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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:内容は小
=ム

ページ            との
重複分を多く含みます。併をてご覧下さい)        .

以降の配信停止をご希望の方は、 ar‐ httuchiOicott home ne ipヘ

創立30周 年行事がいよいよとなりました
「カラオケ会」「たけのこ堀り会」が実施されました
麻雀会 → ゴルフ会 → グルメ会 → ブルーベリー摘み会
【今月の 1枚】4ヽ 平三田会 鈴木直人さんの「池畔」です

会務情報
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1_創立30周年行事がいよいよとなりました
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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、行事関係と
30年誌編纂関係との 2つのプロジェクトが会議を重ねてきて、5月 13日 には
29年度第 2回 目の役員会で最終確認をしました。

当日、コール田無の地下ホ=ルはAM'PMを 、2Fは終日を借り切りで、
全体の流れは、およそ次のように進めます。

1)平成29年度西東京三日会総会 … 11時～ 11時 40分
2)創立30周年記念行事 …………… 13時～ 15時  (開場 :12時 30分 )

3)懇親会 ……………………………… 15時 20分～16時 50分

定例総会時と比べ、①総会も地下ホールで行う、②懇親会に応援指導部を呼ぶ
等の違いのほか、最大の違いは間に「記念行事」を挿入して式典色を出したことです。

記念行事には、2つのイベントを用意いたしました。以下です。
ご来賓方のご挨拶などいただいた後、当「西東京三国会の歴史と活動」をご紹介し、
1)記念講演「地球文明の未来」

……………………………… 多摩六都館館長 高柳雄―氏
2)ピアノ&トークコンサー ト「Theピァノエンターテイメント」

………… チームアルフォンソ (近藤晃司&近藤豊穂子氏)

この記念行事には一般の皆様にもお呼びかけをしています。
・但し席数に制限がありますのでお申込みいただくようになっています



・申込先は :

①Te1/Fax 042-467-0277E― mail;ュLi重2望■0覺壺o曇立.■⊆上 高橋信一ヘ

②西東京三日会ホームページ hil腱4/■墨hi艶むp[型 takai net二 から

追 :会員の方ご来賓の方等には「創立3o周年記念誌」をお渡しいたします。
(上記以外の方でもご希望がございましたら頒布いたします。 1頒布価格1000円 )
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2.「カラオケ会」「たけのこ堀り会」が実施されました
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まず実施のご報告です。ホームページで様子をご覧ください。
カラオケの会

4月 27日 (木)18時  スナック「ペアー」 で開催されました。
httュ://nisll性 okvo‐ 1管 itakal lnet/circle2¨karaoke htinl

たけのこ堀 りを楽 しむ会

5月 7日 (日 ) 12時 開会、今年も、塾大先輩高橋邸で開催 されま した。
llttpl〃 nishilokvo― lη itakal net/circle7-takelloko himi
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3.麻雀会 → ゴルフ会 ‐ グルメ会 → ブルーベリー摘み会
◎○◎ :*…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―…―… *:° ◎o◎

続いて、判明しているサークル活動予定です。

麻雀の会 5月場所
5月 28日 (日 )13時 からいつもの Pジ ャン、 13時からです。会費 3000円 。
格好の懇親の場になります。初参加大歓迎、常連になること、請け合いです。

担当 :原護 Lara mattQrじ 盤1鰤 」 l CO綱

ゴルフ会

6月 7日 (水 )、 武蔵OGM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の会です。
(但 し締切りが5月 14日 ですので今からですと受け入れられないかも)。

概要は下記です。

場所 : 〒350-0323 埼玉県比企郡鳩山町大字小用1026  049-296-7033
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 :原洋一 ■onno聾Qm3 dlon ne撥 042-464-1139 080-6619-0171

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 、食事会は維新競 新宿店 (寧波の中華料理)予定
担当:小笠原寿男 k230 Jttno⊆堅■conl

ブルーベリー摘み会

今年の実施日にちが決まりました。 8月 6自 (日 )15時 東久留米野崎さん宅。
いつものように、収穫量 (グラム)の 1 5掛 け (100円未満切 り捨て)円
にてお持ち帰 りできます 詳細は宮本幹事より追つてご案内されます。

ANA見 学支援

小学 5年生社会科見学の総合的主体は各小学校になりま したが、ANA羽 田を
組み込む場合、従来のように当会が仲立ちと見学支援を行つています。
本年は、10月 30日 (月 ) 東小学校、 10月 31日 (火) 本町小学校

11月 14日 (火) 柳沢小学校 の3校が決まっております。



時期が参 りましたらご協力を呼びかけます。

写真・作品展

本年の写真・作品展が11月 21日 搬入で11月 26日 までと決定いた しました。
皆さん、いまから意識 して、撮 り '作 り・描き、出展を目指しましょう。

追 :小平三日会から以下のご案内が来ています。
◆ 小平三田会第 4回カラオケ会  どうぞ多数ご参加 ください。

日時 :5月 27日  15:00～ 16:30 (延 長もあり)

会場 :「 カラオケサウン ドカフェ」花小金井駅北ロ

小平市花小金井 1-8-5 常 042-457-7747
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4【今月の 1枚】4ヽ平三日会 鈴木直人さんの「池畔」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
絵画です。 2枚のうちの 1枚です。HPで両方鑑賞しましょう。
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6.会務情報  : 会員動向、その他
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* 会員動向

30周年記念行事の通知を広く未加入塾員にも配布 したこともあって、
29年度の新年度早々に 5名の新入会者がありました。
29年度期初の会員数は 112名でしたが、現在 117名 です。
新入会員 5名 中 4名 は 30周年記念式典後の懇親会に出席 します。歓迎・歓迎 l

* 6月 11日 (日 )に開催される西東京稲門会の総会行事に招かれています。
公式出席返信は坂口会長、篠崎理事出席としましたが、13:00～ 14100予 定の
地域連携講演会 一国史跡「下野谷遺跡」―は無料で参加できます。
ご都合がつく方はどうぞ。場所は早稲田大学東伏見キャンパス「東伏見STEP22」 。

* 29年 度第 3回役員会は29年 6月 11日 (日 )で、午前中に行われます。
午後の上記西東京稲門会講演会にも出席が可能です。当役員会時は会報誌の
「News Letter19」 等通常の活動推進・フォローが主体となつていきます。

西東京三日会 ,二壼■1:=Ll10に ,量■■■|■F■lJ

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          :


