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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。
本 「西東京 三田会 通信」は、 メール 受信可能な方 に限 られて しまい
ます が 、返信 の拘束力はあ りませ ん 。少 しでも西東京三田会の動向
式行 してお ります。
をお知 りいただきた く言
以降の配信停止 を ご希望の方は、豊r― higuchi@Joom.home ne Jpヘ
●□

第 3号 コ ンテ ンツ
□●

秋 の諸活動がたけなわです
★ 連合三日会大会 : 好天下、大勢 の会 員が立寄 りま した
☆ 麻雀の会 秋場所 : 幹事が優勝
☆ 写真 口作品展 &
グル メ会
★ 秋 の ゴル フ会 : 優勝 と 2位 は西東京稲門会員で した
☆ ANA支 援 の経過 : 東伏見小が終わ りま した
★ 屋敷林民具展 に急達集ま りま した
★ 麻雀冬場所、 カラオケ、・・・・・ 、今後 の予定 も日白押 し
〉=======================================================
く〉く〉く
連合 三田会大会 : 好天 下、大勢の会員が立寄 りま した
〉く
〉
=======================================================く 〉く
10月 21日 、日吉キャ ンパス にて「2012年 慶應連合 三田会大会」
が開催 されま した。西東京三日会 も記念館前のテー ブル席 の一角 に
職旗 を立て、存在 をア ピール しま した。
西東京三日会席には三 々五々会員が立ち寄 り、終始賑やかな一 日で
した。
訪れた会員は、伊勢・ 熊坂・ 鈴木・ 曽根原・高橋 ・立田・ 直井 口樋
口 R弘 津・ 町田・ 横山 (新 入会員)・ 渡辺康生の各氏。東久留米三
日会の佐藤・ 野崎・篠 田各氏 も顔 を出 され ま した。

◇◇◇
麻雀の会 秋場所 : 幹事 が優 勝
〉く
〉
=======================================================く 〉く
10月 14日 、第 4回 (秋 場所)「 麻雀の会」が雀荘 ピーマ ンにて
挙行 されま した。
参加者 (順 位 )は 、久住 ・ 光山・ 奥村・ 原洋一・ 弘津・ 直井・ 亀 山
・ 鈴木・ 高梨・ 川満・ 栗原・ 伊藤信明 (新 入会員)・ 原護 口鶴岡・
渡辺康生 口曽根原 の各氏でちょうど 4卓 になる 16人 で した。
優勝 は幹事 の久住氏、直井氏が国士無双の役満賞を獲得 しま した。
次回 (冬 場所 )の 予定がすでに 12月 2日
奮 つて参 加 して くだ さい (詳 細下方別掲 )。

(日

)と 決ま っています。
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〉
〉<〉 ========================================
く
く
グル メ会
写真 =作 品展 &
〉く
〉
=======================================================く 〉く
・
1》
《
写真 作品展
第 9回 の写真 口作品展は、 10月 31日 〜 11月 4日 、柳沢公民館
ロビー で開催 されま した。
写真 の部は、北海道風景 9点 、 フラ ンス 、スペイ ン、オース トリア、
ベ トナ ムの風景、マ レー シアの神様、魚眼 レンズ を使 つた東京駅 (丸
の内)と 恒例 の富士山シ リーズ (稲 門会・ 田島和彦氏)な ど 37点 が
出品され ま した。
一方、作品の部では水墨画が新た に加わ り、吉川会員の 陶彫 「チ ェコ
の河童 」が「日本 の河童 」 と対比 して飾 られ注 目を浴 びま した。
また、ANA羽 田メンテナ ンスセ ンター見学 を主体 に した当会地域社会活
動紹介 コー ナーに脚 をとめていただきま した。
作品の 印象その他詳細 はニ ュース レターにて関係者 の記事や写真が紹介
され るはずです。
各種作品の出展者 は、直井 、中野、中 田、弘津、久住、村田、伊勢、吉
川、高梨、曽根原、鈴木、坂 国の 当会会員 と塾員大平氏 、上記稲門会の
日島氏 と多彩で した。
《2》 グル メ会

