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西東京三田会通信第 47号

今回当方ミスにより漏れた方への配信です

西東京三田会通信第 47号 (2016.7.15)

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。

(お断り ,内容はホームページ h重21/ns狂量,壁 o―mitakai net/と の重複分

を多く含みます。併せてご覧下さい)

以降の配信停止 をご希望の方 は、           二五 ヘ
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第47号コンテンツ

●□●

★ ニュースレター 1フ  をお届けしました
★ 麻雀の会 夏場所が開催されました
☆ グルメ会 [初夏の催し]が行われました
★ ブルーベリー摘み会がいよいよ8月 7日 です
★ その他の予定既決行事
☆ 会員情報、塾 口友好会関係ニュース
★  【今月の 1枚】 中野秀夫さんの「進入搭のサンセット I」 です
★ 役員会情報

〈〉く〉く〉==============================================竿 ========
ニュースレタT17 をお届けしました

===================-----/\,/\ n-----\,/ v/\,/

7月 2日 、田無公民館でニュースレター 17の発送作業を行いました。
今回は総会で28年度活動計画に「新入会員の獲得の推進 (未加入卒業
生にもニュースレター配布)」 が承認されていましたので、会員と近隣
や塾関係先等従来配布先に加えて、S36～ S62卒未加入塾員にも配
布、約580通の発送を行いました。

http:〃 nishitokvo―mitakal.net/sincvaku.html#NL1 7sofu

く〉〈〉く〉=======================================================
麻雀の会 夏場所が開催されました

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

28年第 3回 日の麻雀の会・夏場所は、7月 3日 (自 )午後 1時から、
Pジヤン (西東京郵便局北側、日無栄ビル 3階)で開催されました。

参加者は 14名、3卓でlll調 に進行しました。成績は、長老がお元気
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で強さ譲らず、光山・高梨さんがワン、ツーフィニッシュでした。

本年の今後の予定は、 9月 25日 、 11月 13日 で、 11月 場所のとき
は年間賞も用意されていると思います。
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く〉く〉く〉=======================================================
グルメ会 [初夏の催し]が 行われました

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

「日本銀行見学とミシュラン獲得店てんぷら阿部での会食」

7月 6日 (水)実施されました。

奥様とご同伴の方 4組、その他会員 9名 (内 1名 は日銀見学のみ)

計 1フ の参加でした。
日銀では内部は初めての方々が多く、ビデオで概略を頭に入れて、

いきなり執務中の新館で実際の業務のリアリティー感を見学、そして
別室で職員による日銀の現状の話題を分かりやすく解説頂きました。

食事は、ミシュラン、ピググルマン 獲得している、銀座天賞堂近く
の天婦羅屋で行いました。坂国会長の挨拶と乾杯で会がはじ まり、
美味しい食事とビール、お酒、ワインで盛り上がり、とても楽しいタ
食でした。
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ブルーベリー摘み会がいよいよ8月 フ日です

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

ニュースレター 17にもお知らせ していますように

8月 7日 (日 )東久留米野崎さん宅 15時集合、収穫量 (グ ラム )

の 1 5掛 け (100円未満切 り捨て)円にてお持ち帰 りできます

収穫後の夕涼み会等のため、多少の会費を頂きます。

詳細は宮本幹事より追つてご案内されます。

(交通が気がか りの方、樋口が多少お世話できます )

く〉く〉〈〉=======================================================
その他の予定既決行事

==========-------o o o

詳細は後日改めて連絡されるでしょうが希望者は日にち確保を :

◆ 麻雀会
上記しましたように、いずれも「 Pジャン」で 13～ 18時予定
秋場所   :  9月 25日 (日 )

11月 場所 : 11月 13日 (日 ) です

◆ ゴルフ会
11月 16日  高麗川カントリークラブ です

◆ グルメ会



9月 2日 (金)「黒籠の水室囲いを飲む会」 ひばりが丘「吉之助」
11月 17日 (本)「最高裁判所をみてみよう」赤坂で スペイン料理

◆ 連合三国会大会
10月 16日 (自 )、 「共にすごそう『生涯の一日』」のスローガンの下、

例年どおり日吉でF15催 されます。

◆ 市内歴史散歩会
しばらく休会していましたが、秋口より再開を考えています。
決定した場合は別途ご連絡致します

会員情報、塾・友好会関係ニュース

====================圭 =====================凛 ============く 〉く〉く〉

1.会員情報
会員の入 1退会はございませんでした
会員総数は 116名です
ただし、入会希望で手続のご案内までしてある方が居ります

年会費は大半がお納めいただきましたが、一部失念されている方が
おられます。お問合せは本メルアド発行者まで連絡ください。

2.会員の動向

① 嶋崎泰正君
FM西東京の「まち想いラジオ」 (30分程の トーク番組)に出演。

7月 15日 (金)昼の 12時 15分 から 45分まで (19時から再放送)

パソコン、スマホでhttp://842fm.west-lokyo.∞ .」 p/で聴取できます

② 山崎俊道君
第218回クラシックギターコンサー ト

7月 17日 (日 )13:30よ り 小平市花小金井南公民館ホール
今回は山崎氏所属会の会員有志とのサマーコンサー ト

③ 上杉さなゑ君
第70回記念女流画家協会展に出品されております。

大きなキヤンバスに時代の混とんとした世界の動きに、平和を祈念し
ている一家の偶像を現している作品の由です。

申し訳ありませんが場所・期日不詳です。

3.その他

前月号にも記載しましたが、2016年慶應連合三日会大会の大会券
の会割り当て分が3シートで、事務局樋口が保持しております。
本件は還元が個人に帰すので会の会計の外数にしております。

1シート10000円 、連絡は事務局樋口まで。

$ Q,$=--===========================:
【今月の 1枚】樋日明朗の「夏の白′Il郷 I」 です
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(今 月の 1枚はページの下の方ですのでご注意ください)

【お詫び】
先月の中野秀夫さんの作品、「進入搭のサンセットI」 は誤りで、正しくは
「新入灯のサンセット I」 でした。またコメン トも誤りでした。

訂正してお詫びいたします。

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

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

前回、平成 28年度第 3回役員会は 6月 12日 (日 )開催され、

既に前 6月 号でご報告 しました。

第 4回役員会は 7月 1フ 日に予定されており「30年誌」等につき

話 し合われる予定です。

その次の第 5回役員会は、未定です。

●□●

編集・発行・文責   西東京三田会事務局員 樋口
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