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西東京三田会通信第７３号（2018.09.15）
本通信は⻄東京三⽥会にメールアドレスを開⽰してくださっている
関係者に配信しております。
（お断り：内容はホームページhttp://nishitokyo-mitakai.net/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、ar-higuchi@jcom.home.ne.jp へ
☆:::INDEX:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::☆
1．秋のゴルフ会 － 初参加の方大歓迎
2. 第１５回「写真・作品展」のご案内と作品募集
3. その他行事予定
4．第８回市内歴史散歩会が行われました
5．トピックス：丑山さん所属クラウン劇団の最新ライブがあります
6. 西日本７月豪雨の義援金募集は継続されております
7．【今月の１枚】 小平三田会鈴木直人さんの【道】（水彩画）です
8．会務情報
☆:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::☆
◎○◎.:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─….*:゜◎○◎
１．秋のゴルフ会 － 初参加の方大歓迎
◎○◎.:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─….*:゜◎○◎
次の要領で開催されます
１、日 時
平成 30年 １１月 ７日 （水）
２、場 所
高麗川カントリークラブ
〒350-1242
埼玉県日高市大字北平沢1485
TEL：042-989-3131
３、プレー費
15,500 円
（乗用カート付キャディ費、昼食費、利用税込み）
＊飲食費他(セット料金以外)は各自でご精算下さい。
＊70歳以上利用税割引(1,000 円)あり、免許証又は保険証で
４、会 費
5,000円 受付時集金（賞品代、パーティー代、通信事務費等）
５、集 合
ゴルフ場： 8時30分
スタート前競技説明： 9時00分
６、スタート アウト ９時26分から4組
イン
９時26分から3組
その他詳細省略
初参加の方大歓迎です
問合せ：西東京三田会 原 洋一 ：nonno08@m3.dion.ne.jp
電話番号 042-464-1139（携帯：080-6619-0171）
◎○◎.:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─….*:゜◎○◎
２．第15回 (平成30年） 西東京三田会写真・作品展 のご案内
◎○◎.:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─….*:゜◎○◎
催
◎ 主
賛
◎ 協
◎ 有志参加
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西東京三田会 （西東京三田会写真・作品倶楽部）
小平三田会
西東京稲門会
(有志)

ご案内のポイント
西東京三田会写真クラブは1４年前写真だけの有志１１名で始まりましたが、
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２年目から柳沢公民館1階ロビーで参加者も増え続け、写真に限らず、水彩画、
油彩画、木彫、セラミック、日本画、毛筆、ボタニカルアートなど幅広く、会員１４名及び
ご家族の皆さま、また友好の小平三田会、西東京稲門会と多くの参加者の方々
の発表会場となりました。
開催期間
Ｈ30年11月19日（月）（15：00 ～ 準備 16:00 ～ 17:30 出品者説明会）
Ｈ30年11月20日～25日 10：00 ～ 17：00
場
所
柳沢公民館 １階 ロビー 特設会場
180ｃｍパネル 16面 壁面 6Ｍ
会場展開及び運営 ： 昨年同様の方式 参加者全員の協力により運営
作品募集
添付の申し込み用紙に記載し下記事務局にメールまたはFAXでお申し込み下さい。
申込期間 １０月２０日 ～ １０月３１日
連絡事務局
大平 一 ： Mail
yakimono_1@jcom.home.ne.jp

TEL ０９０－７８４８－２８９９
FAX/TEL ０４２－４６２－０１８
◎○◎.:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─….*:゜◎○◎
３．その他行事予定 ： 気軽にご参加ください（ＡＮＡ以外）
◎○◎.:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─….*:゜◎○◎
【麻雀の会秋場所】
豊山幹事がご案内しています。
出欠締めは9月6日ですが、お気づきでなかった方も下記でどうぞ。
但しこの通信の直後ですし、当日の午前中は役員会です。
・日
・場

