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第 26号コンテンツ

●□●

★ ANA見学支援、3校目が大型台風影響で当面中止されました
★ 麻雀の会秋場所 原 (洋)さ んの 4連覇は高梨顧間が阻止
★  「木の枝でマリオネット人形を作ろう」会があります
★ 写真 。作品展がいよいよ 11月 12日 からです
★ 秋のグルメ会予定は当面中止
★ 秋のゴルフ会、 11月 12日 です
★ 新年会予告 :2015年 1月 25日 (日 )墨花居で
★ 会員消息、会員ニュース、塾・友好会関係ニュース
★ 【今月の 1枚】高梨勇一さんの作品です
★ 役員会情報

〈〉<〉く〉=======================================================
ANA見学支援、 3校目が大型台風影響で当面中止されました

=======================================================く〉く〉く〉

本年の見学校、見学日、支援者  予定は下記でした
東伏見小 : 10/03(金 )、 高橋・亀山・中野・中田
保谷第一小 :10/07(火 )、 直井・坂口・宮本・中田
柳沢小 :  10/14(火 )、 樋口・坂口 。中野・中田
谷戸第二小 110/30(木 )、 渡辺 (康 )・ 熊坂・中野・中田

本年は例年になく、lヶ 月間に4校が集中しました。
そして 2校目まで1頃調に終了いたしましたが、3校目の柳沢小は

10月 14日 、台風 19号が同日ころ本土直撃するとの予想により
10月 10日 時点で、市内小 。中校が休校となる決定により、当面
14日 は中止と決定されました。



なお、ANA3部署へはお知らせし,再度の見学にご協力をお願いしており、
再見学については,別途ANA、 柳沢小と日程調整を行い、見学を実現する
考えとのことです。その節は見学支援者も改めて再設定されますので、よろしく
ご協力くださいますようお願いいたします。

く〉〈〉〈〉======================================

麻雀の会秋場所 原 (洋)さんの4連覇は高梨顧間が阻止

10月 12日 (日 )、 麻雀の会秋場所がいつもの「P雀」にて

開催されました。 12名 の参加で、 3卓 、 1時間半目処を 3回 とい

う従来のルールで和やかに行われました。先月の新入会員歓迎会後
の新入会者 (下 方の会員消息参照)、 牛島康朗氏も参加されました。

成績は、 3連覇を続けていた原 (洋 )氏の 4連覇なるか、が注目
の的でしたが、流石の実力者、高梨元会長が阻止 しました。

12月 場所の際は、資格ある参加者は「年間賞」も用意 されている
由ですので希望を繋ぎましょう。

く〉く〉<〉 =======================================================
「木の枝でマリオネッ ト人形を作ろう」会があります

==========---------o oo

森でひろった本のえだで、人間・動物・空想のキャラクター

なんでもありで、世界でひとつのオ リジナルの人形を作 りましょう。
こういう企画の吉lll潔 会員 (造形美術家)指導による、本の枝で

マリオネッ ト人形を作ろうという会が行われます。

日時 11月 9日 (日 )、 13時～ 15時 (雨天の場合は中止 )

場所  : 高橋敬一氏屋敷林内  5月 のたけのこ抑lり 会場
(西武池袋線保谷駅北口より3分、荒屋敷公園先、駐輪場あり)

一人 (組 )あたり1,500円 、 15名 以内程度までで、
ハンドタオル・エプロン等汚れてもいい服装で参加してください

言羊細は   、卜Likaninokiv● 5hi.Saklirll.lle,ip

写真・作品展がいよいよ 11月 12日 からです

天高く巷雲の流れる頃になると、一斉にあちこちで美術展が開かれ
ます。当会の 【西東京三田会写真・作品展】も第 1¬ 回目となり、昨
年に引き続き、西武新宿線柳沢駅南口駅前の 《柳沢公民館 ロビー》
にて 11月 12日 (水 )～ 1¬ 月 16日 (日 )開催致します。

