
1/5ページ

樋口 明朗

″
樋日 明朗

″
くar―hなucHqCOm home_nejp〉″

樋日 明朗nm″ くar― httuChaCom home_nejp〉
2013年 6月 15日 002
西東京三日会通信第10号

西東京三日会通信第 10号 (2013.6.15)

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@joom.home.ne.jpヘ

●□●

第 10号コンテンツ

●□●

★ 平成25年度西東京三田会総会が開催されました

★ 東日本大震災被災地支援の一環で気仙沼視察をしました

★ 西東京稲門会総会時の講演会、懇親会に参加しました

★ ハイキング行事が行われました

★ 薬学部KP会 西武支部 講演会に参加

★ 第20回西東京三田会ゴルフ会が開催されました

★ サークル活動今後の予定
★ 会員消息、会員ニュース、塾・友会関係ニュース

★ 役員会情報

〈〉く〉<〉=======================================================
平成25年度西東京三日会総会が開催されました

=======================================================く〉く〉く〉
5月 19日 (日 ) 11:00～ 14:30、 西東京市民会館に

おいて西東京三日会の総会と引き続いて懇親会が開催されました。

総会出席者 34名 、懇親会の出席者もお客様を含め 34名 でした。

3階第 5会議室での総会では、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審議されましたが、決

算書・予算書の表記上の問題が指摘され検討を約しました。

5階宴会場「松」での懇親会は、塾員センターの北村課長は先約

の別三田会と重なりご出席いただけませんでしたが、西東京稲門会

から金子会長、松尾・竹島副会長、また東久留米三田会からは野崎

会長のご参加を得て、合間にア トラクションとして準備した珍しい

竪琴「ライアー」の調べを挟み、和やかな楽しい集いでした。

この懇親会のために会ではお酒「陸前男山」ほかわずかではあり

ましたが、気仙沼産品を取寄せ消費に供しました。

なお、5月 末に全会員の方に郵送で総会終了のご通知をし、登録

個人情報のご確認、年会費がいただけていない方へはお支払いただ

くための手続き用紙などを同封いたしました。

未対応の会員各位におかれましては対応のほどよろしくお願い

いたします。
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<〉く〉<〉=======================================================
東日本大震災被災地支援の一環で気仙沼視察をしました

====================================================駐==く〉く〉く〉

6月 1、 2日で、鈴木・曽根原 ヨ中野・長谷川・平野の5会員が

気仙沼に行つて参りました。気仙沼三田会の佐藤会長が2日 にわた
り効率よく案内して下さつたそうで、南三陸を含む気仙沼市内はも.

とより、陸前高田市の「奇跡の一本松」も見学したそうです。
1日 の晩は市内の鮨屋で気仙沼三日会の6人の皆さんと、獲れた

ての海産物と地酒で懇親会を開催 し、西東京三国会としてどのよう
なお手伝いができるかについて意見交換をし、「とにかく出来るだ
け多くの人に現地に来てもらい、見て、食べてもらうことが一番有
り難い」、とのことのようでした。

実際の現地の惨状は予想以上のもので、自然災害の脅威をあらた
めて痛感したと感想を述べています。

平野会員から皆さんに、三陸産物の購入案内がされるそうですの
で、志のある方は協力したいものです。

◇◇◇
西東京稲門会総会時の講演会、懇親会に参加しました

=======================================================く〉く〉く〉
6月 2日 、早稲田大学東伏見キャンパスにて午後 2時から講演会、

3時からの総会後 4時から懇親会の案内をいただいており、講演会
から久住副会長、懇親会から大内理事が合流して参加しました。

講演会は「色彩の魅力にひきこまれた訳」と題して早稲田大学理
事・教授の斉藤美穂氏。興味をお感じの方は後日久住さんにお聞き
ください。
懇親会は、以前はこもれび小ホールで開催されていましたが昨年

ころから東伏見キャンパスに移り、当会に比べ出席人数が多いので

手狭な感じがしたとのことです。
西東京在住の塾への留学生支援依頼があつて、次回役員会で大内

理事が報告するそうです。

〈〉く〉〈〉=======================================================
ハイキング行事が行われました

◇◇◇
6月 9日 (日 )好天のもと、真鶴半島の岬を眺め、中川一政町営美

術館を訪れ、その後地魚を求めるハイキングで、曽根原、原 (洋一)、

中田氏が参加。
「これから油絵をはじめようと考えている方は中川一政美術館を

訪れると何か得られます。今、NHKで木戸まあこさんの油絵講座が
放映されています」 (中 田氏)とのことです。

く〉<〉く〉==================================================二====
薬学部KP会 西武支部 講演会に参加

=======================================================く〉く〉く〉
6月 9日 (月 )、 ハイキング行事の日でしたが、渡辺康生顧問理

