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西東京三日会通信第 18号

西東京三田会通信第 18号 (2014.2.15)

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― higuchiO」 com.home.ne.」 pヘ

● □

第 18号コンテンツ

□ ●

★ 新年会が盛会裏に開催されました

☆ 麻雀の会 (初場所)、 なんと18人
★ ハイキングの会は3月 9日 、富岡製紙跡ヘ

★ 会員消息 元副会長中澤良彦氏逝く

★ 役員会 年度替わり、来期対策
★ 【今月の 1枚】誌上作品展、今月は伊勢さんの本版画です

<〉く〉く〉=======================================================
新年会が盛会裏に開催されました

◇◇◇
平成26年 1月 26日 (日 )13時～15時 、西東京市民会館「松」におい

て開催されました。出席者は、西東京稲門会から金子会長・竹島副会

長兼幹事長・小嶋副会長、東久留米三田会から野崎会長・田島幹事長

のご参加をいただき、当会関係では、会員 33名・会員家族 1名で、

総員 39名 でした。

参加者のなかには、後用を控えながらこの「通信」をきつかけとして

久 しぶ りに参加 くださった山崎忠会員、いつものように時間を刻む繁

忙のなか寸時とはいえ参加 くださる松本 (洋 )、 石毛会員、 90歳に

なられて翌鎌とされている光山会員など多士済々で した。

本年の新年会には特別に、陸前高田市支援連絡協議会の村上代表はじ

め 3名の方に東北産品展示頒布コーナーを設けていただき、会として

懇親会用お酒の購入をするとともに、参加者のみなさんにも被災地支

援の観点からの大きなご協力が得 られたと考えます。

会中において、坂国会員が用意 して配つていただいた「維新の志士真

贋 ミステリー」と2003年 6月 の当会総会・懇親会時の集合写真が

ひととき話題になり盛 り上が りました。前者には「贋」とみる当会高

橋会員の名前もでており、後者は、会にも参加され依然重鎮ぶ りを発

揮されている現顧間の奥村第 5代会長の時代のもので、現 9代 日会長

時代にあって、年月経過により亡 くなつた方も居 られるとはいえ、大
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半の方が今も会活動を担つてくださつていることがわかるような写真

でもあり、当時は未加入または名ばかり会員であつただろうと思われる

筆者には複雑な想いを抱かせるものでした。

ア トラクシヨンはお馴染みになつた「みながわちかこ」さんが、いま

までとは違う方とのペアとなつていましたが、変わらぬ和やかな雰囲

気を醸し出してくださいました。

今回出席なされなかつた方も、この新年懇親会と総会時の懇親会が全

会員向けにご案内しています会員交流の場ですので、会内諸行事にも

なかなか参加できないという方は、今後については是非参加していた

だきたいものと考えます。

◇◇

18麻雀の会
◇◇◇
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麻雀の会の新シーズンが始まりました。 2月 2日 、いつものように

13時に「Pジヤン」に集合したのはなんと18名 。伊藤信明会員

は横浜市戸塚区という遠い地にありながら、ちょくちょく参加して

くださいます。4卓を占有し、2人が余るという盛況ぶり。組み合

わせ方式を以前と少し変えた時間制で 3回行われました。

優勝は原洋一会員、BMはなんと幹事の久住会員でした。

久住・亀山両幹事は、今年も相撲場所に合わせての開催を計画して

くださっており、一定回以上の参加があれば年末には年間賞の対象

にもしてくださると思います。同好の士、今後も是非ご参集を !

O0O=---========
ハイキングの会は3月 9日 、富岡製紙場へ

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

次国のハイキングの会は、世界遺産申請をした富岡製紙場と絹街散

策です。3月 9日 (日 )、 小雨決行です。

概略要領は次のとおり

集合場所 : 」R池袋駅埼京線 4番ホーム新宿寄り階段付近

集合時間 : 7時 25分 (7時 30分乗車予定)

準備乗車券 (SUICA、 PASMO以 外のひと) : まず高崎まで

総交通費 : 概略 5, 320円 (高崎から上州電鉄使用)

概略コース : 池袋→高崎→上州富岡→ [富岡製紙場と街散策]

歩程  : 約 2時間半～3時間

その他  : 飲み物、スナツク適度に。お昼は絹街内で予定

ご参加予定の方は、必ず直接中田幹事あてに3月 6日 (木)までにお申

し込みください。

なお、4月 には、桜を期待して、秩父・美の山を考えているそうです。

OO O-=--=========
会員消息

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

会員 中澤良彦氏が 2月 8日 、フ 1歳でご逝去されました。氏はかつ

て理事・副会長をされ、相当に会に貢献された方なので、会より生花

をお出ししま した (役員会で事後承認を得ます)。

ご冥福をお祈 りいた します。

(初場所)、 なんと 18人
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現在会員数は 93名 となりました。

く〉く〉く〉==========================〓 =========〓 ==================
役員会について

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

《1》 第 5回役員会
1月 19日 (日 )10:00～ 12:00 イングビル第2
新年会詳細打ち合わせを集中的に行いました。    一 ‐  ‐

《2》 第6回役員会          l
3月 2日 (日 )10100～ 12:00'イ ングビル第2
主として、25年度総括と26年度、特に当面総会に向けて

(場合によつては臨時に第7回「総会準備役員会」を考え、3月 23日
(日 )田無庁舎202会議室の予約は取り消してありません)

◇◇◇===

【今月の 1枚】誌上作品展、伊勢さんの木版画です

====〓 ======〓 =================================〓 =========く〉く〉く〉
今月の 【今月の 1枚】は伊勢さんの木版画です

当初は写真クラブの「写真展」として出発したといわれる「写真・作
品展」が、まさに多種多様な「作品」を併せて展示するに至つており、
伊勢さんの木版画も毎年の新作が楽しみとなつております。
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