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西東京三田会通信第23号

西東京三日会通信第 23号 (2014.7.15)

本通信は西東京三日会にメールアドレスを開示してくださっている
関係者に配信しております。

以降の配信停止をご希望の方は、ar―higuchi@jcom.home.ne,jpヘ

●□●

第 23号コンテンツ

□ ●

★ ニュースレター第 13号をお届けしました
★ 「ブルーベリー摘みの会」、8月 10日 です
★ 2014年後半スター ト行事は「麻雀の会 (夏場所)」 でした
☆ 新入会員勧誘に関する現状のご報告
★ サークル活動今後の予定
☆ 会員消息、会員ニュース、塾 口友好会関係ニュース
★ 【今月の 1枚】誌上作品展、今月は曽根原良仁さんの作品です
★ 役員会情報

◇◇◇
ニュースレター第 13号をお届けしました
=======================================================く〉く〉く〉

6月 30日 、ひばりが丘公民館で封入発送作業を行ないました。
新入会員勧誘の途上でもあり、入会希望の方にもお送りしました。
今回も業者印刷によりましたが、いきさつなどは巻頭の新会長の
ご挨拶などを参照してください。

できるだけ会員の皆さんの「こえ」が多く反映するものになって
いつてほしいものと思います。

0 O O----====================
「ブルーベリー摘みの会」、 8月 10日 です

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

真夏の恒例の行事になつてきました。情報希望された新入会員の
方にもご案内しています。ご案内に詳細がありますが概要は下記。

日時  :  8月 10日 (日 ) 15:00
集合 : 野崎さん宅 (地図がご案内に添付されています)
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連絡  : 090-8006-0729(久住)又は090-1760-4823(樋 口)

〈〉く〉く〉===================================================
2014年後半スター ト行事は「麻雀の会 (夏場所)Jで した

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

ぁ躙 属設 F、

7月 6日 (日 )に丁度12名の参加で和気あい

霧魁飛野偲おを離夕。ま:建襲醗籠ぽ難鍵輻

幹事B嬉甚響墓化%         の々参加もあり、今後亀山
(久住幹事からのご報告記事です)

く〉〈〉〈〉===========ョ ===========================================
新入会員勧誘に関する現状のご報告
=======================================================く〉く〉く>

新入会員勧誘のいきさつは前月「第 22号」でご報告しました。

7月 11日 現在の状況をご報告いたします。960が母数です。
(入会届は振込み入金後 2営業日目に届く)

返却または返信の総数 日●●●●●・・・ 192(20%)
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内訳 返却 (住居不明)・ ・・・・・・・・・
「見合わせる」の返信 ・・・・・・ 1

(う ちメールア ドレス開示者 30)
入会書類送付中 ・・・・・・・ 口・・・ 8
入会書類到着二入会者 ・・・・・・・ 25(*)

(*)9600外 数が 1カロわり入会者は  26

「見合わせる」の方のコメントに「今はまだ」とか「今回は」と
いうような回答が多かつたことは今後の取り組み方に示唆を与え
てくれています。また、まだ残りの80%の方の行方にも大とは
いえないまでも、希望は残っています。

新入会員の方々は会員消息欄に記載しました。

.Q Q Q=--==========================
サークル活動今後の予定

=======:====-=--=Q $.Q

これから年末に向けての行事、活動は、上記項目の「ブルーベリー摘
み会」を始め、前号にも掲載 した下方のANA見 学支援、写真・作品
展等のほか、年 2回行われることが慣例となっているゴルフ、グルメ、
カラオケ、さらには相撲場所に合わせた「麻雀の会」、不定期のハイ
キング、歴史散歩等がそれぞれの幹事により計画されると思います。
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日時決定の行事・活動は極力本通信でお伝えしますが、情報希望調査
に基づき各幹事からの連絡もあると思いますのでお見逃しなきようご

注意ください。

本年度のANA見学支援の予定

踏査日 8月 27日
見学日 東伏見小 :10/3(金 )、 保谷第一小 :10/7(火 )

