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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■ ●■■■■■■11■ |■ 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■■●111■■ ■11■ ■ ■ ヘ

1 創立 30周年行事準備が着実に進められています

2 春の予定行事が次々開催されています

報告 :麻雀の会 → 第 3回観桜会

予定 :カ ラオケ会 → たけのこ堀 り会 → ゴルフ会 → グルメ会
3 【今月の 1枚】ノ1ヽ 笠原寿男さんの「銀座で待ち合わせ中」です
4 会務情報
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1 創立30周年行事準備が着実に進められています
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5月 20日 の総会実施日に開催される「創立30周年式典」に向け、2つの
プロジェクトはさらに会議を重ね、関係者との打ち合わせも進めています。

① 行事のPT(プ ロジェクトチーム)関係
1)第 5回 P丁 を3月 19日 、第 6回 P丁 を4月 1日 に開催し、案内対策や事前

諸対応必要事項などを詰めました。
2)4月 2日 ・6日 の2日 がかりで、会員のみでなくS36～ H20卒の西東京

市在住未入会塾員約800名 宛にチラシなどを封入した案内書を送付しました。
3)当 日お世話になる講演会の高柳講師、コンサー トの近藤さん、西濱カメラマン

を訪間し、あらためてのお願いと謝金の支払いをして参りました。
4)4月 16日 、第 7回 PTを開催し、記念誌を含め、進捗状況の確認、当日の

進行等の詳細を詰めることにしています

② 30年誌編纂委員会関係

委員会は前号報告後、さらに回を重ね、4月 9日 の第 16回会議において

その後の作業を編纂委員長に委ね、責了としました。ただし、その際、表裏
の表紙等は持ち越し、さらに会議を持つ含みが伝えられました。

会議は、分担を決めて責任範囲を「校閲」機能を使って校正し、OHPで
ャ:     説明して進める方式で行つてきました。



委員長による細かいレベルでの推敲作業を経て、 4月 13日 、中身のみで
表紙などは後日ということで印刷屋に入稿 しました。

4月 20日 18時からの第 17国会議で印刷屋からの見本誌確認、表紙決定
などを行う予定にしています。
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2.春の予定行事が次々開催されています
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麻雀の会 春 (3月 )場所
3月 26日 、いつもの Pジ ャンで 13時から開催されました。
ホームページ 111,■ :|:■ ||■ |■ ■:|● ●■■●■ tt:■ 111F■ ‐11■ 参照
牛島氏優勝、2位伊勢氏、この日は稀勢の里が連続優勝を決めた日でした。
次は 6月 場所です。追つて連絡されます。

第 3回観桜会

今回は当三田会主催で 4月 2日 (日 )開催 しましたが、こちらもホームページ

111● ■■■1111「|:■ |●|lit‐Ⅲ■11■二:1=|||■ 111■1 ご参照 ください。
日中友好協会共催、小平三田会協賛で、出入 りはありましたが 40名 以上の参加。
ただ し、桜は 2～ 3分咲きで した。前 日の悪天に比べ暖かな好天で、周囲は

ひと、人、ひとで した。

以下はこれからの判明している予定です。
カラオケの会

4月 27日 (木)18時  スナック「ペアー」 田無駅からす ぐです。
関係者にご案内していますが、初参加者も大歓迎です。
会費 4000円 。皆川幹事が復活 しましたから今後は心強いですよ !

担当 :皆川雅紀 ■111■ 1● 1■ |■ 11■■■

たけのこ堀 りを楽 しむ会

今年の、塾大先輩高橋邸竹林での 「たけの こ堀 りを楽 しむ会」を下記開催 します。
なお、この会は事情により本年にて終了します。
日時 :5月 7日 (日 )11時 半受付開始  12時 開会

場所 :高橋邸 (保谷駅北口、「あらや しき公園」の北側 )

会費 :1000円 (同伴者はひとり200円 )

昼食 :各 自お持ち ください (提供品持参も歓迎 )

昼食会による懇談後たけのこ堀 りや邸内植物観察などができるように します。

グルメの会

初夏の催 し、 6月 15日 (木)、 「マッカーサールーム見学、慶應信濃町キャンパスツアーなどと夕食会」
会費 8000円 、食事会は維新琥 新宿店 (寧波の中華料理)予定
担当 :小笠原寿男 l,J● :1,|二1,III.1■ 1

ゴルフ会
6月 7日 (水 )、 武蔵OMGゴ ルフクラブにて開催。情報希望者には既に
ご案内しておりますが、ご案内がなかった方も大歓迎、申込み ください。
概要は下記です。

場所 : 〒3500323 埼玉県比企郡鳩山町大字小用 1026  049-2967033
プレー費 : 13,430(乗用カー ト付きキャディ費込み )

会費 : ¥5,000 (商 品代、パーティー費、通信費等)受付時集金
集合 :ゴルフ場に 8時 30分 スター トはOU丁 ・ INと も9時 17分
担当 :原洋- 1■■||■ |:1■ 11111111・|1 042-464-1139 080-6619-0171
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3_【今月の 1枚】4ヽ 笠原寿男さんの「銀座で待ち合わせ中」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

背景は銀座、日前は猫、実に取 り合わせの巧みなワンショットです。
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6 会務情報  : 会員動向、その他
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* 会員動向 3月 に 可名退会者があり、28年度期末・ 29年度期初の

会員数は 112名 です。
*4月 15日 (土 )、 小平三田会の「講演と懇親会」に坂国会長と

大内副会長が参加いたします。

1 29年 度第 1回 役員会は29年 4月 23日 (日 )に行われます。

30周年行事関係の詰めと総会資料の確定が中心となります。

いつも時間不足気味でしたので開始時間を9時半にしました。

西東京三国会 111■■■11●lrt・ 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。

穂日 明朗
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(復活サイ トの トップ)
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