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★ 平成 25年度茜東京三由会総会が開催されます

★ たけのこ堀 りを楽しむ会 :西東京三日会 レディース 大成功 :

☆ 東日本人震災被災地支援、視察旅行の件

☆ 高梨顧間と中野副会長がANA伊藤副社長をご訪問

☆ サニタ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・友会関係ニュース

★ 役員会情報

OOO----========
平成 25年度西東京三日会総会が開催されます

◇◇◇

全会員にご案内しています西東京三田会の総会、引き続いての懇

親会がいよいよ下記のように開催されます。

日時  : 5月 19日 (日 ) 11100γ 141130
場所  : 西東京市民会館 3階第 5会議室→ 5階宴会場「松」

総会においては24年度の事業報告、会計報告、25年度の事業

計画:会計予算が議題として上程され審議いただきます。

ご出欠通知はほばいただけていますが、未だの方は至急返信をお

願いいたします。

同席で年会費 30‐ 00円を申受け、懇親会費は別途 5000円 で

ございます。                       ,
なお、欠席される方からの年会費支払方法についてのご質問が複

数寄せられていますが、これにつきましては、総会終了後に総会終

了通知をご送付し、そのなかに年会費支払用の振込用紙を同封いた

しますのでそれにて対応をお願いいたします。.‐ |

たけのこ堀りを楽しむ会 :西東京三田会レディース 大成功

=============================く 〉く〉く〉
「西東京三田会レディース」が先ごろ結成され題記企画・実行を

致ししました。

5月 6日 (月・振替休日)、 大先輩・高橋敬一さん (94歳)の
屋敷林に 12時に集合、好天のもと、なんと参加者は会員 17名
を含め高橋さんを中心に会員家族も含め総勢 3o人を超えました。

取り立てのタケノコの上部は柔らかく生で食じt下部はレディー

スの方が姉でて下さりみなさんの大評判でした。各種野草などのテ

ンプラも好評でした。     |    ‐
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「たけのこ」堀り体験はお子さん方だけでなくみなさんが童心に

もどり、発見 コ掘出しの度に歓声を上げていました。
「たけのこ」は必ずしも皆さん |ご良品が行きわたるほどには十分

ではありませんでしたが体験そのものに意義ありと思います。

活躍されたレディースの方は、佐田・熊坂 日長谷川 口齋藤 口北村
の 5会員でしたが、今後もいろいろな面での女性パワーにも大いに

期待したいものと思います。

〈〉〈〉く〉=======================================================
東日本大震災被災地支援、視察旅行の件

==================================〓 ====================く 〉く〉く〉
平野謙治会員を中心に計画を練つていただいていましたが、既報

のように、 6月 1～ 2日 で気仙沼訪間を第一歩に動きだしました。

参加予定は鈴木会長、曽根原・長谷川・中野 口平野会員の 5名で

宿泊手配を気仙沼三田会にお願いして予約を確定させたようです。

また、総会前日の 18日 に「気仙沼を元気にする会」の講演 菫懇

親会が開催され、中野・高橋会員が出席予定です。

申込み方法など http://genki.ksn― b.oom まで

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

高梨顧間と中野副会長がANA伊藤副社長をご訪間

前号でもお知らせ しましたが、高梨顧間と中野副会長に 4月 15日 、

小学 5年生社会科見学の一環での工場見学などを、引き続き協力いた

だけるよう、ANA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ご訪問 していただきました。

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。

本年度 日程

10月  8日 (火 )

10月 17日 (木 )

10月 31日 (木 )

11月 22日 (金 )

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

=======================================================く 〉く〉く〉
[終了]

たけのこ堀りを楽しむ会  ロロロ・・ 別掲

麻雀の会  第 7回 (春場所)

4月 14日 (日 ) 13時 ～ 18時、雀荘 Pジャン (前回と同
じ)で行われました。参加者はちょうど3卓を囲める 12人、

優勝は高梨顧間でした。

なお、今回も「四暗刻」の役満を田野倉会員が達成 しましたが、

そのときのご本人の認識が「ツモ !、 トイ トイ」だった由。高

梨顧間が同組で大きな被害を受けていながらの最終 トップ。麻

雀もやはり実力のようです。     |

柳沢小

谷戸小

谷戸第二小

東小
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[予定]

東日本大震災被災地支援、気仙沼訪間 ・・・ 口・ 別掲

ゴルフ会  第 20回 コー・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 :久迩カントリークラブ

費用 :会費5000円 、プレー費 15000円 (自 己精算)

市内歴史散歩会・・ ロロ幹事 :曽根原、佐田、樋口

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度雨天中止になったコース)

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

グルメ会・・・・幹事 :長谷川、久住 (補助)

日時 16月 29日 (土) 18時 ～

場所 :西武柳沢  「グリルジレー ト」 保谷町3-10-28
駅北口から約 3分  TEL:042-466-2870 .

