
樋口明朗

・・
時

人

日
　
・・　
‥

拙
齢
航
儲

樋口明朗 <ar―higuchi@jcom.hOme ne.jp>

2016年 12月 14日 水曜日 18:08

樋□ 明朗 1

西東京三田会通信第 52号

西東京三田会通信第 52号 (2016.1215)

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。

(お断り:内容はホームページh饉圧//n i stti tOkyo―mitaka二 掏et∠との

重複分を多く含みます。併せてご覧下さい)

以降の配信イ亭止をご希望の方は、g―hl型壺 iCj00m home ne」 pヘ

1 第 13回  西東京三日会写真・作品展が開催されました

2 秋のゴルフ会、 3回 目のグルメ会も盛会裏に終了しました

3 会の創立 30周年記念行事に向けての準備を着々進めています
4 天体観望会の呼びかけ

5 【今月の 1枚】石戸紀久恵さんの「聖パウロ教会」です

6 会務情報  : 新年会、友好会からのお誘い、会員動向、その他
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1 第 13回 西東京三日会写真・作品展が開催されました

●〇● :*…―…―…―…―…―…―…一…―…一…―…―…―… *:° ●〇●
1¬ 月 22日 (火 )～ 27日 (日 )、 第 13回  「写真・作品展」が

柳沢公民館 ロビーで開催されました。

事前の本通信やHPでの呼びかけなどもあり、西東京稲門会、小平三田会員も

含めて24名の出展で、これは過去最大となりました。

ホームページで全出展品をご案内しています。また従来のように一部作品につ

いて、 【今月の 1枚】としてコメン ト付きで鑑賞できるようになつています。
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2 秋のゴルフ会、 3回 目のグルメ会も盛会裏に終了しました

●〇● :*…―…―…―…―…―…―…一…一…一…―…―…―… *:° ●〇●
ゴルフ会は本通信前号発信日翌日の 1¬ 月 16日 、高麗川カン トリークラブ

で開催され、稲月喜一会員が、前回および途中の西東京稲門会の制覇も含め

3連覇、稲門会に奪われることが多かつた当会側の溜飲がさが りました。
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またグルメ会は可¬月 17日 に実施されましたが、「最高裁判所 所内見学と

紀尾井テラスでスペイン料理を頂 〈カイ」という企画が受けて本通信前号、
およびHPで満員御礼のお知らせを報じたほどでした。

参加者みなさん、ご満足の様子でした。
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3 会の創立 30周年記念行事に向けての準備を着々進めています
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会の創立 30周年行事は、来年 5月 20日 (土 )、 コール田無で開催 します
こと、そして準備を進めていることは前号でもお知らせ したところですが、
その後も、行事の P下 (プ ロジェク トチーム)関係では、① 講演をしていただく
多摩六都科学館館長の高柳雄―氏 ② ピアノ&ト ークコンサー トをお願い
しています近藤晃司・真豊子氏へのご挨拶をしてきております。
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また、30年誌編纂の P丁 では、ご祝辞をいただく方及び会員皆様宛に記事
のお願いをしております。奮つてご投稿お願いいた します。

●〇● :*…一…―…一…―…―…―…―…―…―…―…―…―… *:° ●o●
4 天体観望会の呼びかけ

●〇● :*…―…―…―…一…―…―…―…―…―…―…―…―… *:° ●o●
渡辺康隆会員の呼びかけです。
「天体観望会」、平たく言うと星を観る会、当面今考えているのは者F内 の天文台。
三鷹の天文台では定期的に観望会を実施 していまして、
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その時々で観る (見せる)対象がいろいろ代わり、1月 28日 (土 )と 2月 25日 (土 )

はオ リオンの大星雲が対象。天文台にある高機能望遠鏡で観るオ リオン大星雲は
本当に綺麗で、皆さんに是非お見せ したいと渡辺氏は観望会を企画 しています。
なお、夏に泊まりで行 く場合、渡辺氏は持てる限りの観測機材を持参する由で、
彗星等の天文イベン トも観望会のチャンスだそうです。
1月 13日 は双子座流星群が極大だそうです。   みなさん如何ですか !
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5 【今月の 1枚】石戸紀久恵さんの「聖パウロ教会」です
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上記ページの下段で、名作品を 1点 づつ紹介 していきます
石戸さんの作品はステン ドグラスによる作品です。

●〇● :*…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…一… *:° ●〇●
6 会務情報  : 新年会、友好会からのお誘い、会員動向、その他
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*12月 末を期 して会報「ニュースレター 18」 が皆さんに送付されます。

* 既報の通 り29年「新年会」が 1月 15日 、「墨花居」で開催されます
まだ出欠の返信をされていなし、方は期限左i過ぎ【L≧ ます。即刻願います。

* 小平三田会新年会 (1月 7日 )、 東久留米三日会新年会・西東京稲門会
新年会 (2月 4日 )等のご招待があり、代表者に参加 していただきます

* 会員動向 現有会員数は 114名 となりました

高橋幸三氏の新入会は48号でお伝えしたところですが、今回の一連の
全会員向け案内等の返信を通 じて、下記の方の退会を確認・認知 しました

平野謙治氏、光藤祐基・亜衣子氏 … お三方とも市外への移住です

* 第 7回役員会は29年 1月 8日 (日 )行われます。30周 年関係の P丁 も、
30周年誌 :1月 9日 、行事 :1月 29日 開催予定で進めています

* 当面判明しているサークル活動は、
1月 22日 (日 ) 「麻雀の会 初場所」です。奮つてご参加を l

* 28年 度年会費は度重なるお願いで前号以降 4名 の方の納入がありました
まだわずかにご失念のままの方が居 られます
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お問い合わせは上の URLの 、専用フォームよりお願いします。

(本 メールヘの返信も可能ではあります )

本メールに掲載されているすべての記事等の文責は会員樋口にあります。

合わせて、西東京三田会ホームページの維持、運用管理も同じです。

樋日 明朗

042-478‐ 5784 ar‐ hiouchiOicom.home.ne.lo
090ヽ-1760‐4823 a卜 hicuOezweb.ne.iD
httD:〃 hiOuch卜akiro.net/(復 活サイトのトップ)


