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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
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I 秋の親睦機会、目白押し (友好会行事含む) 皆さん参加してみましょう

1 「麻雀の会」はいよいよ秋場所 9月 17日
2 西東京稲門会協力の「早稲田スポーツフェスタ in東伏見」 9月 18日
3 「ハイキング会」は横須賀の猿島&稗名寺 10月 8日
4 応援指導部から全二日会への六大学野球慶明戦特別案内 10月 8日
5 小平三日会「散歩&グルメの会」で母校の箱根予選会応援  10月 14日
6 「連合三日会大会」於 :日 吉キャンパス 10月 15日
7 小平三田会「ゴルフの会」於 :東松山CC 10月 20日
8 秋の「グルメ会」は両国散策とちゃんこ鍋に行くカイ 10月 28日
9 秋の当会「ゴルフ会」於 :高麗川CCは  11月 15日
Ⅱ写真・作品展 関係

1 第 14回 「写真・作品展」要領と出展ご案内です (添付あり)

2 【今月の 1枚】 中田勲さんの「秋祭 り (川越・氷川神社)」 です

Ⅲ ANA見学支援 関係

Ⅳ.会務1青幸晨、その他
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I 秋の親睦機会、日自押し (友好会行事含む)皆さん参加しましょう
◎○◎ :*…―…―…―…―…―…―…一…―…―…―…―…―…

・
*:° ◎○◎

1 「麻雀の会」はいよいよ秋場所 9月 17日
9月 1フ 日 (日 )、 いつものPジ ャン、13時からです。会費3000円 。

4卓 くらい囲いたいものです。大勢のご参加をお待ちしております。
担当 :原護 |■ ri‐ 1■Ⅲl1111 lJ,111:‐ |,1

9月 18日 (月 ) 10:00～ 16100 早稲田大学東伏見キャンパス
主催は早稲田大学本部関係機関ですが、西東京稲門会は第一「協力」団体です
入場無料 いろいろな体験スポーツができます、わくわくイベント満載です
みんなで、思いっきりあそんじゃお !

3.「ハイキング会」は横須賀の猿島ι稽名寺 lo月 8日



10月 8日 (日 ) 」R品川駅 &京急品川駅改札口に 8時集合

猿島&種名寺を歩き、昼食は横須賀市内予定  交通費等費用各自持ち

担当 :中 田勲 090-9232-6540(T/F)042-421-4043(メ ール不可 )

4.応援指導部から全二田会への六大学野球慶明戦特別案内 10月 8日
10月 8日 (日 )神 宮球場  12時 半ころ集合 (場所べつと取決め )

塾員センター北村課長よりご案内がありました。慶明戦ですが、事前予約二日会

に対 し、「特等席確保」「SNSで 三田会宣伝」「記念写真撮影」があります

(急なことで、ハイキングと同日ですが、案内受領の樋口責任で予約)

ご参加希望者は 担当 :樋口 ||■奮1申 l力■,■ li1111 11_1■

5 小平三日会「散歩 &グルメの会Jで母校の箱根予選会応援 10月 14日
10月 14日 (土) 昭和記念公園の西立川口に 9時集合

“箱根マラソン予選会で慶應を応援 し" “祝勝会・・・または反省会 "

10時半過ぎにはゴール見通しです (公園開園は 9時半ですが 9時集合 I)

入園料等費用は各人持ち 担当 :吉川 1,11■蒙■ti“■,1111■ |:1,11■

'
6.「連合三田会大会J於 :日吉キャンパス 10月 15日

10月 15日 (日 ) 日吉キヤンパスで「2017年 度應連合三日会大会」

中村雅俊、尾崎裕哉等の LIVEや 豪華福引商品も待つています
「西東京三日会」職旗 (「小平三日会」も一緒にあるかも?)に お寄 りください

7 小平三日会「ゴルフの会」於 :東松山CC 10月 20日
10月 20日 (土) 東松山CC 9:00集 合です

幹事は斉藤恵美子さんです :■,菫い 1■■Cri,11●T,lt, 08011616319
に 9月 15日 (本 日)まで  当会からも大勢参加 しま しょう、す ぐ連絡 I

