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本通信 は西東京 三日会員で 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― higuchiOjoom.home.ne.jpヘ
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●□●

★ ANA見 学支援 が当面の重要案件 です
★ 被災地支援 について
★ その他サークル活動今後 の予定
★ 会員消息、会員 ニ ュース 、塾・ 友好会関係 ニ ュース
★ 役員会情報
〉=======================================================
く〉く〉く
ANA見 学支援 が当面の重要案件 です
〉く
〉
=======================================================く 〉く
中田副会長 か ら支援可能 の関係者には会長名のお願 い文が届 いた

かと思 います。
本年度の予定校 月日 要支援 者数 は次 の とお りです 。
10月 8日
要支援者 2名
① 柳沢小学校
17日
10月
要支援者 4名
② 谷戸小学校
要支援者 4名
③ 谷戸第二小学校 10月 31日
22日
11月
要支援者 2名
④ 東小学校
9月 10日 までの返答要請で したか ら、 9月 22日 の役員会 では
4回 の支援体制 が報告 され ると思 います。
なお、毎回先頭 にたつて支援者 をも指導 して くだ さる中野、中 国
両副会長 に感謝 しつつ 、本年 も是非成功裏 に実施 した い ものです。
く〉く〉く〉=======================================================
被災地支援 について
◇◇
===============================◇
被災地支援 に関 しては、当会 と しての支援方針 と しては、現地品
を購入す る形 で協 力す る ことが確認 されま した。
現在その具体的対応 を鈴木会長 を先頭 に計画立案 を してお ります
が 、詳細 が決 ま りご連絡が され ま した際 は皆様の ご協力をお願 い
いた します。
く〉く〉く
〉=======================================================
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サ ー クル活動今 後の予定

◇◇◇
8月

25日 に予定 され ていま したハ イキ ング会は雨天 中止で した

市内歴史散歩会・・・・ 幹事 :曽 根原、佐 田、樋 口
<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
ゴル フ会

11月 6日 (水 )久 通カン トリーク ラ ブ
幹事 よ り該 当者には原 (洋 )幹 事 よ り通知 されていると思います。
奮 つてご参加 くだ さい。

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 る会員の方 を望んで い
ます。
グルメ会が例 年のよ うにセ ッ トで予定 され、詳細 は該当者には
ご連絡 され るもの と思います。
以上は日時決定の活動予定ですが、年末までに この他に、麻雀
の会の秋 場所、秋のカラオケ会 な ども決定次 第 ご案内 されます。
また、新 しい企画なども大歓迎 ですので、女子会「西 東京三田
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、会 員 ニ ュース、塾・ 友会関係 ニ ュース
=======================================================く 〉く
〉〈
〉

1.西 東京稲門会よ り秋季懇親会の ご案内が来てお ります。
いこいの森公園バー ベキュー コー ナー で 9月 28日 (土 )、

12:30よ

り開催 とい うものです。
9月 7日 付会長宛て案内ですが筆者事情で全通信物の点検が
遅れ、 9月 16日 に開封 した ところ、締切 日が 9月 18日 で した
ので、会長 と相談 し急 ぎ対応 しておきます。

2.会 員消息
矢嶋大右氏 (S16、 経 )
7月 30日 、 94歳 の ご生涯 を開 じられた ことが ご家族か ら
連絡 されま した。 ご冥福 をお祈 りいた します。
①

②

光藤祐基氏
光藤亜衣子氏

(H14理 工 、H16院
(H17法 ・ 政

)

)
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9月 6日 、入会通知 を受領 しま した。お二人 とも情報希望案
内は、グル メ会 とANA支 援案内です。添田理事 ご紹介です。
上 記 につ き原名簿修正 します 。会員数は 94名 とな ります。

3.連 合三国会大会

大会は 10月 20日 (日 )日 吉キャ ンパスにて 開催 されます。
本年も織旗 を掲 げてお りますのでお立 ち寄 りくだ さい。

4.西 東京稲門会 ゴル フ会は 10月 25日

(金 )で す。

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

平成 25年 度第 3回 役員会は次の 日時・ 場所で開催 されます
日 時 : 9月 22日
10時 〜 12時
コー
ル田無
場 所 :
会議室 A
ニ
ュース レター 12号 の計画他
主議題 :
●□●
編集・ 発行・ 文責

西東京三日会事務局 樋 口
ar― higuchi@jcom.home,ne.」 p

●□●
(例 月 15日 発信が私 事 にて遅れ 申 し訳 あ りません )
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