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第 11号コンテンツ

●□●

★ ニュースレター第 11号を皆さんにお届けしました

★ グルメ会報告

★ ワークショップ「素焼きの人形を作ろう」会報告

★ 麻雀の会 【夏場所】報告
★ カラオケの会報告               :
★ 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

ooo-------
ニュースレター第 11号を皆さんにお届けしました

=======================================================く〉く〉く〉
7月 2日 (火)ひばりが丘公民館にてニュースレター 11の印刷

から袋詰め作業までを実施し、発行日7月 1日 からの大きなズレが

なく皆さんのお手許に発送することができました。

今号につきましては、6月 の後半、関係者の都合がなかなかうま

く調整できず、ギリギリまで追い込まれたこともあり、いくつかの

小ミスが散見されますが、どうぞご勘案のほど、お願いいたします。

今号は、いつものように、西東京稲門会、東久留米三田会、塾、
KP会にご送付したほかに、平野会員を通じて、気仙沼三田会、

在京の気仙沼を元気にする会にもお送りしました。

今号は2回 目の夏号ということで年初からの会の活動実績が主

体になつておりますが、そのなかでも被災地支援の関係が大きな

位置を占めました。この関係は決して一過性で終わらせてはなら

ず、むしろ私たちの今後の対応が問われております。

く〉〈〉く〉=======================================================
グルメ会報告

=======================================================く〉く〉く〉
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グルメ会は今回から長谷川美紀子会員 (理事)が幹事を引き受け
てくださり、久住会員 (副会長)が通信などの補助をする形で開

催されるようになつています。

初めてのコンビによるグルメ会は、6月 29日 (土 )、 18時よ

り西武柳沢の「グリルジレー ト」で開催されました。洋食 【美味
しいビーフステーキ】を赤ワインと共に楽しみましょう、という

企画。
10人の美食家が参集 したと聞いています。

今後も大いに期待 して楽 しみに待ちましょう。

〈〉く〉く〉=======================================================
ワークショップ「素焼きの人形を作ろう」会報告

◇◇◇
テラコッタ粘土で人形を作り素焼き焼成仕上げをする。

昨年 11月 、吉川会員のア トリエ・パネンカで、有志が全 2回で

まずテス ト的に実施しました。

会長はなんとか外部向けの教室化につなげられないものかとの

展望をお持ちでした (ニ ュースレター 10参照)。

今回この試みを一歩進めて、西東京三日会の会内ワークショップ

開催として吉川会員より皆様に呼びかけられました。
7月 7日 、 13時～ 16時、曽根原副会長宅元工場を会場として

実施され、吉川ご夫妻の指導のもと、会員や会員家族 9人が、世

界で一つの自分のオリジナル作品に挑戦したそうです。

今後継続如何の動向は関係者のご判断によりますが、全会員の皆

様も、ご自分または周囲の諸知識を、いろいろな新企画の提案に

繋げられないかの観点で関心をお持ちになり、会の活性化に参画
していただきたいものです。

〈〉く〉〈〉=======================================================
麻雀の会 【夏場所】報告

======:=============o o o
7月 13日 (土)13時 ～ 18時、前回と同じ「雀荘 Pジャン」で

開催されました。

ちょうど3卓が囲める 12人の参加で、3回の入れ替わりの激戦の

末、優勝は直井顧間理事が獲得されました。なお、合計点の最高は、

直井さんと高梨顧間が全く同点で、会運営規約により優勝・準優勝
が決められたということですが、本当に珍しいことと思います。

久住幹事はこの麻雀の会の開催を大相撲場所に合わせて計画されて

おりますのでまだ今年度も何回か実施されると思います。新参加者
が大いに期待されます。ある程度の回数以上の参加者対象に年間賞
も多分用意されると思います。

======================================================二く〉く〉く〉

今回も、麻雀の会の第 2弾的に、前記麻雀の会終了後の、 18時半
～21時、カラオケ「でんえん」で開催されました。

結局開始時、麻雀の会から流れてきた方は5名、新たに加わつた方
は林会員など女性含め 6名、計 11名 で始まつたそうです。
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カラオケの会報告
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しかしその後に遅れて、三輸会員こそして国政の忙しいなか時間を
割かれて松本会員が合流しヽ 非常に盛会裏に進行して、終了が名残
惜しかつたそうです。

く〉く〉く〉=======‐ ―~=============================================

サニクル活動今後の予定

====================================置 ==================く〉く〉く〉

ブルーベリT摘み会・・・ “幹事 :久住 `
日時 :8月 10日 (土) 15時 ～ 17時 ころ

場所 :野崎陽二.東久留来三日会会長宅

東久留米市柳窪 1-5-46
TEL:042二471-0346  090-3238-2374

会費 :1家族1000円、収穫物.:100gあ たり150円 で精算

久住幹事より近日中に、情報希望者以外の方も含めて全会員に
書面によるご案内があるようです。

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 :西東京市東南部を歩く (2度雨天中止になつたコニス)

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

ゴルフ会
11月 6日 (水)久透カントリ‐クラブで予定‐

7月 21日 の定例役員会後にゴルフ会幹事が集まり、詳細を検討
するようです。

1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

◎ 出品準備とともに、推進役を買つて出る余員の方を望んで    ‐
います。

以上は日時決定の活動予定ですが、年末までにこの他に、ハイ

意ま〔貪桑磐菫貫會‐1警塀I｀ 警
のグルィ会、力71ケ拿など‐

またこ新しい企画なども大歓迎ですので、女子会「西東京三日会
レディース」も発足したことでもあり、固定サークル活動に限ら
ずアンテナを立てていてください。

く〉<〉く〉=======================================================
会員消息1会員ニュース、塾・友会関係ニュース

◇◇◇
1.会員動向はニュースレター 11の 5ページ記載以降変動がご

ざいません。現有会員は93名 です。
(添田理事ご紹介の方に入会勧誘手続きはしておりますが結果は

現在出ておりません)
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総会にご出席できず、年会費のお振込みをお願いしております方
のうちまだお済でない方はよろしくお願いいたします。

2.連合三田会大会

大会は 10月 20日 (日 )日吉キャンパスにて開催されます。
本年も職旗を掲げておりますのでお立ち寄りください。

3.西東京稲Fl会ゴルフ会は 10月 25日 (金)だそうです。

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

一―――――――――――――――――――一―――…一――――=========================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  西東京三日会事務局 樋口
ar―higuchi@joont home.ne.jp

●□●
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