8 秋の「グルメ会Jは両国散策とちゃんこ鍋に行 くカイ 10月 28日
10月 28日 (土)参 加希望の方に詳細案内後報

葛飾北斎美術館見学もコースに入れています  「ちゃんこ」は巴潟予定

グルメの「ちやんこ」は¥8000 入館料等は各自持ち

担当 :小笠原 042-425-6658 090‐2075-8738 11‐ 19.rl礎 Q二壼141:1,1■

9.秋の当会「ゴルフ会」於 :高麗川CCは  11月 15日
11月 15日 (水) 高麗川CC

詳細は原洋一氏より関係者にご案内されておりますが、ご案内されていない

方でも、本記事で「よし、私も !」 の初参加者大歓迎です (10月 15日 まで)

担当 :原洋- 042-464-1139080‐6619-0171 1lo「 IF,110ill● ■lJi,Jコ
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1.第 14回「写真・作品展」要領 と出展ご案内です (添付あり)

西東京三日会 【写真・作品展】にまだ参加されたことが無い方と、

ご家族の皆様にお読み頂きたく御案内いたします。

既にご参加経験の会員の皆様には別便でメールを後日差 し上げます。

○ 西東京三日会写真クラブは 13年前写真だけの有志により喫茶店の一部を

お借 りして 11名 で始まりましたが、2年 目から柳沢公民館 1階ロビーで昨年

まで続けてきました。 回を重ねるごとに会員数も増えジャンルも写真から

絵画 (油彩・水彩・ボタニカルアー ト・アクリルカ画・墨彩)、 版画、ステン ドグラス、木彫、

マリオネット、書など多彩になり、技術的にはプロ、セミプロ級からデジカメ購入の

記念に参加された方まで多士済々。



*そ こで今回はまだ未参加の会員、そして会員のご家族の方々で、

多才の技量をお持ちの方にもご参加頂きたくお勧めいたします。

期 間 : 11月 21日 (火)準備 22日 (水)～ 26日 (日 )

場 所 : 柳沢公民館 1階ロビー

申し込み方法 :添付の 【作品展申し込みリス ト2017】 にご記入
の上下記事務局までFAXま たはメールに添付して申し込み願います。

10月 20日 (金): 受付開始

10月 31日 (火): 締め切り

申込先 : 西東京三日会 写真作品倶楽部 事務局

大平 ― メール  yakimon吐 lo」 ooln_home.ne_jp

FAX/TEL  042-462-0168

Jξ喘静     090-7848-2899

※西東京三田会ではホームページ上に、昨年の作品や秀作を掲載 して

おります。下記 URLを クリックしてご覧 ください。
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2.【今月の 1枚】 中国勲さんの「秋祭 り (川越・氷川神社)」 です

中心の厳かな山車と子供たちの表情の取り合わせが素晴らしいです。
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皿 ANA見 学支援 関係  (地域貢献 )
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本年は、10月 30日 (月 )東 小学校 (中 野、中日、篠崎、宝井 )

10月 31日 (火 ) 本町小学校 (中田、坂口、篠崎、宮本 )

11月 14日 (火) 柳沢小学校 (中 野、中田、坂口、佐藤 )

の 3校です。東小のみ次予定を入れてますが他はANAだ けです。

( )内 の支援者の会員各位、ご苦労様でございます。
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Ⅳ.会務情報、その他
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* カラオケの会が実施されました

9月 7日 、いつもの場所・要領で開催されました。
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* 役員会
・ 9月 3日 、第 5固 定例役員会を開催 しました。
・ 10月 28日 、第 6固定例役員会を開催 します。活動フォローなどです。

十 二ュースレター 20号について

12月 末発送予定で平成 29年 (暦年)後半号の編集に取 りかかりました

定例の枠記事のほかに「自由投稿」を歓迎 します。お寄せ ください。

担当 :高橋 ■111111■ 11,"■ |■ :■ ■111

*.西東京三田会「倉1立 30周年記念誌」の残部がございます

会員各位のご判断によって贈呈又は頒布 (@1000/冊 )いたします

高橋または樋口までご連絡願います

*.ホームページの「お問合せ」→「メッセージ投稿」と変更の件

従来も、入会依頼や特定会員に連絡乞うなど「問合せ」以外に多々使われました

様式は発信者1青報と内容で従来通りですが、意見、感想等、そして会内外間わず



活用できますので、メニュー名を トップページのみ表現を変更 しました。
(他ページも該当位置の「お問い合せ」は同様に見なしてください)

西東京三日会 ::二,.11■ lri′iダギ1■憂4,■
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 日 明朗
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