費用 :会費5000円

写真・作品展
日時 :11月 26日 (火)夕搬入～ 12月 1日 (日 )夕撤収

場所 :柳沢公民館ロビー

注 目 ::!
‐今年も直井顧間理事が 5月 1日 、柳沢公民館に行つてくださ

り場所取りをしてくださいました。

しかし、写真 口作品展幹事を従来やっていただいていた直井・

中田両氏が同時引退 し、新たな幹事役を坂国会員・大平会員に

依頼 しております。 (5月 12日役員会で直井氏が説明)

他にも進んで推進役を買うて出る会員の方を望んでいます。

皆さんの協力をお願いいたします。

く〉く〉く〉=======================================================
会員消息、会員ニュース、塾・友会関係ニュース

=======================================================く 〉く〉く〉
1.斎尾敏正氏 (名 簿上、ひばりが丘、S42経 )がご家族からの

連絡で、病気入院中で退会を申し出られました。
一方、一時退会されておりました大平―氏が会に復帰されました。

総会開催時の登録会員数は 95名 でございます。

2.会員 口監事 坂口光治君の永年の都議会議員、市長職への慰労
の昼食会を有志会員が計画し、 4月 21日 (日 ) 墨花居に於い

て実施されました。 18名の会員が参加いたしました。

3 友会、東久留米三田会の総会が 4月 27日行われましたが総会
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後の講演会 口懇親会に鈴木 口中田・樋口の 3名が出席 しました。
「創立 10周年記念誌」をいただきました。また役員陣の改選が

あり、野崎会長は引き続き会長で、篠田氏は幹事長から副会長に

異動 し、新幹事長には田嶋正延氏が就任されました。

4.友会、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 )1東伏見キヤンパス

気仙沼訪間と同日で、こちらは久住・樋口が出席予定です。

②:ゴルフ会 5月 29日 (水)武 蔵松山CC
すでにほぼ集約されているものと思われます。

5.連合三田会大会「大会券配布会」

大会は 10月 20日 (日 )日吉キャンパスにて開催されます。
「大会券配布会」が 5月 16日 (木)三田キヤンパスで開催され、

本年も3シー トが害1り 当てられています。樋口が出席します。

6.連合三田会顧問 "常議員会 口懇親会の案内がきています。
5月 27日 (月 )帝国ホテルにて開催されます。 5月 13日 まで

に出欠返信が必要で「欠」で出しましたが会長が行く旨変更。

7.池井優氏講演会  「語られなかった戦後日本外交」

国分寺三田会からの講演会・懇親会のご案内です。

日時  : 6月 8日 (土 ) 15時 ～

場所  : 国分寺駅ビル 8F 「Lサ ロン飛鳥」

鈴木会長を通じての情報で会長が出席される申ですので同伴を希

望される方は至急会長 (042-464-2338)に ご連絡ください。

8.吉川潔作品展「再生・いのちのちから』

木彫 口陶彫・絵画 新作 30点程の展示会が開催されます。

日時 : 6月 26日 (水)～ 7月 2日 (火) 12-19時
場所  : Ga‖ ery銀座―丁目 (銀座1-9-8奥野ビル4F)

会員 吉川潔さんの作品展です。どうぞお運びください。

◇◇◇
役員会情報                       .

=================================〒 =====================く 〉く〉く〉
1.平成 25年度第 1回役員会 5月 12日 (日 )10時 ～ 12時

会場  : 田無庁舎 第 2会議室 出席役員 12人
定例議題を短めにして、

① 19日の総会における役割分担、資料検討、

②ニュースレター 11号の校正構想、

④その他               以上実施されました。

2.平成 25年度第 2回役員会  次のように開催されます

日 時 : 7月 21日 (日 ) 10時 ～ 12時   '
場 所  : イングビル 第二会議室

主議題  : ニュースレター 11号の反省他

● □

編集・発行 日文責  西東京三田会事務局 樋口
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