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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つている

関係者に配信しております。
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重複分を多く含みます。併せてご覧下さい)
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1.総会・創立 30周年行事・懇親会が盛会裏に終了しました
2.麻雀会 5月場所が実施されました  :
3.春のゴルフ会が実施されました
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】小平三日会 鈴木直人さんの「池畔Jです
6.会務情報

5月 20日の総会実施日に「創立30周年式典」‐行事を開催しました。
コール田無を一部を除きほとんど借り切りで、役員は9時半までには集合し

万全を期しました。会員および関係の皆さんには「創立 30周年記念誌」を
お渡ししました。

当日は、次のように進めました。
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 112時 30分 )

3)懇親会 ……………………………… 15時 20分～ 16時 50分
総会と記念行事を地下ホールで、懇親会を2FイベントルームA・ B通しで、

記念行事には、4つのイベントを、懇親会には応援指導部を用意いたしました。

当日、総会出席会員は39名でしたが、記念行事・懇親会までを通しての会員の
参加は56名でした。総会員数は体会者や当日の新入会者を含めて118名で、
まさに半数の会員諸氏のご参加が得られたことになります。
記念行事の講演・コンサートは据わる席がないくらいの満席でした。

やむを得ずご参加できなかった会員諸氏からも記念行事寄付金には大勢
ご参加いただき、おかげさまで例年にない特別支出を伴う記念行事の会計
的収支も円く納めることができました。
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1.総会 ,創立30周年行事・懇親会が盛会裏に終了しました
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をご覧 ください。
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2.麻雀会 5月場所が実施されました
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前週の総会 ,記念行事・懇親会の興奮が冷めやらない翌週 5月 28日 (日 )

可3時からいつもの Pジ ャン、参加者 10人、 2卓、 2抜けで 3ゲーム実施。

1位 :光山氏、 2位 :牛 島氏、 3位皆川氏。折 しも大相撲は前日優勝を決めて

いた自鵬がこの日も勝つて全勝優勝。一方 6大学野球、早慶戦では母校は、

この日惜 しくも敗れ、優勝を逃 しました。
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3.春のゴルフ会が実施されました
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6月 7日 (水 )、 武蔵OGMゴ ルフクラブにて開催されました。

新年度早々に、「ゴルフ会への参加だけでもいいですか」と会の 30周年記念の

呼びかけに呼応 して新入会員になつた宮本照雄氏が初参加。

その宮本氏を含め三日会 13名 、稲門会 4名 、合計 17名 。前回に比べ少ない。

結果の成績は :優勝が稲門会の滝沢功氏 (G98、 N74)、 準優勝が三日会

智田秀穂氏 (G90、 N74 4)、 3位 :大平―氏 (G103、 N75 4)。
ベスグロは稲月喜―氏 (G87、 8位 )で した。

グロス98の滝沢さんが優勝で、グロス 1打だけ多い99の 田野倉さんが ¬6位
ブービー (N82 2)。 ダブルペリア方式で、隠しホールでの成績により誰でも

優勝可能性を見せつけてくれたゴルフ会で した。

優勝の稲門会滝沢功氏は、少 し前に行われた稲門会ゴルフでは、ブービーで、一方、

その時の優勝は当会の高橋幸三氏 (こ の日欠席)だつた由。面白いめ ぐり合わせです。
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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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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 |.=:■ ■1=Ⅲ■■111‐ ■●

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日 (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校が決まつております。

先日高梨・中野両顧間がANAに ご挨拶に行つてまいりました。

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。



そのほか麻雀の会 7月 場所、 9月 場所、ハイキング会、歴史散歩の会などが

日程が決まれば関係者に連絡されます。
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5.【今月の 1枚】 高梨勇一さんの「鳴門海峡のこれが渦潮だ」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

今月は迫力ある作品です。
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6.会務情報  : 会員動向、その他
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* 会員動向

30周年記念行事の通知に呼応 しての 29年度早々の 5名 の新入会者に続き

記念式典と懇親会に出席 した塾員がその場で入会、 118名 となりました。

休会中の加藤由香氏との連絡が取れました。

* 6月 11日 (日 )、 西東京稲門会の総会行事に坂口会長、篠崎副会長が出席。

13:00～ 14:00予 定の地域連携講演会 一国史跡「下野谷遺跡」―には他に

何人かの会員が参加 (無料)しました。
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*_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年度の年会費が未だいただけていない方が居られます。

昨年度までは、総会出席者にはその場で、欠席者には総会終了通知にお支払い

手続き書を同封送付 してお支払いをお願いしておりましたが、本年度に限り

4月 初、総会・ 30周年記念行事等のご案内時、一連の同封書類の中に年会費

他諸費のお支払い用「払込取扱票」を同封し、お支払いいただいています。

該当用紙が未だお手許にある会員におかれましてはご配慮願います。

西東京三田会 ,■rl■■■,1● ■:J■●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。
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