時
所

平成30年9月16日（日） 午後1時～6時
Ｐジャン（☎042-452-7562）
西東京市田無町３－３－２７田無栄ビル３Ｆ
（田無郵便局の北側の道路を入ってすぐです）
・会 費
3,000円
・出 欠
豊山(toyoyama@kind.ocn.ne.jp) まで。
なお、１２月の年間グランプリ場所は１２月２日です。ご予定ください。
【秋のカラオケ会】
カラオケ会が次の通り開催されます。
日 時 １０月４日(木曜日)
１８時から２１時
場 所 西東京市田無町2-2-3 スカイビル3階 スナック「ペアー」
会 費 4,000円
軽食付き
参加ご希望の方は ９月２０日までに 皆川（下記）まで
moshimoshi132105@gmail.com
090-4724-1522
【連合三田会大会】
１０月２１日、日吉キャンパスで開催されます、幟旗のもとにどうぞ
大会券まだあります 樋口：090-1760-4823
【ＡＮＡ見学支援】：10/18芝久保・10/30田無・11/22柳沢・11/29保谷第二
8/１に中野・中田会員が関係先生方を案内・実踏しております
既報のとおり各日に会員が割り当てられています、他行事と違って
飛び込み参加、急な参加取りやめができません
◎○◎.:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─….*:゜◎○◎
４．第８回市内歴史散歩会が行われました
◎○◎.:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─….*:゜◎○◎
９月０２日 花小金井駅南口 9時30分集合
「鈴木遺跡と石神井川源流を歩く」
雨が時々降る予想は周知でしたが、なんと参加者は同伴者を含め８名。
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第１回と第７回の１０名に次ぐ多さでした。
傘は時々さすという程度の雨で、皆さん、和やかに街中を歩きました。
鈴木遺跡資料館で説明してくださった方はなんと塾員平尾さん（Ｓ４８経）。
花小金井駅近くに戻り、ジョナサンで楽しく反省・懇親会をしました。
http://nishitokyo-mitakai.net/circle6-rekisi.html
◎○◎.:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─….*:゜◎○◎
５．トピックス：丑山さん所属クラウン劇団の最新ライブがあります
◎○◎.:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─….*:゜◎○◎
お洒落なライブカフェで味わう洗練されたコメディと音楽
ＲＯＮＥ＆Ｇｉｇｉ コメディMusicライブ

秋のラプソディ
日時・場所 ： ９/２８金・９/２９土 表参道ラバン・エ・アロ
前売：5,890円 / 当日券：6,500円
（樋口まで）
今回は、丑山さんも、いつも以上に、出演、活躍する予定の由です。
関連チラシを添付します。
◎○◎.:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─….*:゜◎○◎
６．西日本７月豪雨の義援金募集は継続されております
◎○◎.:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─….*:゜◎○◎
７月初の西日本豪雨被害に対する、義援金募集を先月より実行しています。
締め切りを１０月３１日としています。 担当＝樋口：090-1760-4823
http://nishitokyo-mitakai.net/sincyaku.html#nishinihon
なお、平成30年大阪府北部地震災害義援金、また11日開設されたばかりの
平成30年北海道胆振東部地震災害義援金には対応していません。
これらには、www.jrc.or.jp/contribution/ を参照し各位でお願い致します。
任意団体である当三田会本体は社会活動に使命をもつ団体ではありません。
ただし、会内にＧｒができ実施することを妨げるものではありません。
（今回の西日本豪雨対応も、会長名でご案内をしてしまいましたが、筆者は、
有志のＧｒによる会内の会活動という認識で事務担当役をしています）
◎○◎.:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─….*:゜◎○◎
７．【今月の１枚】小平三田会鈴木直人さんの【道】（水彩画）です
◎○◎.:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─….*:゜◎○◎
http://nishitokyo-mitakai.net/syasin2-gallery3.html の下表からクリック
鈴木さんは２点出展しています。上記でＷ５パネルをご覧ください
◎○◎.:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─….*:゜◎○◎
８．会務情報 ： 会員動向、その他
◎○◎.:*.…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─….*:゜◎○◎
*. 役員会
平成３０年度第３回役員会は、９月１６日 １０～１２時
イングビル第２会議室で開催します。
（午後は麻雀の会）
*. 会員情報
会員数は 変動なく１０９名 です
*. その他
１．「2018早稲田スポーツin東伏見」が開催されます
日時 ： ９月１７日（月・敬老の日） 10：00～16：00 雨天実施
会場 ： 早稲田大学 東伏見キャンパス 入場無料
早稲田大学本部関係機関の主催ですが、西東京稲門会も協力団体です。
２．当会内にない会内会で参加を受け入れてくれる近隣友好会があります
ゴルフ会などは相互にあり、相互に参加を呼び掛けています
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歴史散歩会は小平にはなく、上記４．８人中には小平三田会員がいます
当会内にないテニスについて杉並三田会のテニス会所属の会員もいます
ボーリングについて他会内の会に参加している方がいる情報もあります
当会内にない稲門会の「野草の会」には入会可能で４名参加しています
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
西東京三田会 http://nishitokyo-mitakai.net/
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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