柳沢小 :10/14(火 )、 谷戸第二小 :10月 30日 (木 )

最終調整はもう少し近くなつて行いますが、協力できる方は
予定に組み込んでおいていただける様お願いします。

写真・作品展

日時 :11月 11日 (火)夕搬入～ 11月 16日 (日 )夕撤収
場所 :柳沢公民館ロビー

いずれ幹事から連絡があると思います。
みなさん今から準備して出品してください。毎月の「今月の 1枚」
の枠内欄でもご案内しています。

なお、従来から搬入日に秋の「グルメ会」を行なつています。
こちらもいずれ、グルメ会幹事から詳細連絡があると思います。
ご期待ください。

市内歴史散歩会予告

日時 : 9月 7日 (自 )

集合 : 9時 半 西武線 東大和駅改札前
主立寄り地 : 小川寺、神明富 他

7月 27日 の役員会後に改めて情報希望者に連絡します

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

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

1.連合三国会大会
10月 20日 (日 )日吉キャンパスにて開催される連合三日会

大会の大会券は、3シー ト事務局が保持しています。ご入用の方
はお申し出ください。

2.会員消息 …… 今回の新入会員 (7月 11日 現在)

荒居 隆行 (S60経)  西 "東町

荒居 美香 (Hll文)  西 日東町
石戸 紀久江 (S37文) 小・津田町

伊藤 正義 (S45政)  小・回田町

稲月 喜― (S38商) 西・新町
上杉 さなゑ (S39文) 西・芝久保町
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馬越 康彦 (S63経)  小・上水南町
遠藤 董彦 (S37商)  小 =学園東町
大野 ―美 (S56政) 西・新町
小川 末平 (S52経)  西・東町
川崎 善次 (S40商)  小・学園東町
桐原 正視 (S47政)  小・津田町
黒瀬 浩― (S62商)  西・ひばりが丘
香西 邦雄 (S39法)  西 "谷戸町
相良 和彦 (S54工 ) 小・上水本町
佐藤 貢― (S48経) 西・柳沢
田村 政義 (S38経)  小・学園西町
長沼 善紀 (S39工)  西・下保谷
西野 弘文 (S39商) 小・天神町
宮澤 恭男 (S46政)  小 “学園東町
橋場 岡1士 (S63医) 西・向台町
星崎 治男 (S37政)  西・新町
八木 峰子 (S43文)  小・中島町
山崎 俊道 (S43工) 小・花小金井南町
米倉 賞 (S38文 )  西・下保谷
渡辺 康隆 (S52工) 西 "下保谷

以上 26名
退会者 なし

会員は 118名  となりました。

3.湯川武会員に関する記事
当会会員であつた湯川武氏のご逝去・退会についてのご報告は
第 19号 (3月号)で いたしました。
このたび「三田評論」 7月 号の巻頭随筆「丘の上」に「湯川武
さんを偲んで」という塾名誉教授の記事が載つています。
「地域」三日会への参画はなかなか可能とならなかったご様子
などが窺われます。

<〉<〉 <〉=======================================================
【今月の 1枚】誌上作品展、今月は曽根原良仁さんの作品です

===========================記 ====◇◇◇

非常に微笑ましい作品です。
皆さんも、旅先で、近くの路傍で、いかがでしょうか。

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

========串==============================================く 〉●く〉

平成26年度第 4回役員会  次のように開催されます

日時 : 7月 27日 (日 )10:00～ 12:00
場所 :柳沢公民館 第3会議室
議題 :新入会員勧誘の状況と対応する対策

役員の役割分担再検討
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NL13の反省   他

なお、第5回役員会は9月 14日 、9月 21日 のいずれかとします
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編集・発行・文貴  西東京三田会事務局 樋ロ

●□●
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樋日 明朗

〒202‐0015西東京市保谷町 4‐ 12‐20-404

042‐478‐8158 090‐ 1760‐4823
ar―higuchi@icom.hOme.ne,jp

htp:〃members2.icom.hOme.nejp/ar― hLuchソ
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