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樋日 明朗

菫穣言i:鮮M、 プ 躙 躙 協〉

渾磐:  幽 管第2号
このメールは、西東京三日会事務局への返信で、

Eメ ールでのご案内「可」とされている方にお届けしております。

以降の号の配信停止をご希望の方は、
ar…higuchi@」 oom.home.ne.」 p

● □

□ ●

★ 連合三日会大会迫る

★ 写真 ヨ作品展とグルメ会
★ 地域貢献関係
★ 新入会員勧誘顛末報告
★ 秋の行事、報告・予定
★ 塾、友好会、会員関係、その他
★ 役員会連絡

<〉く〉く〉=======================================================
連合三国会大会迫る

=====================================く〉く〉く〉
今年の連合三日会大会は

10月 21日 (日 ) 日吉キャンパスにて開催されます
「西東京三日会」の蛾旗のもとに結集しましょう

当日は、立田茂家会員もクラス会職旗で近くに居るはずです

また、当日は「2012年 稲門祭」でもあります
(たまたま福引抽選券 1枚所持の編者は残念です)

◇◇

写真・作品展とグルメ会

◇◇◇
《1》 写真・作品展

10月 29(月 )=搬入～ 11月 4日 (日 )=撤収

お知り合いにお声をかけ、お誘いの上お出かけください

(添付のチラシをご利用ください)

また、恒例ですので “来年は私も"を期待しています

問合せ  : 直井・中国

《2》 グルメ会
10月 29(月 )搬入後、気勢会を兼ね、「たけざわ」で。

問合せ  : 鈴木
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地域貢献関係

=======================================================く 〉●く〉

《1》 ANA見 学随行始まる

各回の支援者も中国さんの調整努力で確定しました。

ご協力くださる会員の方に感謝です。

● 東伏見小       10月 23日 (火 )

曽根原、中野、渡辺 (康生)、 中田

● 保谷第一小      11月 22日 (木 )

直井、中野、中田、林

● 東小        11月 27日 (火 )

中野、中日、熊坂、鈴木

● 芝久保小       12月 11日 (火 )

中野、高梨、中田、高橋

《2》 新試行 1 : 保谷小 3年生対応

前号で、保谷小学校 3年生の、「おじいちやんおばあちゃんは宝

物」という単元に係る「昔あそぴ」、「昔の話」などについてお手

伝いの要請がきていたことを書きました。ただし、西東京三国会と

しての対応でなく、個人の資格で協力しました

「音あそび」については、 10月 4日 、中田・鈴木・佐田・樋ロ

の 4名が参加 し、Sけん、百人一首などの実技を一緒にし、そのあ

と児童と給食をともにしました
r昔の話」は、 12月か 1月 に、ということになつております

《3》 新試行 2 : 公民館市民企画事業の検討

時々話題に出ている「会員のノウハウ」を地域に活かせないかと

いう課題に対応する手段に『公民館市民企画事業」が使えないかと

いう考えのもと、 10月 5日 、柳沢公民館での説明会に鈴木・中田

・樋国が参加しました。

結論的には、この事業は「外部講師派遣補助」の事業で、当面の

我らの日論見 (例 :宮本会員や吉川会員への依頼講座など)には合

致しませんが、ニーズ合数の機会があれば再挑戦ありと考えます

《4》 新試行3 : 吉川会員の技術の地域教室化発展可能性試行

久住会員を中心に、吉川さんの木彫 り、粘上によるかわいらしい

人形の製作技術を三国会のメンバーに紹介いただき、体験 し、将来

は「公民館での体験教室」、「地元小学校への出前日座」、「チェ

コゆかりの人形劇公演」へ発展させたいとの要望が可能かどうかを

検討しています。

去る9月 13日に日立にある吉川会員のギャラリー「ア トリエ・

パネンカ」に、鈴木・曽根原 口佐田・久住会員がお邪魔 しました。

そこで、吉川会員のア トリエの数名の実習ができるスペースで、役

員の中の有志で体験教室を受けさせていただくことになり、下記の

ように進めています。
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日時 :  24年 11月 21日 (水 )と 28日 (水)の二回で、
14時から16時、(2回連続で参加できる方募集)

