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★ 麻雀の会 9月 場所が開催されました

★ 市内歴史散歩会が久 しぶ りに行われました

★ 第 13回 「写真・作品展J近づきました (添付あり)

★ 会の創立 30周年記念行事に向けて関係会務を進めています
★ その他会内サークル等予定行事など グルメ会受付終了 :

★ 会員情報、塾・友好会関係ニュース

★  【今月の 1枚】村田高明さんの「涼秋」です
★ 役員会情報

◇◇◇

麻雀の会 9月 場所が開催されました

9月 25日 (日 ):28年 第 4回 目の麻雀の会・秋場所 (9月 場所 )

が、午後 1時からPジ ャンで開催されました

参加者は 14名 で、牛島康朗氏が優勝 しました

本年の最後の予定は、 11月 13日 で、ここで年間賞が決まります

今回の優勝 :牛島氏、 2位 :高梨氏、 3位 :光山氏は上位常連者です。

年間賞の行方が楽 しみです。
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◇◇◇
市内歴史散歩会が久しぶ りに行われました

◇◇◇

第 7回の市内歴史散歩会は、 10月 2日 (日 )西東京市域西北部を

歩きました。雲ひとつない好天 (暑い :1)の もと、参加者は同伴者

 ヽ  を含め 10名 でした



ひばりが丘駅 9時半集合で、「自由学園」 →  「引き込み線跡地」
→ 変貌とげる「ひばりが丘団地」 → 市指定文化財第 1号の
「石憧六角地蔵尊」とその近くの「青面金剛庚申塔」等 →田無駅

と歩きました

田無駅着後の反省食事会でも7名が残り話題に花咲きました。

今回で市域をほぼ全部回り終わりましたので、今後は過去ルー トの

再踏破や新ルー ト開拓などを考えていきます
http:〃nishitokyo― mitakai.net/circle6-rekisi.html

〈〉く〉く〉=======================================================
第 13回「写真・作品展」近づきました :再録 (添付あり)

-=---ooo
【第 13回 写真 口作品展】は次のように開催されます
11月 21日 (月 )準備、22日 (火 )～ 27日 (日 )、

柳沢公民館の 1階ロビー特設会場にて10:00～ 17:00

出展ご案内

添付 【作品展申し込みリス ト2016】 にご記入のうえ下記事務局ヘ

事務局 : 大平  ―  T/F  042-462-0168  携帯 :090-7848-2899
yakimono_10」 com.hOme.ne.」 p

受付 :10月 20日 (木)か ら10月 31日 (月 )

紅葉画像は 11/12ま で (但 し10/31ま でに申告)

21日会場準備・説明会終了後 事前懇親会を 【はなび】で開催
参加希望者は事務局まで (席数予約の関係) 会費 :約 4.000円

Q Q $==-======-===-=
会の創立30周年記念行事に向けて関係会務を進めています

========================躍 ==============================く 〉く〉く〉

本誌第48号にて、「創立30周年記念誌の発行及び祝賀会の開催」
のお知らせをいたしました。

骨子は「記念誌作成と記念行事」を内容とし、記念行事は、
平成 29年度総会・懇親会と同日に行う、という方針です

上記骨子により関係事項が次のように進められています。
1.記念行事実行委員会 (以下「記念行事PT(project teaml」 )

会長、副会長で構成 第 1回 PTを 10月 23日 開催する

2.30周 年記念誌編纂委員会

渡辺康生元会長を委員長に事務局経験者等で構成
第 1回会議 :10月 1日 実施 大枠の暫定的話し合いをした
第 2回会議 :10月 10日 実施 中田「構成案」中心に議論した

なお、平成 16年度以前の総会資料はじめ、その他、会の歴史上
でのご参考資料をお持ちの方はお貸しいただけましたら幸甚です。

3.会場関係 :上記③を満足させる会場の確保
コール田無、来年 5月 14日 or2 1日 をイベントルーム・多目的
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ホール合体で確保すべく臨んでいます

