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誌上作品展8月 doc
西東京三日会通信 第24号

再々配信、以前のものは破棄してください

西東京三田会通信第 24号 (2014815)

本通信は西東京三田会にメールア 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`icom.home ne」 pヘ

●□●

第 24号コンテンツ

●□●
★ 「ブルーベリー摘みの会」、8月 1フ 日に順延になりました
★ ハイキングは8月 24日 、レンゲショウマを求めて御岳山ヘ

★ 新入会員歓迎会を9月 14日 に行います
★ 東北被災地支援活動のお願いをしています
★ ブルーベリー、ハイキング以外の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

★ 【今月の 1枚】誌上作品展、今月は村田高明さんの作品です
★ 役員会情報

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

8月 10日 (日 )に予定されておりましたが、折 しも台風 11号
の風雨最高潮時になりそうな予想が早 くから伝えられ、 9日 の朝の

時点で、順延を決め出席予定の皆さんに連絡 しました。 10日 は、

ご承知の通 りの荒天でありました。

出席者の入れ替 りもありますが、改めての概要は下記。

日時  i 8月 17日 (日 ) 15:00
集合  : 東久留米三田会会長 野崎さん宅

連絡  : 0908006-0729(久 住)又は090-17604823(樋 口)

直後ですが、今からでも参加申し出の方は上記へ。

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

「ブルーベリー摘みの会」、 8月 17日 に順延になりました

ハイキングは8月 24日 、レンゲショウマを求めて御岳山ヘ
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=======================================================〈〉く〉O

8月 24日 (日 )、 御岳山と御岳神社で、レンゲショウマ鑑賞後、

山を降 りて玉堂美術館 (希望者のみ)を訪ねるコースです。

詳細ご案内は中田幹事よりなされると思いますが概要は下記です。
1 日 時 : 2014年 8月 24日 (日 ) 雨天中止

2/5ペー ン

2 集 合

3 交通費

4 申込先

西武新宿線小平駅拝島方面行き後方 (田無方面 )

8時 00分 (8時 06分発拝島行きに乗車 します )

約 3000円  電車下車駅は「御嶽」です

担当<中 田勲>   8月 22日 まで
・TEL/FAX:042-421-4043 携帯 (当 日)090-9232-6540
・ Eメ ール  :  nakata191iqf6 so― net ne jp
・できるだけメールで、無い方はファックスで
・当日の連絡先 (電話、携帯など)を明記 してください
・不参加の方もご返事のこと

昼食を宿坊利用の場合約 2000円 ご予定 ください

西武線の駅で「奥多摩ロマン」があればもらってください

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

新入会員歓迎会を9月 14日 に行います

新入会員勧誘の状況は第 22号からご報告 していますが、前第
23号での 26名 の新入会員ご報告後新たにフ人が加わ りました。

7月 23日 の役員会において、早急に歓迎会を開催することが
決められ、事務局が調整 し下記の通 り実施することとして、該当
者には周知いた しました。まだ途上でもありますので、追加の該
当者にも即刻お知らせする体制をとつております。

「新入会員歓迎会」
1 日時 9月 14日 (日 ) 14時 ～ 16時
2 場所 西東京市民会館  「竹」の間
3 費用 3000円
4 出席呼びかけ者

新入会員、在来会員側は現役員・顧問・過去役員経験者

在来会員側を絞って しまつたことは申し訳なく思つておりますが、
急いでの対応の結果ですのでご寛恕いただきたく思います。

新たに加わった新入会員の方々は会員消息欄に記載 しました。

東北被災地支援活動のお願いをしています

===========ooo
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東北被災地支援に関 しましては、会長が、ニュースレター 13号
で、「りくラッツ」現地支援を西東京三田会として協力したい旨の
表明をしていました。

その具体策が決まり、会員の皆様には 8月 10日 付けで、会長の
お願い文「陸前高田市 NPO法 人 “りくカフェ"支援のお願い」を、
メール登録者にはメール添付で、メール非登録者には郵送にて配信
しました。

〈〉く〉〈〉=======================================================
ブルーベリー、ハイキング以外のサークル活動今後の予定

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

本年度のANA見 学支援の予定

踏査日 8月 2フ 日 … 中野・中田さん、いつもお世話様です

見学日と支援者 …・ 支援者の方々、よろしくお願いいた します
東伏見小 : 10/03(金 )、 高橋・亀山・中野・中田
保谷第一小 :10/0フ (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 :10/30(木 )、 渡辺 (康 )・ 熊坂・中野・中田

麻雀の会 :秋場所

次のように開催 します。奮ってご参加 ください。
日時  : 10月 12日 (日 ) 13時 ～

場所  : 「Pジャン」 (西 東京郵便局北側 栄ビル 3階 )

お問い合わせ :亀山 042-464-1487 久住 090-8006-0729

秋のゴルフ会

脚 馳 鮒 楡
9月 初めに案内状を送りますので、参加検討を宜しくお願いします。

幹事 原洋一 携帯 : 080-6791-0171

写真・作品展

日時 :11月 11日 (火 )夕搬入～ 1¬ 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。
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なお、 9月 の「今月の 1枚」では詳細な出展案内がされる由。

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

第 6回歴史散歩会を下記の通 り実施 します。

1 日時  9月 7日 (日 )9:30～ 12:00
2 集合 西武拝島線東大和市駅改札前に9:30   ヽ
3 予定コース

東大和市駅→小川橋→小川寺→神明宮→野火止用水→東大和市駅
4 雨天中止です

本会の基本運営方法は

排量倉窪モ盟墓参夕:碁 T8毛峯嘉国製夭』は言:言Fttl寒孝:こ

集合場

当日思い立った方でもどうぞ気楽にご参加ください。

く〉〈〉〈〉=======================================================
会員消息、会員ニュース、塾・友好会関係ニュース
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1 会員消息 …… 前回紹介後の新入会員 (8月 13日 現在 )

小川千恵子 (S39文 )    西・谷戸町

賀陽 智之 (H23医 ・院) 西・田無町

古賀 卓夫 (S45法 )    西・下保谷

宝井 繁夫 (S52商 )    西・東町

田中 正夫 (S51政 )   西・東伏見

寺田 節  (S53商 )   小・天神町

並木 幸子 (S46文 )   西・緑町

退会者 なし

以上  7名  (計 33名 )

会員は  ¬25名  とな りま した。

〈〉〈〉〈〉=======================================================

【今月の 1枚】誌上作品展、今月は村田高明さんの作品です

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

【高千穂峡】筆者もかつて見学した地点ですが、写真構図が抜群。
皆さんも、旅先で、近くの路傍で、いかがでしょうか。

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

役員会情報

=---ooo
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平成 26年度第 5回役員会  次のように開催 されます

日時 : 9月 14日 (日 )¬ 0:00～ 12:00
場所 : イングビル 第 1会議室
議題 :新入会員歓迎会 (同 日午後14:00～ 16:00予定)の 件

他

● □

編集・発行・文責  西東京三田会事務局 樋口
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