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会長・後藤一郎 幹事・矢野凱弓

平成２５(2013)年７月１８日(木) ・ 第３２回例会 第３巻第０１号(通算３３号)

平成25(2013～2014)年度

東京日野プロバスクラブ

創立平成22(2010)年9月16日

□■ 理事会報告

日 時 平成25年７月1１日(木) 14時～16時
場 所 日野市民会館・３階第１会議室

■例会委員会 山本 英次委員長

＜第３２回例会＞
日 時 ：平成２５年７月１８日(木) 12:30～14:30
会 場 ：高幡不動尊 客殿2階

【出席報告】 会員総数 3７名
本日の出席者 30名
出席率 81％

【配付資料確認】

■会長挨拶 後藤 一郎会長

始めに本日入会致します横山好忠
様がいらっしゃっております。後ほど
入会式をさせて頂きます。
もうお一方は、今日は見学ですが、
日野市広報で東京日野プロバスクラ

ブのことを知っておいで頂きました。
五十嵐みち子様です。

1．平成25年度、私のテーマは以下の通りです。
1) 健康長寿」を第一に心がけましょう。
2) 会員相互の親和と協力、そして寛容の気持ちを大
事にします。

3) 人生経験を活かした奉仕活動について研究します。
の3つを掲げました。
私が日野プロバスクラブを立ち上げる事業に参加致し

ましたのは、“ぼけ”とか“認知症”などの軽減に効果があ
る事を信じてクラブの創設に参加しました。
テーマについて具体的に何をどうするのかは会則に

明記されています。
“第4条【目的】生き生きと活動し、知り合いや視野を広

めると共に、豊かな人生経験を活かして、地域社会に奉
する。” とあります通り、我々が仲良く親しみを込めて、
明るく元気に活動しましょう。と云うのが会の目的です。
我々はクラブが発足して4年目に入りますが、もう少し

親密の度合いを促進したいと考えています。

今年度は、(2)にあります様に、「親和」の速度を速めよ
うと考えました。クラブの活動を通してお互いを知り、親し
くする機会が３回あります。
１つは例会です。例会委員会では皆様の出番、顔見

せの機会を出来るだけ多くする事に努めています。その
ような機会にはぜひご協力を頂きたいと思います。
２つ目は所属委員会です。委員会は意思疎通として

大変大事です。今年度は例会の時間を少し短縮致しま
すので、委員会開催の時間に割り当てて下さい。

3つ目は、同好会の活動です。相互理解で親睦には
大いに力を発揮しております。現在は“ゴルフ”、“旅行”
“写真”の3つの同好会がありますが、更に“囲碁”、“俳
句”同好会が出来る様に聞いておりますので、ぜひ推進
して頂きたいと思います。
(2)に「寛容」と云う文字が付けてありますが、会員は60

才～80才の半ばまでの年齢差がありますので、参加した
くてもできない方、顔見せをお願いしても、話すのは苦
手という方もいらっしゃいます。「寛容」の気持で、少しず
つ慣れて頂き、顔見せにも出て頂ける様にして頂きたい
と思います。
(3)は菊池年度で皆様に議論をして頂きました。今年

度は、“人生経験を活かした事を活用して地域社会に奉
仕する活動”を研究したいと思います。地域社会の渡辺
委員長を中心に考えて頂きますが、いろいろな方に調
査研究の段階でお手伝いを頂く事があると思います。

□ 新会員入会式

※新会員紹介 会員委員会 小島 馨委員長
新会員・横山 好忠様
最近まで東京日野RCに

39年間所属されていまし
た。出身がご夫妻と私たち
と同じ北海道と云う事で長
いお付き合いをさせて頂い
ております。
＜プロフィール＞
北海道紋別町で昭和9年8月23日生
自 宅 八王子市絹ヶ丘
事業所 八王子市片倉町 (株)横倉家具
経 歴 立正大学卒
趣 味 ゴルフ、歴史小説、西洋アンティーク

※バッヂ授与
後藤一郎会長

ロータリーの時の大先輩
でもありますし、人生いろい
ろ教えていただいた大先輩
です。よろしくお願いします。

※挨拶 横山 好忠会員
私の生まれは北海道で春の高校野

球21世紀枠で遠軽高校が選ばれて甲
子園に行って来ました。私は高校を出
てすぐに東京に出て、会社を立ち上
げましたが、地域社会の事がわからな
いで、地域のお手伝いをするために
は何か団体に入った方が良いと考え
1970年にロータリークラブに入りまし

