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東大和地区

各店舗１部づつお取りください。

12月2日(日) 午後8時より東大和市南街の中華料理 香香(シ
ャンシャン)にて地区忘年会を参加6名で開催致しました。参加
者が少なく寂しいので、恒例のビンゴ大会で盛り上がっていた
だきました。
ありがとうございました。
（通信 三津谷）

国立地区

新年会

1月7日 懐石料理「がんこ」立川店 にて、地区新年会を参加
者17名にて開催致しました。梅田寛地区長の挨拶から始り、終
始にこやかに美味しい料理とお酒を楽しみました。
皆様本年もどうぞ宜しく御願い致します。
(通信 武藤)

【情報をお寄せください】koho@tama-tachikawa.com

東大和地区

忘年会

砂川地区

１月７日
（月） 国立理容親睦会の新年会が「千成寿司」にて参
加者１５名で開催されました。 杉山地区長、高木支部長、小
野地区部長と新年のご挨拶のあと、年男になる野島教育部長
の乾杯で開宴し、美味しい料理とお酒を和やかに楽しんで過ご
しました。志茂親睦会々長の中締めでお開きとなり、２次会へと
つづきました。
（通信 志茂）

防犯パトロール

12月5日(水) 東大和市清水のヘアーサロンしみず店前に午
後8時集合出発で第4回チョキちゃん防犯パトロールを開催致
しました。今年は毎回雨の日にぶつかり、今年度初めてのパトロ
ールとなりました。本日は可愛い5歳のパトロール隊も参加して
くれました。不審者の確認、消えている街路灯のチェックをし、無
事事故無くパトロールを終了致しました。 （通信 三津谷）
【参加者５名】
角地耕一、成田浩一、西川哲弘、西川文也(5歳)、三津谷謙二

立川地区

昭島地区

新年会

1月7日5時から立川グランドホテルにて、立川地区新年会
、21名の参加で和やかな雰囲気の中おこなわれました。食
事後は、恒例のじゃんけん大会、大いに盛り上がりました。
(通信 榧下)

昭島地区

新年会

定例会＆忘年会

平成30年12月12日
（水）午後８時30分より定例常会
及び忘年会を中神朝日町自治会館に於いて行いまし
た。 まず、最初に常会を行い、普段より早めに終わら
せてその後忘年会を行いました。
まず松本正司地区長
の挨拶、そして前地区長の佐藤和夫さんによる乾杯の
音頭で忘年会は始まりました。途中でビンゴゲームな
どもあり、楽しい忘年会でした。最後に副支部長の佐藤
彰則さんの、締めで午後10時30分頃忘年会は終了致
しました。
（通信 鎌田）

国分寺地区

昭島地区１班
忙しい年末、最終週への突入直前の三連休中日となる12月23
日(日)の仕事を終え、20時より昭島地区 1班の2018年懇親会
を開催いたしました。 今回は、年明けすぐに開催となる新年会
の幹事班としての企画を主に話し合いをし、新年会の各自の役
割分担から、会場設営、時間、経費などの段取りをテンポ良く、そ

懇親会

して高効率的に各事項の採択をしていきました。 程よく構想
が固まってきた所で、香ばしく焼けた焼鳥と季節にぴったりの熱
々の鍋をつまみながら更なる熟考を重ねることができました。
と
ても多くの収穫を得られる懇親会とする事ができました。年末の
お忙しい中での集合お疲れ様でした。
（撮影・記事：宮脇 友光）

新年会

１月７日
（ 月）昭島市フォレストイン昭和館内（車屋）に於いて午後６
時より新年会を行いました。 佐藤和夫さんの司会のもとに地区長松
本さんの挨拶、副支部長の佐藤彰則さんの挨拶と続きその後紺野勝広
さんの乾杯の音頭で新年会は始まりました。今回は衆議院議員の井上
信二氏、昭島市市長の臼井伸介氏にもご出席頂きました。途中で両氏
による挨拶を頂き改めて乾杯を致しました。
その後、恒例のお楽しみの
ビンゴゲームなどを行いました。今回のビンゴゲームの景品は地区長
のご好意でいつもよりふんぱつして頂きまして、少々豪華賞品になりま
した。新年会は午後9時30分 頃終了致しました。
（通信 鎌田）

新年会

1月14日(月・祝)、国分寺駅から少し離れた場所にある
「お料理 結い(ゆい)」
さん
にて新年会を開催しました。 参加者、男性11名、女性5名、計16名にてビールか
ら始まり皆様お好みのお酒を飲み放題で、
「合鴨と九条ネギの朴葉焼き」等色々
な品を頂きながら、
メインは、
「国産あんこう鍋のあん肝味噌仕立て」
を美味しく頂
きました。
デザートを頂き、締めはあんこう鍋のお粥です。
これはやはり王道です！
寒い中での贅沢な一時でした。 その後は、恒例のカラオケです。
お腹が満たされ
た次は、皆さん声自慢と言った感じで気持ち良く歌って頂きました。 この季節や
はりあんこう鍋最高でした！
！
（通信 熊谷）

武蔵村山地区

新年会

1月14日(月・祝) 味処喜多郎にて新年会を開催
しました。 少数精鋭で絆を強く結ばれました。
（通信 山口）
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