触する理由で海に捨てられる
1964 年（昭和 39 年）中学校入学
東京オリンピック開催（金メダル 16 個）

東海道新幹線開通（東京-大阪間 4 時間 2,480 円）
東京モノレール開業
王貞治 55 号ホームラン日本記録
海外旅行自由化
ケネディ大統領暗殺
1967 年（昭和 42 年）高校入学
吉田茂元首相死去
初の建国記念日
東急百貨店本店、小田急百貨店開業
日本初の国際クレジットカード発行
ツイッギー来日で日本にもミニスカートブーム到来

1970 年（昭和 45 年）銀行入社
日本万国博覧会（大阪万博）

1979 年（昭和 54 年）長男誕生
インベーダーゲーム大流行
東京サミット開催
1982 年（昭和 57 年）次男誕生
東北、上越新幹線開業
500 円硬貨発行
テレホンカード使用開始
岡本綾子がアメリカ LPGA ツアーで初優勝
1983 年（昭和 58 年）
東京ディズニーランド開園

ボーリングブーム
日本航空機よど号ハイジャック事件
ケンタッキー1 号店（名古屋）、マクドナルド 1 号店（銀
座）オープン
1972 年（昭和 47 年）
アメリカより沖縄返還（5 月 15 日）
1 ドル＝360 円（固定相場）になった理由
アメリカの調査団が来日した際、円は 360 度
だからと適当に決められたとか？
1973 年に変動相場制に移行。
札幌冬季オリンピック開催
自動車に初心者マーク登場
日本の鉄道開業 100 年
桜島噴火
東北自動車道開通
1978 年（昭和 53 年）結婚（5 月 14 日）
初めての海外旅行ハワイへ。
出発は羽田国際空港、帰りは成田国際空港でし
た。
池袋サンシャイン 60 開業

1994 年（平成 6 年）ヨーロッパ旅行
イギリス、フランス、ドイツ（8 日間）の旅
3 家族 10 人の珍道中。
英語もフランス語も話せる人はいません。
フランスのディズニーランドで子供達は大喜び、す
べてのアトラクションが待ち時間なし、来園者が非
常に少なかった。
1997 年（平成 9 年）フロリダのディズニーワールドへ
フロリダのディズニーワールドで知人が結婚式
妻と息子の 3 人で参加。
費用は自腹。
ディズニーワールドの敷地面積は山手線の内側の
2 倍。
1998 年（平成 10 年）銀行退職
冬季長野オリンピック開幕
小田急サザンタワー開業
奈良県キトラ古墳で天文図発見
2000 年（平成 12 年）損保ジャパン入社
（代理店研修生）
シドニー五輪開催
五輪女子マラソンで高橋金メダル
コンピューターの 2000 年問題が注目される
2001 年（平成 13 年）アメリカ東海岸へ旅行

日中平和友好条約調印
宮城県沖地震発生
第 1 回日本アカデミー賞
24 時間テレビ「愛は地球を救う」放送開始

長男が留学中に東海岸へ旅行（10 日間）
レンタカー利用。（大変楽しく運転できました！）
高速は無料。
ウエストバージニア→ワシントン→ニューヨーク
→ナイアガラ→アメリカ滝→カナダ滝→
ペンシルバニア→ウエストバージニア
9 月 11 日アメリカ同時多発テロ事件
ワールドトレードセンターなどが標的となり、2,996 人
死亡、25,000 人以上が負傷した

事件の 1 か月前ワールドトレードセンター付近にい
たのでとても驚きました！
2008 年（平成 20 年）長男結婚
北京五輪開催
2009 年（平成 21 年）初孫誕生
オバマ大統領就任
マイケルジャクソン死去
2012 年（平成 24 年）
東京スカイツリー開業（634ｍ）

最後に・・・

本気でやればたいていの事が出来る
本気でやれば何でも面白い
本気でやれば誰かが助けてくれる
誰から聞いたのかは忘れてしまいましたが、私はこの
言葉を大事にしながら、これからも頑張っていきたい
と思っています。

菊田君

小林君

浜野君
ロンドン五輪で日本選手メダルラッシュ
山中伸弥ノーベル賞受賞
2013 年（平成 25 年）次男結婚・2 人目孫誕生
56 年ぶりの東京五輪開催決定
2016 年（平成 28 年）3 人目孫誕生
イチロー選手メジャー通算 3,000 本安打達成
天皇陛下退位の意向示唆
2018 年（平成 30 年）4 人目 5 人目孫誕生
箱根駅伝青学大が 4 連覇
オウム真理教松本死刑囚らの刑執行
2021 年（令和 3 年）6 人目孫誕生
大谷翔平メジャーＭＶＰ
東京五輪、日本は史上最多 58 メダル

小島君
柴田君
田端君

いよいよ入梅の様な天気の中、皆様御
出席ありがとうございます。今日の会
員卓話渡邉さん、たのしいお話しよろ
しくお願いいたします。
春というか初夏の雨も良いものですね。
皆様の元気なお顔が嬉しいです。渡邉
次期会長、年度計画書の文面を考えた
り、今日の卓話であったり、おつかれ
様です。
渡邉会長エレクトの会員卓話、楽しみ
に来ました。宜しくお願い致します。
渡邉会長エレクト、お話楽しみにして
いました。宜しくお願いします。
次年度会長の渡邉さんの会員卓話を楽
しみにしております。
会長エレクト渡邉髙治様、次年度どう
ぞよろしくお願い申し上げます。会の
発展を祈っております。

◆ 次の例会 ◆
5 月 27 日（金）
例会取り止め
6 月 3 日（金）
第 2 副 SAA：栗原会員 宮岡会員
会員卓話：柴田譲会員
6 月 10 日（金）
例会臨時変更
菊田年度慰労会家族同伴夜間例会
場所：ニックス
時間：18：00

将棋の藤井聡太最年少 4 冠

6 月 17 日（金）
第 2 副 SAA：沼﨑会員 大野会員
クラブ協議会（退任挨拶）

