
樋日明朗

差出人 :

送信日時 :

宛先 :

件名 :

樋口明朗 <ar―higuchi@jcOm home.ne.jp>

2017年 10月 12日本曜日 22:46

樋□ 明朗 1

西東京三田会通信第62号

西東京三日会通信第 62号 (2017.1015)

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ぃる

関係者に配信しております。

(お断り :内容はホームページ●■11■ ||■ 111■ 11■ 1‐ ●1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、ar‐higucheicom.home.ne.ioヘ

1,「麻雀の会」秋場所が行われました
2 「ハイキング会」で横須賀の猿島&称名寺を歩いてきました
3 母校スポーツ応援会、神宮で慶明戦を応援 してきました
4 今後のサークルなど活動予定 (判明しているもの )

5 【今月の 1枚】 樋日明朗の「日原の初秋 Ⅱ」です
6.会務情報
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1.I麻雀の会」秋場所が行われました
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9月 可7日 (日 )、 巨大台風が鹿児島上陸の報ごろから始まりました。
今回も参加者は 14名 。直井さんが優勝、光山さんが 2位で、上位常連の

牛島氏はなんとブービー。

大相撲の本番は、上の方が「や」が多く、日馬富士が逆転優勝でした。
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2_「ハィキング会」で横須賀の猿島&称名寺を歩いてきました
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10月 8日 (日 )、 3名 で実施されました。
猿島は手つかずの自然と旧日本軍の要塞跡が残つている東京湾に浮かぶ唯一の

無人島です。 ¬周 しました。

称名寺は、金沢文庫にある真言律宗別格本山の寺院。塔頭としての光明院には
運慶作の大威徳明王像があるはずでしたが上野に出張中でした。雑踏を逃れた静
寂が感 じられました。紅葉の時期はもつと素晴らしいと想像 しました。

三笠公園では戦艦三笠を 1時間あまり十分に見てきました。
(参加者による写真が未入手のためホームページヘのUPは後日とします )
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3.母校スポーッ応援会、神宮で慶明戦を応援 してきました
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10月 8日 (日 )東 京六大学野球慶明戦 2回戦に塾応援指導部の初めての試み
で、「三日会に応援席を設け、写真撮影する」という機会を捉えました。

当日は 8名 が参加c単に学生時代の応援雰囲気を再満喫するのみでなく、折 し
も長引いていた第 1試合の東法戦後半に入場が許されたため、 15年ぶ りの東大

勝ち点の瞬間が見られたうえに、本番の慶明戦でも母校が勝利 し、優勝の行方を
混沌とさせるとともに、母校優勝にも首―皮繋がる好タイミングでした。
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なお、写真撮影など無いものの、28日 、 29日 の慶早戦に三日会用に席を
準備する旨案内が来ており皆さんに参加問い合わせをしております。

秋のグルメ会が 28日 、役員会 29日 、 30日 からANAと 立て込んでいま
すが、予定が許す方は         参加・不参加の回答をしますので、

それまでに本メール返信にて「参加」のご連絡を樋口宛でお願いします。
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4 今後のサークルなど活動予定 (判明しているもの )
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1 「連合三日会大会」於 :日 吉キャンパス JΩ 月 15日
10月 15日 (日 ) 日吉キャンパスで「2017年 慶應連合三日会大会」

中村雅俊、尾崎裕哉等の LIVEや 豪華福引商品も待っています
「西東京三日会」職旗 (「小平三日会」も一緒にあるかも?)にお寄 りください

2 秋の「グルメ会」は両国散策とちゃんこ鍋に行〈カイ ¬0月 28日
10月 28日 (上)参 加希望の方に詳細案内

葛飾北斎美術館見学もコースに入れています  「ちゃんこ」は巴潟予定
グルメの「ちゃんこ」は¥8000 入館料等は各自持ち

担当 : ノ1ヽ 笠原  042-425-6658  090-2075-8738  111‐ |‐ 111:|=● ::IJ:r ll::|

3 ANA見 学支援

本年は、10月 30日 (月 )東 小学校 (中 野、中日、篠崎、宝井 )

10月 31日 (火) 本町小学校 (中 田、坂口、篠崎、宮本)

11月 14日 (火)柳 沢小学校 (中 野、中田、坂口、佐藤 )

の 3校です。東小のみ次予定を入れていますが他はANAだ けです。
( )内の支援者の会員各位、ご苦労様でございます。

4 秋の当会「ゴルフ会」於 :高麗川CCは  11月 ¬5日
11月 15日 (水)高 麗川CC

詳細は原洋一氏より関係者にご案内されておりますが、ご案内されていない

方でも、本記事で「よし、私も 1」 の初参加者大歓迎です (10月 15日 まで)

担当 :原洋- 042‐ 464-1139080‐ 6619～01711● I■●
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5 第 14回 「写真・作品展」 11月 22日 (水)γ 26日 (日 )

例年どおり柳沢公民館ロビーで開催 します

今回はまだ未参加の会員、そして会員のご家基の方空で、

お勧めいたします。

出展申込み期間  :
10月 20日 (金): 受付開始、10月 31日 (火): 締め切 り

申込先  : 西東京三日会 写真作品倶楽部 事務局 大平 ―

メーール  |11111■11■ ■̈:■ ,t■ 11■11111■ 1ビ FAX/TEL 042-462-0168

携帯   090-7848-2899
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5【今月の 1枚】 樋日明朗の「日原の初秋 Ⅱ」です
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秋だから紅葉写真にしたいということで、ほかになく、選ばれました。
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上記ページの下段で、作品を 1点 づつ紹介 しています
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6 会務情報  : 会員動向、その他
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* 新年会の日にち・場所を確保 しました

1月 14日 (日 )午後 1時～ 4時。会場として、墨花居を押さえました

予め日程確保をお願いいたします

* 役員会

10月 29日 、第 6回定例役員会を開催 します。会員牛山佐枝子氏より
ご自身の活躍の様子や、当三田会への期待などお聞きする予定です。

* ニュースレター 20号について

¬2月 末発送予定で平成29年 (暦年)後半号の編集に取 りかかつています
定例の枠記事のほかに「自由投稿」歓迎の自です。お寄せ ください。
担当 :高橋 ■|)|ぃ |:1■11,,1.|11■ =:|‐ |"

*_西東京三日会「創立 30周年記念誌」の残部がございます
会員各位のご判断によって贈呈又は頒布 (@1000/冊 )いたします

高橋または樋口までご連絡願います

*.年会費のお支払いについて 一 事務局経理係 りより
一部に29年度 (28年度も数人)の年会費が未だいただけていない方が

居 られ、7/1付 けニュースレター送付時に該当の方には通知 しております。
関係会員の方におかれましては、どうかよろしくお願い申し上げます。

西東京三日会 111=■ ■11:=|■ il■ 11■ ,■ 1

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。


