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西東京三田会通信第8号送付の件

西東京三日会通信第 8号 (2013.4.6)

(従来毎月 ¬5日 付にて発行してきましたが、今回、急ぎお知らせ した方

がよい情報が多いので前倒 しいたしました )

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、11■ |111■ ■||111'1111111ヘ

● □

★ 新年度が始まり、総会・懇親会日時などが決まりました

★ 新企画 たけのこ堀 りを楽 しむ会 :西東京三田会 レディス

★ ANAに 本年度の受入れ予定を快諾 していただけました

★ 東日本大震災被災地支援への参画を模索 しています

★ サークル活動が本年度も順調に進んでおります

★ 会員消息、会員ニュース、塾関係ニュース

★ 役員会情報

◇◇◇

新年度が始まり、総会・懇親会日時などが決まりました

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

殊の外寒い冬と思つていたら、桜は例年よりも早 く咲き、児童・生

徒・学生にとつても桜のない門出となりました。

西東京三日会も新年度に入り、すでに一部行事は先行して実施また

はご案内されていますが、全体を総括する総会、引き続いての懇親会

が次のように決まりました。

日時  : 5月 19日 (日 ) 11:00～ 14:30
場所  : 西東京市民会館 3階第 5会議室→ 5階宴会場「松」

詳細は全会員宛て文書にて後日ご案内いたしますが、極力予定を調

整しておいていただきたくお願いいたします。

なお、同席で年会費3000円 を申受け、懇親会費は別途 5000円
でございます。

く〉<〉く〉===========〓 ===========================================

新企画  たけのこ堀 りを楽しむ会 :西東京三日会レディス

=======================================================く 〉く〉く〉
「西東京三日会レディス」が先ごろ結成されました。そのデビューと

しまして題記企画をしました。ご案内します。

若葉薫る爽やかな午後のひととき、大先輩・高橋敬―さん (94歳 )

の屋敷林をお借 りして親睦会を開くことにしました。
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森林浴をしながら「たけのこ」堀りをしたり、野草園を見学しなが

ら語り合いたいと思います。開催要領は以下です。

5月 6日 (月 日振替休日)12時 現地集合 [雨天中止]

高橋敬一氏屋敷林内

(西武池袋線保谷駅北口より3分、荒屋敷公園先、駐輪場あり)

弁当、敷物 (隣にセブンイレブンあり)

一家族 500円  (ご家族、連れだつてどうぞ !)

佐田宛て下記メールまたは電話で 4月 25日 まで

ル :1111111■
=ltF‐

111‐ |ll11 1:|

話 042-421-4499(FAX―同番号―でも可です)

今回は初めてですので、メール網登録者のみにご連絡いたしますこと

をお断りいたします。

〈〉く〉く〉================================〓 〓〓=
ANAに 本年度の受入れ予定を承諾 していただけました

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

当会の地域貢献の重要な項目である、市内小学 5年生の社会科見学の
一環としてのANA整 備工場等見学お手伝いについて、中野副会長を

通して本年の希望校と希望日程をANA側 にお送りし調整していただ

いた結果、いずれも第一希望の下記の日程で受けて頂けることになり

ました。

本年度日程
10月  8日 (火)    柳沢小
10月 17日 (木)    谷戸小
10月 31日 (木)    谷戸第二小
11月 22日 (金)  東小

なお、今後のANAの 一層の協力を要請するため、ANAの 技術部門

(整備のみならず乗員も含む)の トップである伊藤副社長を高梨顧間
と中野副会長が 4月 15日 にご訪間することになつております。関係

者のご努力に感謝申上げるとともに本年度も無事完遂すべく、皆様の

ご協力をお願いいたします。

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

東日本大震災被災地支援への参画を模索しています

◇◇◇
前号でもお知らせいた しましたが、鈴木会長の、大震災対応の支援

活動が何かできないかとの提起に対 し、平野謙治会員を中心に計画

を練つていただいています。

いまのところまだ具体策はできておりませんが、進展がありました

らご報告いたします。

具体策の動向、内容によって、会員各位にご協力を要請致す場合が

ありましたら、その節はよろしくお願いいたします。

〈〉〈〉く〉===============〓=================================〓 =====
サークル活動が本年度も順調に進んでおります

=================================く 〉く〉く〉
麻雀の会  第 7回 (春場所)・ ・ ロロ幹事 :久住、亀山

日時 :4月 14日 (日 ) 13時 ～ 18時
場所 :雀荘 Pジャン (前回と同じ、西東京郵便局北側栄ビル)

日 時

場 所

持ち物

会 費

申込み
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会費 :3000円 (商品代、ゲーム代ほか)

ゴルフ会  第 20回 口・・幹事 :鈴木、曽根原、弘津、宇賀神
日時 :6月 12日 (水) 8時 15分集合

場所 :久運カントリークラブ

費用 :会費5000円 、プレー費 15000円 (自 己精算)

市内歴史散歩会  ・・・・幹事 :曽根原、佐田、樋口

当初の次回 (第 5回)予定の 5月 19日は総会のため変更し、当

面下記予定とします

第 5回 :西東京市西部を歩く

日時 2015年 6月 16日 (日 )集合 田無駅 9時半
立寄 り予定 西東京郷土資料室、六角地蔵他

第 6回 :西東京市東南部を歩く (2度雨天中止になつたコース)

日時 2015年 9月 29日 (日 )集合 西武柳沢駅 9時半
立寄り予定 東伏見稲荷、下野谷遺跡他

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

会員消息、会員ニュース、塾関係ニュース

============〓 ========〓=================================く >く〉く〉
1.山 田健児氏 (名 簿上、保谷町、H03経 )がお母様からの連絡で、
当分海外勤務となるので会から抹消するよう依頼されました。退会の

扱いを致します。

平成 25年度の年度初頭会員数は 95名 で出発 します。

2.会員 口監事 坂口光治君が西東京市長を退任されました。氏は
2期 8年に亘り保谷 口田無合併後の新市基盤固めに尽力されまし

た。有志会員が、 4月 21日 (日 ) 墨花居に於いて慰労の昼食
会を計画・推進 しています。

(有志は渡辺康夫会員が選定しお声をかけております)

3.友会の西東京稲門会から次の案内がきています

①、定時総会ご案内 6月 2日 (日 ) 東伏見キャンパス
②、ゴルフ会 5月 29日 (水) 武蔵松山CC

ooo-------
役員会情報

◇◇◇
1.第 6回役員会 3月 17日 (日 )10時 ～ 12時

会場  : イングビル 第 2会議室 出席役員 20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からの実施・予定報告

③特別出席の平野会員による東日本大震災被災地支援に関する提起
(今後具体策検討を有志で詰める)

④その他            以上実施されました。

2.平成25年度第 1回役員会  次のように開催されます
日 時 : 5月 12日 (日 ) 10時 ～ 12時
場 所 : 田無庁舎 202会 議室
主議題 : 総会準備 (最終確認)ほか

(追)総会に関する諸具体的準備のため事前に関係者の集まりを
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数回行う。

● □

編集・発行 日文責  西東京三田会事務局 樋口

(私が知 り得なかつた活動情報はお伝えできませんのでよろしく)

ar―higuchi@」 oom.home rle.Jp
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