た。はじめは日野自動車の前に住居と家具店を構えて
おりましたが、現在は八王子片倉に移ってアンティーク
も手がけおります。今後共よろしくお願い致します。
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■にこにこワンコイン 奥 修兵例会委員

□幹事報告 矢野 凱弓幹事

配付資料、上期スケジュール表に
ついてご説明させていただきます。
この資料は今期から後藤紀之副幹

事が情報が入り次第訂正し、書き加え
て、毎月の例会で皆様に配付させて
頂きます。
この「スケジュール表」はクラブの全

活動が記録されておりますので、何か
ありましたら、この資料をご覧いただき
たいと思います。
期初の会員数35名は現在2名のご入会をいただき37

名になりました。
事務局にはクラブの創立時からの全資料を澤田前副

会長に整理していただき11冊のファイルにして完備して
あります。今後例会で資料を配付される場合には会員数
＋1枚をご用意下さい。現在は37名＋1枚の38枚です。
8月からは「誕生月スピーチ」が始まります。ショートス

ピーチですから1分でも3分でも結構です。後藤会長から
もお話しがありました通り、皆様の登壇機会を増やすと
いう意味で行われます。

■委員会報告
○例会委員会 山本 英次委員長
松澤紀美子会員より「表千家薄茶のいただき方」と云

う卓話のお申し出をいただきました。
卓話スケジュールが決定している方は、メンバースピ

ーチのテーマについて早めにお知らせ下さい。
“スリッパの赤は使用禁止、青使用可”とか“携帯はマ

ナーモードに”、“駐車は第二駐車場左奥上段”などのス

テッカーが貼ってあります。四役より指示された内容で
す。皆様のご協力をお願い致します。

○情報委員会 小西 弘純委員長
今日配付の「プロバスだより」は6月例会の報告です。

この会報を皆様にお届けして私の前年度の仕事が終わ
りました。皆様のご協力ありがとうございました。
今年度からは、「投稿欄」を作りました。但し、校正の

段階で問題が生じることを避けるために、当初はパソコ
ンのデーターをいただき、そのままコピーして掲載させて
頂きます。“人生訓”でも“趣味の話”でも、“連載小説”で
も結構です。又、メーバースピーチは要旨だけを10行程
度にまとめて掲載させて頂きます。以上全ては次年度以

降の会報制作はクラブがある限り続けなければなりませ
んので、簡素化して少しでもパソコンが出来の方なら誰
でも編集発行できるようにと云うご指示をいただいており
ます。皆様のご協力をよろしくお願い致します。

○会員委員会 小島 馨委員長
菊池年度から増強のため声がけをしておりましたが、2

名の入会をいただきました。皆様お一人おひとりから推
薦の話をいただければと思いますのでよろしくお願い致

します。
前委員長から日野市広報に入会のお誘い案内を掲

載致しましたところ、本日五十嵐さんのお目にとまり今日
お越しになっております。
会員手帳は委員会で協議しながら制作したいと思っ

ています。もうしばらくお待ち下さい。

本日の合計 16名 8,000円

累 計 37名 23,000円

○研修委員会 林 良健委員長
お手元に「平成26年度“研修委員会”活動計画」を配

付させて頂きました。
「研修委員会」とは何をする委員会かは、「運営細目・

第7条」に“研修委員会は、知的ニーズの充足、趣味の
習得などのプログラムを計画し運営する。”とあります。当
クラブのパンフレット、実績、他クラブの活動などを勘案
して、今年度の企画ポイントを①「“生き方”に学ぶ」、②
「生涯学習」、③「体験学習」、④「見学」、⑤「趣味の習
得」の講座に分類しました。今日から10日の間に皆様か

らアンケートをいただき活動方針を確定したいと考えて
おりますので、ご協力をお願い致します。

○地域奉仕委員会 渡辺 明委員長
上期スケジュール表に基づき活動して参りますが、早

速「ひのよさこい祭」が行われます。今回は私(渡辺委員

長)と佐藤副委員長の2人でお手伝いして参ります。
地域奉仕委員会は全会員のご協力がないと出来ませ

んのでよろしくお願い致します。
※「第13回ひのよさこい祭」報告

開催日 平成25年7月28日（日）

同好会報告

○ゴルフ同好会 渡辺 明事務局
※例会での報告は次ページに掲載

※日野ＲＣ・飛火野ＲＣ・日野ＰＣ
３クラブ合同ゴルフコンペ報告

日 時 ７月２５日 木曜日

場 所 相武カントリー倶楽部
参加人数 １９名（１名当日欠席）

日野ＰＣ後藤会長 他７名
日野ＲＣ ８名、飛火野ＲＣ ３名
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本日は疋田同好会会長欠席のため事務局より報告し

