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西東京三田会通信第 64号

西東京三田会通信第 64号 (2017.12.15)

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 http:〃 nに hlokyo― mlakai ney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、a卜hbuchi@icom home neiOヘ

1 第 14回「写真・作品展」が成功裏に終了しました
2 平成29年度秋の「ゴルフ会』も大勢参加しました
3_「麻雀の会」は年間のグランプリ大会が開催されました
4 今年度のANA見学支援が終わりました
5.平成30年新年会が 1月 14日 に開催されます
6_ト ピックス : ① 吉川潔氏「三日評論」に 他
7_今後のサークルなど活動予定 (判明しているもの)

8_【今月の 1枚】 伊勢尚―氏奥様の「クリスマス ローズ」です
9 会務情報

◎○◎ :*…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―……―… *:° ◎○◎
1.第 14回「写真・作品展」が成功裏に終了しました

◎○◎ :*…―…―…― …―…―…―…――――・・―…――…――…―… *:° ◎○◎

本年度も皆様のご協力を頂きまして滞 りな〈終了いたしました。
本年度はご家族 3名 の方から素晴らしい作品をご出展頂き、ますます作品群

の広がりや美術的深度が増えた様に感 じます。

※ 今回の作品は、「ギャラリーのページ」に掲載 しますとともに、12月 から
2018年 10月 まで 【今月の一枚】として本年の作品から一枚づつ作者のコメン ト
を頂き、ホームページに毎月の月報発刊に合わせてご紹介 してまいりますので、
ぜひご覧くださいませ。 (選定は 事務局等で互選させていただきます )
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2 平成 29年度秋の「ゴルフ会」も大勢参加 しました

◎○◎ :*…―…―…―…―…―…一…―…―…―…―…―…―….*:° ◎〇◎

第 29回 「ゴルフ会」は 11月 15日 (水)高 麗川CCで開催されました
雲が暑さを遮 り、風もな〈、周 りは紅葉の真っ盛 り、絶好のゴルフ日和でした
稲門会から滝沢、越谷、柴田氏、小平三国会から宮沢氏、東久留米三田会から

坪山氏に参加いただき、総勢 18名 、 5組でのプレーで した
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成績は、優勝 :大平一、準優勝 :滝沢功、 3位 :伊藤道明、 4位 :稲 月喜一、
5位 :高橋幸三の各氏、 ベスグロは高橋幸三氏の 88で した。

ブービー賞は、曽根原良仁氏 (昭和 6年生まれ、 12月 で満 86歳 )
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3_「麻雀の会」は年間のグランプリ大会が開催されました

◎○◎ :*…―…―…―…―…―…一…―…―…―…―…―…― ≒̈*:° ◎○◎

11月 19日 (日 )、 いつもの「 Pジ ャン」での年間はグランプリ大会でした。
13人が参加、ただし宝井氏が都合で途中退出。宮本照雄氏が初出場。
グランプリ場所として、①今回出席者、② 3回以上参加を条件に年間賞が決定 !

今回優勝者は吉田正輝氏、年間賞は、優勝 :伊勢尚―氏、同 2位 :豊山智明氏、
同 3位 :牛 島康朗氏、同ブービー :亀山仁史氏
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4_今年度のANA見 学支援が終わ りました

◎○◎ :*…―…―…―…―…一…―…一…―…―…―…―…―… *:° ◎o◎

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 日、坂口、篠崎、宮本 )

11月 14日 (火)柳 沢小学校 (中 野、中田、佐藤、上杉、井上 )

( )内 の支援者の会員各位、ご苦労様でございました。
「写真・作品展」で様子を 1枚のパネルに納め、市民に見ていただきました

◎○◎ :*…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…一…―… *:° ◎o◎
5_平成 30年新年会が 1月 14日 に開催されます

◎○◎ :*…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―… *:° ◎o◎

平成 30年の新年会は下記にて開催 されます。
日時  : 1月 14日 (日 ) 13時～15時  (受付は 12時半より)

会場  : 墨花居 (042-451-8852) 田無駅北口徒歩 3分です
会費  : 5,000円 (同伴者は 3,000円 )

各位にご案内が行つております。12月 24日 までに返信 してください

◎○◎ :*…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―… *:° ◎o◎
6 トピックス
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① 吉川潔氏「三田評論」に
「三田評論」 12月号の巻頭随筆「丘の上」の 4番 目記事として現小平三日会
会長で昨年まで当三田会員でありました吉川潔氏の記事が掲載されています。
題名は “人形・造形作家の道を歩んで"。 経済学部籍にも拘わらずそれ以前から
の飽 くなき芸術への傾倒が綴 られています。

② 東久留米三田会幹事長の田島正延氏急逝
東久留米三田会幹事長の田島正延氏が 11月 に急逝いたしました。
ご冥福をお祈 りいたします。

◎○◎ :*…・―…―…――…―…一・・―…―・・・―…―…――・………・… *:° ◎○◎
7_今後のサークルなど活動予定 (判明しているもの )

◎○◎ :*…―…―…―…―…―…―…―…―…―… ―…―…―… *:° ◎o◎

初場所 :1月 21日 5日  ヽ 夏場所 :7月 1日

:12月 2日  です。秋場所 :9月 16日  、 グランプリ

皆様、今から日程を確保 してくださ いつもの時間と場所です。
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担当 :原護  090-3807-7508111■ ,II:■ ,11●11=こ承IIDlll●I
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8【今月の 1枚】 伊勢尚―氏奥様の「クリスマス ローズ」です

◎○◎ :*…一…―…一…―…一…一…―…一…一…―…―…一… *:° ◎○◎

第 14回 「写真・作品展」作品紹介第 1号です。

本作品はボタニカルアー ト (植物細密画)、 写真・作品展期間に最も観客の

足を止めた作品の一つでした。
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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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9 会務情報  : 会員動向、その他

◎○◎ :*…一…一…一…―…―…一…―…―…一…―…―…―…・
*:° ◎○◎

* 役員会

1月 7日 、第 7固定例役員会を開催 します。新年会関係、その他です。

* ニュースレター 20号について

12月 28日発送予定で平成 29年 (暦年)後半号、第 20号が進んでいます

発送作業は日無公民館地下実習室予定です。ご協力できる方、参集願います。

担当 :高橋 ,IJ■1搬■,Iitl,11ヽ9.,■:lp

* 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つて贈呈又は頒布 (@1000/冊 )いたします

高橋または樋口までご連絡願います

*_「西東京三日会ホームページ」 (HP)と この「通信」関連です

HPと 通信との、「代替」か「融合」か「併存」か不明ですが、会用に

SNSの 利用提案がありました。概略下記です。

西東京三田会でアカウン トを作 り、そのアカウン トから情報発信する、

三田会の会員には友達登録をお願いしておく、ゴルフの会等各会が、

その場アップで、臨場感のある情報を提供できる

情報交換するインスタ併用で写真を活用など、メンバーに任せ られる。

その他、ツイツターで #西東京三日会 で情報共有も可能かと思う

意見又は進んで主宰して下さる方、居られますか

西東京三日会 踵t=■,壺1■:.1■ 1■11基■■史三

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。

樋口 明朗
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