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西東京 三 日会通信 第 16号 送付 の件

西 東 京 三 田会 通 信 第

16号

(2013.12.16)

本通信は西東京 三田会員で メール登録者 に配信 してお ります。
本通信 の記事内容のすべ てには文責者は参画 してはいません 。
また取材方法 に も粗密があ ります。 ご勘案お願 い します。
以降の配信停止 を ご希望 の方 は 、ar― higuchi@j6o欄 home.ne.」
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新年会 が 、 1月 26日 に開催 されます
ニ ュース レター 12号 をお送 りします
秋 の諸行事 が終わ りま した
今後の活動予定など
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新年会 が 、 1月 26日 に開催 され ます
〉く
〉
=======================================================〈〉〈
西東京 三田会平成 26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。
通信がまだの方は、 1月 10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
会場
会費

平成25年 1月 26日 (日 )13時 〜 15時
西東京市民会館 「松」 (5階 )
5,000円 (同 伴の ご家族は 3,000円 )

〉=======================================================
く〉く
ニ ュース レター 12号 をお送 りします
=======================================================く〉く
〉く
〉
ニ ュース レター 12号 は 12月 19日 に印刷などの作業 を致 します 。
近 々お届 けできると思 います。第 11号 は 7月 1日 の発 行で した。
第 12号 は平成 26年 1月 1日 発行 と して 25年 後半の活動実績 を主
と してご報告 し、新年の西東京 三田会活動 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 西東京三田会通信の内容 と重複す る部分が多いですが、 この通信
と違 い、会報 「ニ ュース レター 12」 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。なお本通信にはない写真 を沢山掲載
しています。

20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。
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なお、従来同様全過程が会員の手作 りです。自黒ペー ジの写真はご勘
案の うえご容赦 くだ さい。
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秋の諸行事が終わ りました
=======================================================く 〉く
〉o
第 15号 (11月 15日 発信)以 降次の諸行事があ りました。
《1》 有志の東北被災地訪間
11月 17日 〜 18日 。鈴木会長、高梨顧間は じめ 5人 の訪問。
詳細はニュース レター 12を ご覧 ください。写真や訪間記も掲載 し
ています。

ANA見 学支援

第 4校 目
東小が今年最後の支援で した。いつ もの中野 さん、
中田さんに加 え、熊坂 さん、北村 さんに支援随行 していただきま
した。
総括的記事をニュース レター 12に 掲載 しています。

《2》

11月 22日

《3》 写真 壼作品展とグルメ会
写真・ 作品展は、従来通 り柳沢公民館 ロビーを会場 として、 11月
26日 午後に搬入・展示 し、 12月 1日 まで実施 されました。本年
より、大平・坂口両氏が幹事役そ活躍 して下さ り、 14名 、 54点
の出展で した。ニュース レター 12の 最終ペー ジに特集 しましたの
でご覧 ください。

11月 26日 の展示品搬入 口展示日に合わせて秋のグルメ会が実施

されました。西武柳沢の 「たけざわ」ですき焼 き料理。
ニュース レター 12に 幹事の長谷川 さんの記事や写真
を掲載 しました。
《4》 麻雀の会 冬場所とカラオケの会
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さ 。年間優勝 は高梨顧問。また、前年に年間
優勝だつた光山会員が 9o歳 になられたそうで、一緒にお祝いしま
した。

同じ日、今度は、場所をイングビル地下 1階 の、か らおけ「でんえん」
に移動 し、秋のカラオケの会が実施されました。第一部の麻雀の会か ら
の 6名 に 4名 加わ り 10名 。 これもニュース レター 12参 照。
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=======================================================
今後の活動予定など
=======================================================く 〉く
〉く
〉
《1》 第 5回 役員会
1月 19日 (自 )lo:oo〜 12:00
ィングビル.
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
ほぼ市内の多 くは廻 りましたが、北西部だけ残 しています。この地域
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には郷土資料室があ りますので コースに組み込み実施 します。
具体的 日時等は未定です。
《3》 麻雀の会
来年 も相撲場所に準 じて実施 され るよ うです。近 々新年最初の予定 も
該 当会員の方 には ご連絡 され るもの と思 います。
《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。 ニュース レター 12に キー ワー ドが あ ります。
《5》 ゴル フ
毎年、春 コ秋 の 2回 ですか ら新年の第 一 回は 5、 6月 ころで計画 され
、連絡 され ると思われ ます。
《6》 東久留米三日会、西東京稲 門会新年会

東久留米三田会 (1月 11日 )、 西東京稲門会 (1月 12日 )で ご案
内がきており、代表参加者はまだ決まつておりませんが、当三田会の
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
ar― higuchi@jcom.home.ne jp
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