出品・展示については関係者が進めてくださっていることと思いま



すが、会員の皆様、期間中是非足を運び、鑑賞してください。そして
「よし、来年は私も」と意欲をかきたててください。

OOO-----======
秋のグルメ会予定は当面中止

11月 ¬1日 (火 )、 写真・作品展の搬入・展示終了に合わせて

予定 していました秋のグルメ会は都合により取 り止めにしました。

幹事としての事後策は未定ですが、発起 して設定を進めてくださる

会員の方がおられましたら、広報等は事務局がお手伝いします。

秋のゴルフ会、 11月 12日 です

=======================================================〈〉く〉O

ll月 12日 (水 )、 高麗川カン トリークラブでいよいょ秋の
ゴルフ会です。好天を祈 りましょう。

幹事の話によりますと、今回は総参加者が 20名 を超え、西東京
三日会だけでも¬フ名、うち新入会員 4名 、西東京稲門会は 4名 と、
本来の「西東京三田会の」ゴルフ会となるようです。

来月のこの西東京三田会通信で結果がご報告できると思いますが、
今までのように、西東京稲門会の方に上位を占められることがなく、
西東京三田会の参加者が上位を飾つて くださることを願いましょう。

〈〉く〉く〉=======================================================
新年会予告 :2015年 1月 25日 (日 )墨花居で

=======================================================〈〉Oく〉

年に 2回の全会員対象懇親会で、総会時懇親会に対置されている

新年懇親会を、来年は 1月 25日 (日 )、 田無の墨花居で開催 します。

今までも 1月 の後半であることが多く、「新年」会といえないとの

ご指摘がありましたが次回も同様となつてしまいました。

場所は、従来は50人以下という想定のもとでの選定でしたが、新
入会員の大幅増で、 50人以上が可能な墨花居を予約いた しました。

会員の皆様には改めて地図も挿入 した出欠をお伺いするご案内を
差 し上げますが、いまからご予定いただきますようお願いします。

会員消息、会員ニュース、塾・友好会関係ニュース

1 会員消息 ……

斎藤 嘉久 (

牛島 康朗 (

前回紹介後の新入会員 (¬ 0月 11日 現在 )
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西・新町
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以上 2名  (計 37名 )

退会者 なし

会員は 129名  となりました。

2 西東京稲門会ゴルフ会

次のように案内されています。

日 時   10月 24日 (金 )集合 8:40 (雨 天決行 )

コース   武蔵松山カン トリークラブ

参加を予定されている方、友好を深めてください。

3 会員の催 しものなど

① 大内俊会員 講演  「価値の多様化と国家の誇り」
10月 28日  可3時 30分～ 16時  於 :コ ール田無

② 宇賀神一雄会員、佐田一江会員

慶應義塾大学ワグネル・ソサィエティーOB合唱団
「定期演奏会2014」 ―ダークダックスとヮグネルの絆―
11月 3日 (月 ・祝)13時 よリ  ー般 :2000円

於 :昭和女子大学 人見記念講堂 (田 園都市線「三軒茶屋」)

第 1部の第 1ステージ 男声合唱に宇賀神氏 第 2ステージの
女声合唱に佐田氏が出演されます

第 2部 (一 ダーク……の絆一)には遠山一 (ゾ ウさん)他出演
③ 山崎俊道会員 第 210回  小平ギターコンサー ト

11月 16日  14時 30分～ 於 :花小金井南公民館ホール

く〉く〉く〉=======================================================
【今月の 1枚】今月は高梨勇一さんの作品です

中央アルプス木曽駒ケ岳千畳敷カールの見事な紅葉です

く〉〈〉〈〉=======================================================

役員会情報

平成 26年度第 6回役員会  次のように開催されます

日時 : 11月 ¬6日 (日 )10:OO～ 12:00
場所 :コール田無 会議室B

話題 :下記事項を審議いたしました

会務報告、サークル活動報告、案件の意見交換等

●EEl●     ´

編集・発行・文責  西東京三日会事務局 樋口
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