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西桑繁鷲覇宅墨之瞥晶4号 (2012.12.15)

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。
以降の配信停上をご希望の方は、ar―higuchi@」 com.home.ne.Joヘ

● □

★ 新年会が、 1月 20日 に開催されます

★ ニュースレター 10号を鋭意作成中です

★ 秋の諸行事が終わ りました

★ ANA見 学支援も4校無事終了しました

★ 今後の活動予定など

◇◇◇
新年会が、 1月 20日 に開催されます

◇◇◇
西東京三日会平成25年の新年会は下記のとおり開催されます。
ご案内はすでに皆様に差し上げており、すでに多くの会員の方から

返信もいただいています (本 日現在 返信46:参加26,欠席20)。

返信がまだの方は、 1月 4日 までにお願いいたします。

多くの会員とご家族の方のご参加をお待ちしております。

日時  平成25年 1月 20日 (日 )13時～15時

会場  西東京市民会館「松」 (5階 )

会費  5,000円 (同伴のご家族は 3,000円 )       .

ニュースレター 10号を鋭意作成中です

◇◇◇
ニュースレター 10号を鋭意作成中です。本年より年に2回発行す
ることとして、第 9号は 7月 1日の発行でした。

第 10号は平成 25年 1月 1日発行として24年後半の活動実績を
主としてご報告し、新年の西東京三日会活動への会員の皆様の関わ
りの指針にしていただきたいと思います。

この西東京三日会通信の内容と重複する部分が多いですが、この
し

通信と違い、会報「ニュースレター 10」 は、メール通信をされ

ない方を含めての全会員宛てのものですのでご容赦ください。な
お本通信にはない写真を沢山掲載しています。

第 9号同様に 16ページ建てで新入会員のプロフィール紹介もあ

りますのでお楽しみにお待ちください。
なお、従来同様全過程が会員の手作りです。白黒ページの写真は
ご勘案のうえご容赦ください。
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く〉く〉く〉==============〓==========〓 ==〓===〓========〓=============

秋の諸行事が終わりました

==============================================平 ========く>く〉く〉
第 3号 (11月 15日発信)以降次の諸行事がありました。

《1》 吉川会員の「ア トリエ ロパネンカ」で粘土人形作り体験
11月 21日 (水)と 28日 (水)の 2回で実施。

詳細はニュースレター 10を ご覧ください。

《2》 第 3回市内歴史散歩会
11月 25日 (日 )、 日無駅改札前に9時半に集合、7名が参加.

西東京南部に向かつて庚申塔や石仏 口石造物を廻り、玉川上水縁

を歩き阿波洲神社を経由して田無駅に 12時に戻りました。

なお、このあと昼食後、鈴木 月中田・佐田・久住会員は、東久留
米三田会主催の「慶應ワグネル男声合唱コンサー ト」にかけつけ
ました。

《3》 麻雀の会 冬場所

本年 5回 目の麻雀の会が 12月 2日 (日 )、 13時～ 17時 雀

荘「ピーマン」で実施されました。 13名の参加があり、高梨会員
が優勝。また、特別賞として光山会員が年間最優秀賞でした。

《4》 カラオケの会
12月 8日 (日 )、 18時～21時、場所は従来とは変えて、イン

グビル地下 1階の、からおけ「でんえん」で実施されました。
12名が参加されました。

◇◇◇
ANA見 学支援も4校無事終了しました

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

前号でご報告した 10月 23日 (火)東伏見小学校を皮きりに

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、伊藤
と、実施されました。

中野・中田会員は、教委との調整、実踏、全回支援随行と大変ご苦

労様でございました。各校への随行ももちろんですが、それ以前の

諸手続きなどが非常に大変なことをもう何年もお世話になつていま

す。

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

今後の活動予定など

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

《1》 第 5回役員会
1月 20日 (日 )10:00～ 11:30日 標 イングビル.

定例議題のほか、同日午後からの新年会詳細打ち合わせなど。

《2》 市内歴史散歩会の今後の予定

第04回 宿場町田無を歩く 2013年 2月 17日 (日 )
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集合場所 田無駅北口  9時 半集合
立寄史跡 旧下田家～稗倉他～田無神社～総持寺～観音寺～田無用水

第05回 郷土資料室で復習 2013年 5月 19日 (日 )

集合場所 田無駅北口  9時 半集合
立寄史跡 並木先生墓～北芝久保庚申塔～西東京郷土資料室～六角地蔵

《3》 麻雀の会

本年も相撲場所に準じて実施予定です。

近々次の日程を決めて該当会員の方にはご連絡 します。

《4》 ハイキング

詳細予定はいまのところ未定ですが、今後は会員の脚力を考慮し
て計画するとのことです。

《5》 ゴルフ

新年の第一回を6月 12日 に予定しています。

新ペリア方式で行います。

《6》 西東京稲門会新年会

西東京稲門会よりご案内がきており、 1月 12日に保谷こもれび

ホールで実施されます。代表参加者はまだ決まつておりませんが、
当三日会のご案内も差し上げており、従来より相互に交流してお
ります。
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●□

編集・発行・文責  西東京三田会事務局 樋口

□ ●

(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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