事に、西東京市民会館で行われた題記行事に参加していただきまし
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た。KP会 とは共立薬大と義塾薬学部卒業生の同窓会です。

講演会は「植物に親しむ」と題されたOGが講師だったそうです。

この後に行われた懇親会には都合で参加できなかった由ですが、

現在渡辺氏だけで繋がつているパイプを強力にし、当会会員に大勢

がなつてほしいものです。

◇◇◇
第 20回西東京三田会ゴルフ会が開催されました

========== ============= O.C O―――――――――――――――一――――――――一――――――――――――――――――――一―――、/VV

6月 12日 (水 )Jヽ雨降る中、久運カントリークラブで行われま

した。三田会員 9名 に、西東京稲門会から金子会長はじめ 5名 と東

久留米三田会から野崎会長にも参加いただき総勢 15名でした。

成績は、上位は西東京稲門会に独占され、当三田会員は智田さん

の 5位のほかは 8位以下にきれいに並んでしまいました。

当三田会員のさらなる参加者増と成績上の奮起が望まれます。

サークル活動今後の予定

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

市内歴史散歩会・・・・幹事 :曽根原、佐田、樋ロ

<どなたでも9時半までに集合地に来られた方が参加者です>
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

グルメ会 ロロ・・幹事 :長谷川、久住 (補助)

日時 :6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

ワークショップ「素焼きの人形を作ろう上_・ ・・・幹事 :吉川

7月 7日 (日 )13～ 16時  曽根原宅元工場

直近に皆様に往復はがきでご案内が行つていると思います。

新企″なので全会員宛てに、参加・不参加だけでなく、今後の

情報の要・不要を含めて返信いただくようになつておりますの

で期日 (6月 末)までに必ず返信をお願いします。

麻雀の会  第 8回 (夏場所)・ ・・・幹事 :久住、亀山

7月 13日 (土) 13時 ～ 18時、「雀荘 Pジャン」

場所は前回と同じです

費用 :会費3000円 (賞 品代、ゲーム代ほか)

↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 同日開催です (一方の参加もOK)

カラオケの会  第 14回・・・・幹事 :久住、亀山

7月 13日 (土) 18時 半～21時、カラオケ「でんえん」
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場所は前回と同じです

費用 :会費3500円 (軽食、飲み物付き)

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

推進役を買つて出る会員の方を望んでいます。

会員消息、会員ニュース、塾・友会関係ニュース

=====================================〓 =================く〉く〉く〉
1.立田茂家氏 (名簿上、泉町、S47法 )が 6月 に稲城市に転
居し当地の三田会に加入する旨連絡があり、退会の申し出がなさ
れました。

また、今回の登録状況確認の返信のなかに、三浦―郎氏 (名 簿
上、富士町、H01商 )の ご家族から本人海外勤務中で帰国して

もどこが住居となるか不明なので退会させてほしい旨の申し出が

ありました。

総会開催時の登録会員数は 95名でございましたが、年会費
のお願いはせず現有会員93名 です。

2.会員 渡辺庸夫氏が、電話などは不通、郵便物も宛先不明で戻
るなど音信不通です。お分かりの方は事務局まで連絡いただきた
くお願いします。

3.友会、西東京稲門会の幹事長が、増本靖典氏から竹島亜機雄氏
に替りました。

4.友会、西東京稲門会ゴルフ会が 5月 29日 (水)武蔵松山CC
で開催され、当三日会からは久住・智田の 2名が参加 しました。
次回は 10月 25日 (金)だそうです。

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)三田キャンパスで開催され、

奄霧喜曇と更lが
割り当てられて

::車
菫。鈴木会長に出席してい

6 連合三日会 員会 口懇親会の案内が 5月 27日 (月 )

帝国ホテルに

ただきました。

7.池井優氏講演会  「語られなかつた戦後日本外交」

国分寺三田会からの講演会・懇親会の案内。

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たと思います (結果

未確認)。

8.吉川潔作品展「再生・いのちのちから」

=が
、本件も鈴木会長に出席 してい
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木彫・陶彫 口絵画 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  : Gallery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。

く〉〈〉<〉=======================================================
役員会情報

=======================================================く>く〉く〉
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 第一会議室
主議題 : ニュースレター 11号の反省他

● □

編集・発行・文責  西東京三田会事務局 樋口
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