問合せ  : 久住

く〉く〉く〉=======================================================

新入会員勧誘顛末報告

=======================================================く >く〉く〉

名簿取寄せ塾員リス ト:西東京在住S51-60卒 塾員 196名
既会員 5名   勧誘呼掛け塾員 191名

[結果]・ ・・・・新入会員 7名
内訳   191名 の対象の中・・・・・ 4名 (2%)

他者紹介で勧誘・・・・・・・ 3名

S51卒者は社会に出て36年、年齢が 24歳で卒業とすると60
歳、これが先頭ですからまさに社会の トップで活躍されている年齢層
でした。反省と今後の対応は今後の課題と考えられます。

<〉〈〉く〉==========================================潔============
秋の行事、報告 口予定

===================:==========寝 =========================く 〉く〉く〉

[報    告 ]

《1》 ハイキング行事  ～秩父の秋を探しに～

9月 16(日 )野 上 口長瀞 七草寺探訪

佐田、鈴木、熊坂夫妻、原 (洋一)、 中日、以上 6名
“ハギとオミナエシは満開、また実蓉の群生も秋一番。手打ちそ
ばも旅路を楽しませてくれた"(中田談)

“道々の萩、槽梗が美しかつた"(佐田談)

《2》 市内歴史散歩   『縄文時代から近代遺跡までを歩く」
9月 23日 (日 )9時半 西武柳沢駅改札 集合・出発

再び「雨天中止」となりました
このコースは雨にとり憑かれているので後に回します

《3》 西東京稲門会秋季懇親会「バーベキュー・栗拾いの会」
9月 29日 (土)都築金次郎氏邸

当会から佐田・渡辺 口曽根原 =鈴木・松本 口 (石毛)が参加

《4》 麻雀の会 (秋場所)

10月 14日 (日 ) 13時 ～ 17時  昨日 !!
雀荘「ピーマン」 会費 3000円

(編者欠席につき詳細未取材、次号にて再掲載予定)

[予   定 ]

《1》 西東京三日会 第 19回ゴルフ会
11月 7日 (水)高 麗川カントリークラブ

プレー費・会費 約 21000円  8時 20分集合

申込み  : 締切済、詳細 (鈴木)
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《2》 市内歴史散歩  「西東京南部を歩く」
11月 25日 (日 )9時半 田無駅改札 集合 口出発

画期的事業であつた「玉川上水」他を歩き田無駅に戻ります

《3》 連合三日会大会

写真 自作品展
ANA見学支援

別記しました通りです。皆さんの支援をお願いします

◇◇◇
塾、友好会、会員関係、その他 ‐

=======================================================く 〉く〉く〉

《1》 「慶應義塾理工学部創立 75年記念事業」について

上記お知らせが清家塾長名で西東京三日会会長宛できています

事業趣意書が添えられ、記念事業募金のご案内が載つています

《2》 当会の智田秀穂会員主催の「第 9回マンドリン・アンサンブル

演奏会」は 10月 28日 (日 ) 14:00～ 16:00 塾北館ホール

《3》 東久留米三国会主催「慶應ワグネル男性合唱コンサー ト」は

11月 25日 (日 )東久留米市立生涯学習センター

く〉く〉<〉============================================圭==========

役員会連絡

=======================================================く >く〉く〉

9月 2日 (日 )第 3回役員会 田無庁舎 202会 議室

役員への議事録配信は近日実施

第 4回役員会は、 11月 18日 (日 )10時 ～ 12時
田無庁舎 202会 議室 で開催 します

● □

編集・発行 日文責  西東京三田会事務局 樋口

ar一higuchi@」 oolll hOme ne jp

掲載を希望する案件がございましたら樋口までご連絡 ください
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