10月 29日

(月 )17時 か ら西武柳沢駅北 回の「た けざわ」にて上記
・
の写真 作品展の前夜祭 を兼ね て本年第 2回 を開催 しま した。
料理は鳥の水炊 きで、鳥は名古屋 コー チ ンを仕入れ ても らい、絶品の
甘み とコク を参加者全員で堪能 しま した。
なんだかんだ言 つても鳥は コー チン、値段 も高 いが食べ たあとの満足
感が違 う。また食べ たいな一。
鳥の水炊 きコース :4000円 、 酒の飲み放題 :2000円 で した。
参加者は、伊勢、宇賀神、亀山、曾根原、高梨、直井、中田、中野、
原 (護 )、 弘津、松本、渡辺 (康 生)、 鈴木の当会会員 と木村西東京稲門
会会員の 14名 で した。

く〉く〉く
〉=======================================================
秋 の ゴル フ会 : 優勝 と 2位 は西東京稲門会員で した
‐
――……………………………………………………………………………………………………………………………………、
◇◇◇
/ヽ/ヽ /
11月 7日 、前 日の雨ま じりの肌寒い天気か ら打 つて変 つた好天の
もと、高麗川カ ン トリークラブにて、第 19回 西東京三田会 ゴル フ
会が開催 されま した。参加人員は西東京稲門会の 4氏 を含 め 15人 。
′
優勝、準優勝はHDCPも はねのけてグ ロスの順位 で も 1・ 2番 とい う
見事な成績で西東京稲門会の滝沢功氏 (G:90、 N:79)、 紅 一点
柴田巴氏 (G:100、 N:84)が 獲得 され、三位は当会の中野秀夫氏
(G:112、 N188)で した。ブー ビーは渡辺康 生氏で した。
その他 の参加者は、当西東京 三日会か ら、原洋一・ 田中・ 樋 口・ 智田
・ 弘津・ 鈴木・ 高梨・ 曽根原の各氏、西東京稲門会か ら、荒井 二金子
の各氏で した。
なお、 ゴル フ会幹事 よ り、ハ ンデ ィがアンバ ラ ンスにな つて きて い
るので、一度 シヤッフル し、来年度 は 2回 新 ペ リア方式で行 い、新
たなハ ンデ ィを決 めてい く方針が示 され ま した 。
〈〉く〉<〉 =======================================================
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ANA支 援 の経過 :

東伏見小が終わ りま した
=====================================================〒 =く〉く
〉く
〉
今年で 7年 目を迎 えたANA羽 田メンテナ ンスセンター見学は、 10
月 23日 (火 )市 立東伏見小学校 か らスター トしま した。見学者は 5
年生 68人 (2ク ラス)、 教職員 4名 、カメ ラマン 1名 と西東 京三田
会支援者 4名 (曽 根原、中野、渡辺 (康 )、 中田)の 計 77名 で した。
この 日は道路が空いていて定刻の 45分 前 に到着 し、講 義前 に航空
機 の部品 (炭 素繊維素材・ 部品、チタ ン合金 、アル ミニ ューム合金等
の素材、窓、 ピ トー 管ほか)を 手に取 る時間が十分あ りま した。往 き
の車中では支 援者か ら航空関係のクイズや 日本の航空機製造の現状な
ど話 し、1吊 路では レインボー プ リッジと橋上か らスカイツ リー 、東京
タワーなどの建造物紹介 を行 いま した。
工場見学 の あとの航空教室は、会場 をセ ンター内の講堂 をお借 りで
き、移動距離が少な く済みま した。パ イ ロッ トは国際線 を主 に飛んで
い る方で、経験 を織 り込んだ話を興味深 くお話いただきま した。キャ
ビンアテンダン ト (CA)の 方 も国際線の経験豊な方でCAの 安全訓練や
サー ビスについて、ライ フジヤケ ッ ト試着 や エ プロン試着 をま じえて
のお話 が あ りま した。
帰校後、パ イ ロ ッ ト・ CA口 航空機設計士 に な りた い と手 を挙げた人
が各 10名 以上お りま した。
年内あと 3校 が続 きます (詳 細 下方別掲 )。

