
樋日明朗

差出人 :

送信日時 :

宛先 :

件名 :

源請寸ファイル:

樋口明朗 <ar― higuchi@jcom home ne」 p>

2017年 2月 14日 火曜日 22:49

樋□ 明朗 1

西東京三田会通信第 54号

2017-01-07第 1回」ヽ平三田会テラコッタ.pdf

西東京三日会通信第 54号 (20170215)

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http11711tth主主■茎■9■甲11生11,1菫 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、■1」二guchi盤 00m hOme壁」⊇ ヘ

1 平成 29年 (平成 28年度)新年会が開催されました
2 平成 28年度最後を飾る諸行事が次々開催されました

麻雀の会 → カラオケの会 → グルメ会 一 ハイキング会
3 創立 30周年行事関係を近隣友好会でも紹介 してきました
4 創立 30周年行事に向けての継続的準備が進められています
5【今月の 1枚】田嶋和彦 (西東京稲門会)さ んの「白鳥」です
6 会務情報  :
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1.平成 29年 (平成 28年度)新年会が開催されました
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2017年 、平成 29年の新年懇親会が、 1月 15(日 )、 昨年同様、田無の
「墨花居」で開催されました。

西東京稲門会古賀会長・緒方副会長兼幹事長、東久留米三田会大野会長・田島
幹事長、東村山三日会松田会長・岡崎役員、小平三田会田村会長にご臨席いただ
きました。なお、当会会員兼務の吉川小平三田会副会長、KP会西武支部長三角
さんにもご参加いただき、会員・家族合わせ参加総人数は48名 でした。

本年は、来る5月 20日 の総会実施日に「倉1立 30周年式典」の開催が決定 して
おり、会員―同結束 して臨むべ く旗揚げ式でもありました。
様子はホームページで紹介 しております。
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2.平成 28年度最後を飾る諸行事が次々開催されました
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麻雀の会新春初場所

¬月 22日 、いつもの Pジ ャン。29年 (暦年)の第 可回で幕開け。 13人参加。
今回の、1位直井徹也氏。原洋氏 2位、高梨氏 3位。



年間賞は暦年で行つています。複数回参加で権利ができます。途についたばか り。
今後、みなさん、年 6場所制で極力実施 しますので情報にご注意 ください。
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カラオケの会
1月 26日 (木)18時  スナック「ペアー」 久々の復活カラオケ会でした。
参加者 : 原護・大内・小笠原・牛島・皆川・松本洋平の各氏
皆川幹事が復活しましたから今後は心強いですよ !

スナック「ペアー」の包容力はまだあります。次回にも是非ご期待を !
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グルメの会
2月 1」 日、「芝増上寺の見学とザプリンスパークタワー東京での昼食会」
参加者は20名 、増上寺では特別に法話をいただき、山内を見学、歴史の深みを
知 りました。近 くの塾薬学部芝キヤンパスの説明を間に挟み、昼食はザプリンス
パークタワー東京の 33階のレス トラン「ブリーズヴェール」。丹沢まで見える
眺望のもとでのグルメ会でした。
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ハイキングの会

2月 可2日 、所沢駅ホームで待ち合わせの「秩父・声ヶ久保の水柱」見学。
中田・曽根原・原洋・宮本・大内・小笠原・樋口のフ名の参加。
「水柱」は見事のひとこと。格別な幻想空間であつた。甘酒のおもてなしを受け
寒さを和らげて秩父に下 り、秩父神社参拝、武甲政宗での銘酒購入、さらに市内
老舗蕎麦屋で思い思いのそば昼食をとり帰途につきました。
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追 :小平三田会「アー トクラブ」からのテラコッタで「素焼き人形造 り」の案内
が来ております。 3月 26日 です。嘉彙チラシ奎添付します。
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3.創立 30周年行事関係を近隣友好会でも紹介 してきました
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年始は近隣の友好会も会員全体対象の懇親会をする時期です。
当会の 1月 15日 の新年会にも諸会をお招きし30周 年行事を紹介 しました。

他会の新年会にも招かれ、
1月 07日 :小 平三日会新年会に   高橋幹事長・原 (洋一)理事、
1月 28日 :東村山三日会講演会に  坂国会長・宮本副会長

(当会 30年式典時ご講演いただく高初p雄―氏のご講演 )

2月 04日 :西東京稲門会新年会に  坂口会長・篠崎理事、

東久留米三日会新年会に  高橋幹事長・渡辺 (隆 )理事
が参列させていただき、それぞれ、 30周年行事関係を紹介 してきました。
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4.創立 30周年行事に向けての継続的準備が進められています
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① 行事の P丁 (プ ロジェク トチーム)関係

講演をしていただく高柳雄一氏、ピアノ&ト ークコンサー トをお願いしてい
ます近藤晃司・真豊子氏へのご挨拶は既報の通 り。また専任カメラマンも手配
されました。上記 3件はホームページでご報告 しています。

行事内容には講演、ア トラクションのほかに会のヒス トリー映像投射もあり
準備 しています。催事としての体裁のため、プログラム作成・吊看板・立看板、
さらに特別封筒等々の具体的検討にまで及んでいます。

なお、記念行事関係の諸費用のため特別寄付金募集をすることも既報の通 り
で、一口2000円 、総額 20万円以上を目標とすることを決定 しました。
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4月 初ころに、 5月 20日総会および諸行事ご案内、出欠お伺いとともにお
願い文およびお手続き書類を発送いたします。

②  30年 誌編纂 P丁 関係
1月 10日 には本通信「臨時号」で寄稿のお願いを重ねて行い、委員会も、

1月 21日 第 7回 、 1月 28日 第 8回、 2月 1日 第 9回 と頻繁に開催 し進展を
期 しております。しか しまだ、分担 して校正をしようという動きの一方で、寄稿
記事追加はまだしも、それ以外の所で記事入れ替えがあるなど全体像が固まって
いない部分もあります。表紙なども後回しになっています。

ともあれ、委員―同よりよい記念誌を目指 して頑張つております。
なお、寄稿記事は、前半の方に配置 した「基礎を築いてくださった方々」 5名

を含め 50名 (う ち2人は過去のニュースレター記事再録)と なっています。
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5_【 今月の 1枚】田嶋和彦 (西東京稲門会)さ んの「自鳥」です
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上記ページの下段で、名作品を 1点 づつ紹介 しています
富士山一本やりの田嶋さんですから当然富士がありますが、手前の主題の白鳥

が絶妙のタイミングでとらえられています。
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6_会務情報  : 会員動向、その他
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* 2月 18日 :第 10回  30周 年誌編纂委員会 於 :コ ール田無 9時半

* 2月 25日 :第 4回  30周 年行事 PT 於 :コ ール田無 10時

* 会員動向 現有会員数は 114名です

* 第 8回役員会は29年 3月 12日 (日 )に行われます。
30周年関係の二つの委員会の準備状況の報告と関連する議論が中心です。
28年度として最後の役員会であり、通常総会関連も議題となります。
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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。
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