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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
14:30、 西東京市民会館 に
5月 19日 (日 ) 11:00〜
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
〉く
====================================================駐 ==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
―――――――――――――――――一―――
―――――――――――――――一――――――――一―――
============= 、/VV
==========

O.C

O

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

糞 緻 回翠回 Ю根

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。
第 8回 (夏 場所)・ ・・・ 幹事 :久 住 、亀山
(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)

麻雀 の会

7月 13日

ヾ

↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 同日開催 です (一 方の参加 も OK)
カラオケの会

7月 13日

第 14回 ・・・・ 幹事 :久 住 、亀山
(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
場所 :柳 沢公民館 ロ ビー

(日

)夕 撤収

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。
(水 )武 蔵松山 CC
・
三日
で開催 され、当
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。

4.友 会、西東京稲門会 ゴル フ会が 5月 29日

棄賦皿禦回 Ю態

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、
割 り当て られて
菫 。鈴木会長に出席 してい
::車
奄霧 喜曇と更 lが

6

連合 三日会
帝国 ホテル に

ただきま した。

員会 口懇親会の案内が 5月 27日 (月 )
、本件 も鈴木会長 に 出席 して い

=が

亀

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 〜
「 Lサ ロン飛 鳥」
国分寺駅 ビル 8F
場所 :
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」
2013/06/15

5/5ペ ージ
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

棄駅 日翠回 Ю総
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