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★ 創立30年記念行事について
★ 今年もブルーベリー摘み会が盛会でした
★ 会内サークル予定行事
★ その他の予定行事や会務
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<〉〈〉く〉=======================================================
創立30年記念行事について

==◇◇◇

本年 5月 22日 の西東京三田会「平成 28年度定時総会」において、
平成 28年度活動計画案の トップに「創立 30周 年記念誌の発行及び
祝賀会の開催」が上程され承認されました。

西東京三田会は、 1987年 (昭和 62年)3月 の「田無三田会」
設立をもってその起源とすることを役員会確認 しております。その後
田無・保谷二田会を経て現在の西東京三田会となっており、 201フ 年
3月 には満 30年を迎えるわけです。

7月 1フ 日の平成 28年度第 4回役員会で計画案の審議をし、次の

事項の確認ないし決議がされました (詳細は省略)。

① 記念誌作成と記念行事を行う
② 記念誌は記念行事に間に合うように作成する
③ 記念行事は平成29年度総会・懇親会と同日に行う

上記骨子により役員が先頭に会員各位のご協力を得て煮詰められ、
推進されますので、会員皆様のご理解をお願いいたします。



◇◇◇
今年もブルーベ リー摘み会が盛会でした

8月 7日 (日 )午後、例年どおり東久留米三田会野崎前会長宅農園

で思い思いの量を摘み、その後邸の広い大本の本陰で納涼会。

連日の熱夏、この日も猛暑日でしたが、小平三日会員も交え33名
もの大勢の参加で大いに盛り上がりました。

httpi//n:shitokyo―m:takal.net/

く〉く〉く〉===========================コ ===========================
会内サークル予定行事

=========================================〓 =============く〉●く〉

1.8月 21日 (日 ):ハイキング会 (雨天中止)

御岳山にレンゲショウマを見に行きます

集合場所 :西武新宿線小平駅拝島方面行きホーム後方=田無寄り

集合時間 :色 時00分 (8時 06分発拝島行乗車)

交 通 費 :約 3, 000円 (SUICA、 PASMOが使えます)

備考 :宿坊 (約 2000円 )または茶屋に立寄ります:

ご参加希望の方は 8月 19日 (金)ま でに担当 口中田宛

(雨天中止や緊急連絡のため、ご参加の方は申込願えれば幸甚)

電話/FAX,0424421-4043 、携帯 (当 日):090-9232-6540

2,9月 3日 (土):グルメ会

ひばりが丘 吉之助 : 午後 6時～ 8時
費用 : 5500円 、 担当 小笠原 042-425-6658
なお、次予定 (変更の可能性もあり)は、

11月 17日 (本)「最高裁判所をみてみよう」赤坂スペイン料理

3.9月 25日 (日 ):麻雀会秋場所

28年第 4回目の麻雀の会 b秋場所、午後 1時からPジャン

(西東京郵便局北側、田無栄ビル 3階):初の人も大いに歓迎

会費3000円 、担当 :原護 hara.mamoru08140glnail.com

なお、 11月 場所は 11月 13日 (日 )です

4.10月 2日 (日 ):市内歴史散歩会

第 7回の今回は西東京市域西北部を歩きます

歩行距離約 6～ フキロと長いですが、西武駅間を結ぶバス路線

が近くにありますので途中リタイア可能です

ひばりが丘駅 9時半集合者が参加者で、事前出欠はとりません

12時前後に田無駅に着くように歴史遺跡立寄つて歩きます

5.11月 16日 (水):ゴルフ会

高麗川カン トリー倶楽部です

後日あらためて案内されます

なお、西東京稲門会は 11月 2日 (水)高坂カントリークラブ



く〉<〉く〉=======================================================
その他の予定行事や会務

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

1 8月 27日 (土 ):ニュースレター検討会
イングビル 第二会議室 10時～

会報の内容、構成、編集、その他に関心ある会員ご参加ください

2.9月 18日 (日 ):28年 度第 5回役員会
田無庁舎202会議室です

3.10月 16日 (日 ):連合三日会大会
日吉キャンパスで開催されます

来月号で再度ご案内します

4.10月 28日 (金):谷戸小学校 5年生 社会科見学支援
中野、中田、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

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

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

1.会員情報

入会 高橋幸三君 S49工  保谷町 ゴルフ・グルメ・歴史散歩
会員総数は 117名になります

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 山崎俊道君

第219回 クラシックギターコンサー ト
9月 25日 (日 )14:30よ り 小平市花小金井南公民館ホール

今回は河野智美 (諸 コンクール優勝 `入賞)氏が客演

3.その他

市内在住塾生の棟朝銀河君が 8月 13日 深夜 (14日 時点)で
リオ五輪、 トランポリン競技に出場します。

壁 崖           塑ビ上型堅 ht鶴 生
応援しましょう

く〉〈〉く〉=======================================================
【今月の 1枚】熊坂妃呂子さんの「勇姿」です

===================〓 ===================================〈 〉〈〉く〉
手で持つ花火、だから勇敢な姿なのでしょうね

「itt豊1∠/nttS墜主主隻kyΩ二螢上上旦kai net/syas i112三g豊_|1豊ェy htttL

(今月の 1枚はページの下の方ですのでご注意 ください)



◇◇◇========~二=====_======― ====
役員会情報

=======     ===霊 ========一 ==◇◇◇

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る予定です。

● □

編集・発行 日文責 西東京三日会事務局員 樋口


