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西東京三田会通信第 59号

西東京 三 日会通信第 59号 (2017.07.15)
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 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 httO:〃 nも hlokvo‐ mhakai nev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「 hiquchi@に om

home neipヘ

1.KP会 ・三日会共同企画のイベン トを実施 します

2.ニ ュースレター 19

をお届けいたしました

3.グ ルメの会、初夏の催 しが実施されました
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 】 曽根原良仁 さんの「 トロイ の木馬」です
6̲会 務情報
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1.KP会 ・ 三日会共同企画のイベ ン トを実施 します
◎○◎.:*.… ― …― …一 …― …一 …― …― …― …― …― …― …… … *i° ◎0◎
・
6月 26日 にホームページにア ップして紹介 していますが、 KP会 西部支部と
西東京三日会の共同でのイベン トを企画致 しました。 KP会 西部支部 をリー ド
しています三角節子・上原好子両氏は当三田会の会員でもあります。両氏に他の
女性会員、さらに男性会員の奥様方が含流するなどして「西東京三日会女子会」
が一層活性化することを期待 しましょう。その第一弾です。
もう明日ですが、 7月 16日 のイベ ン トは、既に締め切られており、 24名 の
参加が予定されています。
実施結果の様子は翌日にはホームページにアップします。ご覧 ください。
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2.ニ ュースレター 19 をお届けいたしました
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・
全会員あて、当三日会公式広報紙のニ ュース レター 19を お届 け しま した。
暦年制で 2回 発行が定着 してきてお り、平成 29年 前半号です。デジタルな
時代になつてもやは り紙 を手 に してゆ っくり味読することも止め られません 。
作成関係者は精魂込めて作 つてお ります。会員は じめ関係者の ご意見や投稿
を期待 して居 ります。よろ しくお願 いいた します。
5p :田 無視点→ 田無 支店
14p:初 夏場 5月 →初夏場所 5月 、 所卓也氏→所幹也氏
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3.グ ルメの会、初夏の催 しが実施されました
…
◎○◎.:*… ― …― …― …― …― …―…一 …一 …一…― …― …一・

*:°

◎0◎

*:°

◎0◎

6月 15日 (木 )グ ルメの会初夏の催 しとして、次の企画を実施 しました。
「マ ッカーサールーム見学、慶躊信濃町キャンパスツアーなどと夕食会」。
マ ッカーサールニムでは調度品、記念品、「YOUTH」 の詩の説明をして頂き、
・
慶應信・
X町 キャンパスに移動すると、北里柴三郎図書館で「医学部 100周 年』
事業、病院改装、高度名端医療の説明をしていただきました。
そして維新琥新宿店へ移動。個室の円卓を囲み、寧波の中華料理に舌鼓の食事。
医学部「三四会J長 老の村田高明顧間の乾杯のご発声で始まり、会話が弾み、
皆川雅紀会員の歴史的話を交えた締めの挨拶もありました。楽 しい 1日 でした。
http:〃

nishlokvo― mitakai netlcirc!e5‑ourume.html

(本 通信 は「

15日 」付 け発行 を して い ます 。 タイ ミングずれ お許 しくだ さい
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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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麻雀の会 7月 場所
7月 23日 (日 )、 いつ もの Pジ ャン、 13時 か らです。会費 3000円 。
3卓 は囲いたいものです。大勢の ご参加 をお待ち してお ります。
担 当 :原 護 hara̲mamoru08140gmal!oom
‐
ブルー ベ リー摘み会
日時 :平 成 29年 8月 6日 (日 曜 日)15時 現地集合
場所 :野 崎陽― さん宅 (東 久留米市柳窪 1‑5‑46 駐車場 あ り)
バスは花小金井駅よ り約 20分 、柳窪 1丁 目下車。東久歯米駅、清瀬駅、
武蔵小金井駅か らもあ り。TELi 042‑471‑0844(野 崎 さん)
ブルー ベ リー摘みに際 し収穫用バ ケツは借用でき、収穫物は計量 して、
100g当 た り 150円 。持ち帰 り用の容器 (袋 な ど)は ご用意下 さい。
その他、必要に応 じタオル、帽子、飲料水、虫除けス プレーが あると便利です。
収穫後 「夕涼み会」 を予定、会費は大人 1人 800円 程度 (暫 定)、 お子様は無料
‐運転者は飲酒厳禁、ソフ ドリンクも用意 あ り、17時 頃解散予定です。

申し込みは miyak19490hifty com(宮 本まで:最 終 o月 2日 頃まで
同伴者を含めた参加人数もお知らせください。(記 載なき場合は 1名 と判断
)

)

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。
最終支援者調整 を中国会員が しています。可能な方は中国氏まで。
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 9月 場所、 11月 場所、秋のゴル フ会、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。
また、ただいま、東久留米三日会 ゴル フ会が 9月 12日 実施の通知がきま した。
ご希望者は当会の原洋一氏 nonno08帥 3.dion ne̲」 pに 連絡 して くだ さい。
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5.【 今月の 1枚 】 曽根原良仁 さんの「 トロイの木馬J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 月は巨大 な木 馬 の作 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
吉 川潔・ 熊坂妃 呂子会 員が、小平 三日会会 長 ・ 副会長 に専念す べ く当会退会 。
渡辺康人会 員が 一 身上の 理 由に よ り退会 され ま した。
会 員数は 115名 とな りま した。

*.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 (28年 度 も数人 )の 年会費 が未 だ いただ けて い ない方が
居 られ 、過 日の ニ ュー ス レター に該 当の方 には通知 してお ります 。
関係 会員の方におかれ ま しては、 ど うか よ ろ しくお願 い 申 し上 げます 。

西 東京三日会
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=■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 。
本 メール に掲載
:

樋口

明朗

042‑478‐ 5784 ar― higuchiΩ icom home ne ip
090‑1760‐ 4823 ar‐ hiou@ezweb ne io
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