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西貫齋雪欄 冒桑7号 (2013.3.15)

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。
以降の配信停止をご希望の方は、ar…higuchi@」 oom.home.ne.jpヘ

● □

□ ●

★第4回市内歴史散歩会が行われました
★ハイキング会で宝登山制覇と長瀞観光船めぐりをしました
★ ANAに ご挨拶をしてきました
★ 東日本大震災被災地支援への参画を模索しています
☆ 宮本会員からの2件のご案内がありました
★会員消息、会員ニュース、塾関係ニュース
☆役員会情報

く〉く〉く〉=〓=====================================================
第4回市内歴史散歩会が行われました

=======================================================く 〉く〉く〉
第4回の市内歴史散歩会「宿場町田無を歩く」は、2月 17日 (日 )、

日無駅改札前に9時半に集合し、日無中心地域の歴史史跡などを見学し
て歩きました。参加者は8名 でした。

主な立寄史跡は、

①田無小学校内にある養老畑碑 ～ ②観音寺の宝筐印塔ほか～

③旧下国家周辺での「稗倉」「養老田碑」など ～ ④総持寺～

⑤田無神社 ～ 青梅街道と飯能 (川越)街道の追分 (分かれ道)

地点を通つて少し上り、その地にあった⑥「柳沢庚申塔」 ～ 青梅
街道を渡り、東高野山道道標、中島航空金属への引込線跡のガー ドを
見て、富士街道・深大寺街道交差場所の⑦六角地蔵石憧 ～ 北上し、

③西浦地蔵尊 ～ ③石製尾張藩鷹場標杭、などでした。

旧田無用水の跡である「やすらぎのこみち」「ふれあいのこみち」の
一部も歩き、「やすらぎのこみち」から分岐した「田柄用水」跡など

も見学してきました。

く〉く〉く〉=======================================================
ハイキング会で宝登山制覇と長瀞こたつ船めぐりをしました

=======================================================く 〉く〉く〉
新年最初のハイキング行事は、2月 24日 (日 )、 早春の秩父路
を訪ねました。参加者は、中田・原 (洋一)・ 樋日の 3名
秩父鉄道への乗り入れ快速急行で終点長瀞下車、小体操をしてい
よいよ出発。風の冷たさが結構身に染みました。
宝登山神社お参り～表参道ハイキングコースで登攀～奥宮をお参り
して山頂へ、ロウバイは咲いてはいましたがなんとなく勢いがない
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ように感じられました。
このあとは、当初のロープウェイで下るコースを変更、野上駅方面
への道を下り、途中氷造池方面への分岐道に入り、氷造池を見て長
瀞に戻りました。
この後、一枚岩の畳石と高い絶壁岩の間の長瀞岩石園―周をする
こたつ船で船めぐりを楽しみました。ここはいわゆる「ライン下り」
が有名ですが乗船と下船位置が違うので、長瀞乗船・下船のこの
コースを選びました。

<〉く〉<〉=======================================================
ANAに ご挨拶をしてきました

=================================================〓 =====く〉く〉く〉
3月 8日 (金 )、 鈴木会長、中野・中田両副会長の 3人が、AN

Aの機体メンテナンスセンター、オペレーションサポー トセンター

(パイロット派遣元)、 CS推進室 (キ ャビンアテンダント派遣元)

の 3か所を訪間し、昨年のお礼と今年の継続実施のお願いをしてまい

りました。感触はよろしかつたようで、今年も4校実施できる見込み

とのことです。

その後早速中田副会長が教育委員会教育指導課指導主事との調整を

してくださつています。中野・中田両副会長のご尽力に感謝するこ

と大であります。

正式に見学予定が決まった際、会員各位には見学支援に是非参画

していただきたいものです。

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

東日本大震災被災地支援への参画を模索しています

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

鈴木会長はかねがね大震災対応の支援活動が何かできないかと

提起 しており、新年会の際に新入会員挨拶で関連する活動の実績を
話された平野謙治会員に当たつて、提案書を作つていただいていま
した (1月 29日付け)。

この提案を受け、会長の要請で、対応の下打ち合わせを行うベ

く主要役員の方の集まりを設けましたが (2月 14日 )、 対応

方針に必ずしも方向性が得られず、次回役員会に平野会員に出

席願い、平野提案も含めて役員会検討事項とすることといたし

ました。

く〉〈〉く〉=======================================================
宮本会員からの 2件のご案内がありました

◇◇

有人宇宙システム (株)にお勤めの宮本会員から、三田会の全会

員宛てではございませんが、次のようなご案内が配信されました。
1.星出彰彦宇宙飛行士報告会
2月 21日 (木)18:30～  有楽町朝日ホール

2.」 AXA地 球観測シンポジウム

3月 11日 (月 )10:00～  東大本郷 小柴ホール

追 :昨夜 (3月 14日 )に も「来週 3月 21日 の夜、秋葉原にて国際

宇宙ステーションにおけるタンパク質実験の成果に関するシンポジ

ウム」との案内が配信されていました。
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今回ご案内されなかった方で、このようなご案内が今後欲 しいと

いう方は樋口宛てにお申し出ください。

く〉く〉く〉======================平 ====〒===========================
会員消息、会員ニュース、塾関係ニュース

=======================================================く 〉く〉〈〉
1.大原未奈氏 (名 簿上、保谷町、H12総 )がお母様との連絡が

とれました結果当市在住でなくなっており、会からの抹消を依頼さ

れました。退会の扱いを致 します。現在会員数は 96名 となりま

した。

2.会員 松本洋平君が先の衆議院議員選挙において当選 し、有志

会員が、 2月 18日 (月 ) 墨花居に於いてお祝いの昼食会を致 し

ました。 11名の会員が集まりました。

3.慶應連合三日会機関紙「三田ジャーナル」主要記事
・ 服部会長逝去
・ 第 ¬78回福澤先生誕生記念会

'2013年 慶應連合三日会大会  10月 20日 (日 )決定

4.早稲田大学「西東京稲門会」の会報第 28号 (平成 25年 2月
24日 )が送付されてきております。

く〉く〉く〉=======〒〒=〒==|■
■=======================================

役員会情報   ■
|‐

=========================|=|===========================く 〉く〉く〉
1.第 5回役員会 1月 2‐0日 (日 )10時～12時

会場 : イングビル ,第 2会議室 出席役員 19人
①事務局より前回以降の実施行事報告、会計報告、会員消息報告
②会内諸活動の担当幹事が,ら の実施 ,予定報告

③同日の 13時から開催される新年会の最終確認

④その他 t■     以上実施されました。

次のように開催されます
7日  10時 ～ 12時

被災地支援」に関 して平野謙治

りました。

●□

編集・発行・文責  西東京三田会事務局 樋口

□ ●
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