〉〈
〉<〉 =========================================
く
屋敷林 民具展 に 急違集 ま りま した

==================================================く 〉〈
〉く
〉

11月 3日 、保谷駅北 日、高橋邸屋敷林で 「屋敷林 と昔の くらし」
とい う催 しが ある ことを前 日に佐田会員か ら連絡 を受け、当主高橋氏
が塾の出身である こと、か つて会内サークル 「市内歴史散歩の会」 で
立ち寄 つた ことなどの関係がある ことを考慮 して、急違皆様に臨時号
と して ご案内 を しま した。
本催 しは、東京都 の「東京文化財 ウィー ク企画事業」の一環 で、西
東京三田会またはその中のサークルの集合行事 としての ご案内ではな
かつた ことの記述が曖昧であ った ことをお詫び いた します。
高橋邸の当主高橋敬 ― 氏は塾の ご出身で、普段の ご住所は市外ですが、
武蔵野台地の屋敷林 を守 り続 けて、当日も、94歳 とい うお年 を感 じさせ
ない墨鍛 と した姿でお見えにな りま した。
当日は、急な案内にも関わ らず、鈴木・ 渡辺康生 麟弘津・ 佐田・ 樋 口
及び新入会 員の北村礼子氏が参集、さらに塾出身市内在住の古 賀氏 (44政 )
とも合流、氏には西 東京 三日会へ の加入 を勧 めま した。
く〉〈〉<〉 =======================================================
麻雀冬場所、カラオケ、・・・ 口・ 、今後の予定 も目白押 し
=======================================================く 〉く
〉く
〉
今後 の活動予定もまだまだ続 きます。
関係 の ある方はどうぞ 日程 を調整 し、会の活性化 にご協 力 くだ さい。
《1》

平成 24年 度第 4回 役員会

11月 18日

(日

)10:00〜 12:00 田無町庁舎 202号 室

主議題 1新 年会、ニ ュース レター 10な ど
『新年会」は1月 20日 (日 )、 午後、西東京市民会館 「松」の間で
2013/05/10

4/4ペ ーーン
の開催が内定 してお ります。詳細は全会員 に書面 にて ご案内 いた しま
すが、 日程 の確保 をお願 い します。
第 3回 市内歴史散歩会 「西東京南部 を歩 く」
(日 )9:30〜 12:00 9:30田 無駅改札前集合
第 3回 「縄文時代か ら近代遺跡までを歩 く」の市東南部 を歩 く計画
は 2度 雨天で流れ ま したので後 日に回 し、今回は、玉川上水や阿波
洲神社な どを歩 く予定で「西東京南部 を歩 く」 と しま した。定時間
集合者 が参加者 です 。

《2》

11月 25日

《3》

吉川会員の木彫 り・粘 土人形製作技術体験教室

11月 21日

(水 )と

28日

(水 )の

2回

国立に ある吉川会員のア トリエ「パ ネ ンカ」 にて。
前号でもお知 らせ しま したが、久住会員が先頭にな って企画 してい
ます。鈴木 口曽根原・ 佐 田 口中田・ 久住会員の参加が決 まっていま
すが 、もう少 し多 くの参加が期待 されています。
《4》 ANA見 学支援
本年第 1回 の東伏見小は 10月 23日 (火 )上 掲 のよ うに、
曽根原、中野、渡辺 (康 生 )、 中田会員支援で終 了 しま した。
今後は以下の 3校 です。支援者の方、 ご苦労様です。
● 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、中田、熊坂、鈴木
● 芝久保小 12月 11日 (火 )
中野、高梨、中田、高橋
第 5回 (冬 場所 )麻 雀の会 [問 合せ :久 住]
(日 ) 13時 〜 17時
雀荘 「 ピーマン」
奮 つてご参加 くだ さい。

《5》

12月 2日

会費3000円

12回 「カラオケの会」 [問 い合せ :久 住 ]
12月 8日 (日 ) 18時 〜21時 会場は従来 とは変更 します

《6》

第

新会場 :か らおけ「でんえん」 (イ ング ビル地下 1階 )
会費 :3500円 (軽 食、おつ まみ、飲み物 つ き)
《7》 東久留米三田会主催 「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 ンターにて
(詳 細は鈴木会長または佐 田副会長 )

●□
西 東京 三 田会事 務局
編 集 口発行 口文責
ar― higuchi@joom.home.ne.」 p
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