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★ 熊本地震の義援金募集をしています、ご協力お願いします
★ たけのこ堀りを楽しむ会、盛会でした

★ 28年度最初のハイキング会、5月 8日 行われました
★  「麻雀の会」は 15日 です、年間実施予定も決まっています
★ 定期総会 “懇親会、みなさん出席をお待ちしています
★ 会員情報t塾・友好会関係ニュース

★  【今月の 1枚】 上杉さなゑさんの「行方 (ゅ 〈ぇ)Jです
★ 役員会情報

熊本地震の義援全募集をしています、ご協力お願いします

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

熊本地震に対する義援金を募ることを決定し全会員にご通知致しま
した。諸々の状況により、重複してご寄付をなされる人も多いかとは存
じますが、出来ます範囲でご協力をよろしくお願い申しあげます。

今回の義援金は、西東京三田会として一旦集め、それを合計一括して
慶応義塾に送金、そこから日本赤十字社に「熊本地震支援金」として
寄付され、慶応義塾からは、応募された会員個々人宛に、義援金受領
の書類が届けられる方式を採用しました。

塾の募集期間が5月 31日 までとなつておりますので、この塾の扱い
に合わせるため、締切を、5月 25日 (水)の振込みまでとします。
詳細は各会員宛お送りしていますご案内書をご覧ください。
またホームページにも関連記事を掲載しています。
http://nishitokyo―mitakal.net/sincyaku.html#kumamoto



たけのこ堀りを楽しむ会、盛会でした

====--===--=-========--==*=OOO

28年度「たけのこ堀りを楽しむ会」が 5月 1日 、下保谷高橋邸で

実施されました。小平三田会員を含め、会員 19名 、ご家族などが、
12名 、総勢 31名 のご参加で、盛会でした。

肝心の「たけのこ」は既に前月20日 頃に「絶頂期」を伝えられま

したが、巨大に成長したたけのこの脇に、なんと「掘れる」たけのこ

もポツポツあり、みなさん「掘る」という自然との融和を楽しみました。
おりしも5月 1日 は、高橋邸「おかしら」でS17年経卒高橋敬―

大先輩の白寿に向かう誕生日 (満 98歳 )で、慶應カラー3色の英国製
応援マフラーでお祝い致しました。

西東京三日会ホームページの トップページと該当のページに概要を
掲載いたしました (ト ップページは有期で、いずれは変更になります)。

http://nishitokyo― mitakai.net/

〈〉く〉〈〉==================================================
28年度最初のハイキング会、 5月 8日 行われました

=◇◇◇

新年度、早速のハイキング会は、銚子屏風ヶ浦や大吠埼を訪ね、造り

酒屋 (会員の実家)で締めにするというものでした。

渡辺康隆会員は小学校高学年から中学生までを銚子のこの地で育ち、
荒居美香会員の故郷でもあって、お二人ご参加による解説付きでした。

目的地域までの距離があつたため往来の乗 り物の時間がかなりかかり

長い一日にはなりましたが、さわやかで楽しいハイキング会でした。
http:〃nishitokyo― mitakal.net/circle3-hiking.html

〈〉〈〉〈〉===============================================
「麻雀の会」は 15日 です、年間実施予定も決まつています

==:======Fooo

5月 15日 、「麻雀の会」夏場所です。

いつも通 り、場所 :Pジ ャン (田 無郵便局の北の通 りを入つてす ぐ)

時間 :13時～ 18時     会費 :3000円  です

気軽にお運びください。実に和やかな会です。

本年の今後の予定は、 7月 3日 、 9月 25日 、 11月 13日 です。
全て曜日は日曜日、場所は Pジ ャン、会費 :3000円 です。

◇◇◇/~~~~~~~― ――――――~~~~~― ――――――――――――――――――――――――一――

定期総会・懇親会、みなさん出席をお待ちしています

======================================================Eく〉く〉く〉

定期総会と懇親会は5月 22日 13時より開催されます。受付は
12時半からです。ご案内をさしあげており、既に出欠のご返事も
大方到着しておりますが、未だの方は至急返信をお願いします。

本年度は役員通常改選期になつており、多くの役員の方の交代を
提案しております。



懇親会におきましては、「小平三日会」様に初めてお客様として
ご参加いただくほか、「Kp会」からも複数の方が初めてご参加
してくださいます。

会内諸行事にはなかなか参加できない会員各位におかれましても、
総会は数少ない全体行事です。万障お繰り合わせの上ご参加ください。

〈〉〈〉く〉======================================〓 ================
会員情報、塾・友好会関係ニユース

◇◇◇

1.会員情報

①退会  前回から4名
イ)小平在住会員の移籍による退会の本年に入つてからの確認
西野弘文氏 (既報)の あと、遠藤董彦氏、宮下真美氏

口)総会通知の返信で退会を申し出られた方
伊藤信明氏 (横浜戸塚在住で麻雀会幹事、ご苦労様でした)

安場正雄氏

②入会

吉田正輝氏 S32工 、芝久保町 : 4月 2日 「観桜会」の縁
嶋崎泰正氏 S50経 、自無町 (特定行政書士) : 黒瀬氏より

会員総数は114名です。小平三日会の関係でまだ異動可能性あり。
会員数が 100名超を2年連続で維持できているのは会の史上初です。

2.その他

① 西東京三田会大内氏の市民公開講座「国際関係学的近代オリン
ピック論」、5月 14日 、田無公民館。

② 小平三田会イベント (アー トクラブ主催) 『日立美術散歩]

5月 19日 13時 30分国立駅改札集合、17時解散予定
参加費 :1500円  連絡は吉川潔

(090-3500-8325、  yOshikawa@kiyoshi.sakura.ne.」 p  )

③ 小平三国会会員山崎俊道氏『小平ギターコンサー ト」
場所 :花小金井南公民館ホール、問合せ :山崎 042-461-9705
第21フ 回は本日です。

第218回 :7月 17日 、第219回 :9月 25日 です
④ 2016年 慶應連合三田会大会の大会券、会割り当て分のこと

10月 16日 (日 )、 スローガンは「共にすごそう『生涯の一日』」
当会に割り当てられた大会券は従来どおり3シー トで、会費にて

立替入手して、事務局樋口が預かつております。
大会券による当選品は会に帰せられない物品なので従来から会員

有志に受け持つていただいております,1シー ト10o00円 です。
本年もお願いしたく存じます。連絡は事務局樋口まで

く〉〈〉く〉=====〓=============〓=========================
【今月の1枚】 上杉さなゑさんの「行方 (ゅ くぇ)」 です

============oo0

白い箱に「平和のハ ト」が飛んできて欲しいものです
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http://nishitokyo― mitakal.net/syasin2-gallery.html

(今 月の 1枚はページの下の方ですのでご注意ください)

〈〉<〉 <〉=======================================================
役員会情報

==========-=-------o o o
4月 29日 (金 :祝日)市民会館会議室にて緊急に第 2回役員会を

開催し、「熊本地震義援全」募集の件を決定しました。

曽頭記事のとおり、現在進行中であります。

5月 22日 は定期総会 J懇親会です。

次回役員会は、

6月 12日 (日 )

総会反省、今後の方針等中心に

田無庁舎 202会 議室で開催 します。

● □

編集・発行・文責 西東京三田会事務局員 樋口