く〉<〉く〉=======================================================
その他会内サークル等予定行事など

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

1.10月 16日 (日 ):連 合三日会大会

諸三日会のお祭りです。日吉キャンパスで開催されます
「西東京三日会」の幡旗を立ててお待ちしております

2.10月 28日 (金),谷戸小学校 5年生 社会科見学支援

中野、中日、坂日、篠崎氏に同行添乗していただき、
ANA工場見学のあとは花王石鹸の工場見学です

3.10月 30日 (日 ):「木の枝でマリオネットを作ろう」

小平三国会アー トクラブ企画のワークショップです
集合 :JR国立駅改札に 10月 30日  13時
行動 :①ギヤラリー街国立の画廊散策

②アトリエパネンカ (国立の隠れ家カフェギャラリー)で
・ワークショップ (14100～ 15:30)
=チ ェコ&ス ロバキア世界遺産などのレクチャー

参加費 :おひとり 3000円 (材料・指導・茶菓など)

主催世話人 :吉川潔 (西東京三日会会員でもあります)

e一mail   ェoshikawa@kiyoshi.sakura.ne.Jp

ング行事  「日原鍾乳洞を訪ねる l

・ 日   時 : 2016年 10月 30日  (日 )  雨天中止
・ 目 的 地 :  日原鍾乳洞
・ 集合場所・時間 :: 西武新宿線小平駅拝島方面行きホーム後方

(田無側)フ 時 45分  (7時 56分発揮島行乗車、)

詳細は先に配信済みですが、お問い合わせは下記申込先ヘ

申込先 :  中田 勲

電話/FAX, 042-421-4043 (当 日):090‐ 9232-6540
お申込はご参加の場合、 FAXま たは電話で 10月 28日 (金 )まで

5 11月 13日 (日 ):麻雀の会、 2016年 最終戦

28年第 5回 目の麻雀の会は、 11月 13日 (日 )午後 1時から、
いつもの Pジャン (西東京郵便局北側、日無栄ビル3階)で開催です
規定回数以上参加者で「年間賞」が決定されます

年間賞に関係ない初めての方も、いつも大歓迎です

6.11月 16日 (水):ゴルフ会



高麗川カントリー倶楽部 集合8時 20分
プレニ費 1 15,500円  会費 15000円
ゴルフ場設定新ペリア方式  表彰は優勝、BB賞ほか多数用意
申込み :ご案内済連絡の同封ハガキで返信 10月 16日 まで
組み合わせは当日配布 9時 26分 OUT,INス ター ト

連絡 : 原洋- 042・ 464-1139 080-6619-O171

なお、西東京稲門会は 11月 2日 (水 )高坂カントリークラブ

7.11月 17‐ 日(木):グルメ会 満員御礼、申込み受付終了 :

「最高裁判所 所内見学と紀尾丼テラスでスペイン料理を頂くカイ」

上記にてご案内されました。詳細は省略します

好評にて、レス トランの予約増席が難しく「申込受付終了Jです

(ホニムページでもその旨ご連絡しています。)

8.11月 22自 (火 )～ 27日 (日 )写真 1作品展

上記男1項の通り、柳沢公民館ロビーにて

どうぞ奮つてご参画ください

く〉〈〉く〉=======================================================
会員情報、塾・友好会関係ニュース

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

1.会員の動向 : 山崎俊道君

第220回クラシックギターコンサー ト
11月 20日 (日 )14:30よ り 小平市花小金井南公民館ホ=ル
今回は掛布雅弥 (ギター曲集「アルベニスヘの思い」等)氏が客演

2.東村山三日会忘年会へのご案内が来ています
11月 23日 (水 口祭日)14時 30分より

東村山駅西ロ サンパルネ2階コンベンションホール

役員のなかより代表者が参加予定です

3.28年度の年会費、納入失念者へのお願い

会員の年度会費は総会 (今年は5月 22日 )時にいただいております。
総会欠席者でお支払いいただく対象者にはその後、払込取扱票を、

①総会終了通知に在中で、

②7月 1日 付ニュースレター在中で、 Fお願い」をしております。
総会に出席できなかつた会員におかれましては、①②ご確認のうえ、
お支払い失念者はお支払いいただけますようお願いいたします。

◇◇◇==
【今月の 1枚】村由高明さんの「涼秋」です

==============出======================================〓 =く〉く〉く〉
水墨画です

日本画絵具の顔彩が用いられ、墨絵=黒 と早合点しがちですが、

綺麗な色がついており、素晴らしいの一語です
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httpi//nishitokyo― mitakai net/syasin2-gallery.html

(今月の 1枚はページあ下の方ですのでご注意ください)

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

□ ●

第 5回役員会は 9月 18日 に開催され、定例議題のほか、

「30年記念事業」等につき話し合われました

第6回役員会は 11月 6日 に開催されます

● □

編集・発行・文責 西東京三日会事務局員 樋口