ます。

同好会活動は10月、4月の年間2回を予定していま

す。その他に日野RC・飛火野RC・日野ＰＣ3クラブ合同

コンペ、多摩ＰＣ・八王子ＰＣ・日野ＰＣ3市合同コンペが

行われます。皆様にはぜひ予定を開けておいていただ

きたいと思います。よろしくお願い致します。

○写真同好会 山本英次同好会会長

毎月の撮影ポイントを「写真同好会会員」の皆様に配

付しております。「旅行同好会」に同行して撮影ポイント

での撮影、例会での写真展示、東京都1000人展出展の

3つの行事を通じて活動していきたいと思っています。

○旅行同好会 小島康義同好会会長

現在旅行会社と2～3ヶ所計画検討しております。研

修委員会のスケジュールにも合わせて検討したいと思い

ます。よろしくお願いします。

■報告事項 菊池照雄直前会長

1．7月11日「第68回国体日野市実行

委員会」が開催されました。

当クラブの担当は「総務広報歓迎

専門委員会」です。

当日の内容は、7月中旬に実行委

員会を大会役員に委嘱。

大会役員は各競技の開始式に出

席する。となっています。

当クラブは協賛金を拠出しておりますので人的協力

はしなくて良いことになります。
2．「ひのよさこい祭り」事務局より開会式の案内が届いて

おります。私(菊池前会長)が出席して参ります。

■メンバースピーチ

○テーマ｢旅のつれづれ」 森久保 憲治会員

私の母校である潤徳小学校は今年

創立140周年を迎えます。明治４年に

学制が出来て以来続いており、途中、

数度の校名変更の危機がありました
が、我々が反対し続けて校名を守って

きました。卒業生には、高幡不動尊の

秋山御前や高尾山の住職など高僧を

輩出しており、当クラブの市川会員も

同級生です。この度周年行事を催行するにあたり、校章

を新調して寄付をいたしました。

旅の話に戻りますが、吉田兼好が平安時代に記した、

徒然草になぞらえて、つれづれなるままご紹介いたしま

す。以下、手短にご紹介いただきました。

・三大自然詩人の｢芭蕉｣｢西行｣｢宗祇｣や｢小林一茶｣

｢十辺舎一九｣について旅の足跡等を紹介

・最近の旅について、三浦雄一郎・河野千鶴子・吉田正

仁の話を披露

・ご自身が訪れた世界各地を紙面にて紹介
・お遍路、巡礼、巡拝の旅で日本各地の霊場紹介

時間制限の関係で、ゆっくりお話を拝聴できなかった

ことが残念でした。またの機会にお聞きしたいものです。

（大島 芳幸記）

■プロバスソング斉唱

■閉 会 後藤紀之副幹事

□ 平成24年度臨時総会

日 時 平成25年7月18日(木)
会 場 高幡不動尊客殿二階

【議案】

第1号議案 平成24年度事業報告並びに
収支決算報告の件 承認

第2号議案 平成25年度事業計画並びに
収支予算の件 承認

投稿者 矢野凱弓会員

この投稿記事は、ＪＡＸＡ見学に関する記
事が「朝日コミュニティ誌」に掲載されました。

「宇宙研究所」見学
ＪＡＸＡ宇宙航空開発機構と言えば筑波の宇宙センタ

ーが有名だが、今回のプロバス研修会はご近所の、とい
っても今や立派な政令都市である、相模原市に在る宇

宙科学研究所だった。
今回も瀬川爾朗委員長の入念な事前準備のおかげ

で、９時半には３代前の所長という鶴田博士に出迎えて
頂く。このお二人は東大の同級生でしかも共に日野市

在住。案内して頂いたのが広報担当のベテラン平田氏。
当研究所ＯＢで団体見学の案内が今回で７９５回目と正

に立て板に水の解説。
相模原は科学衛星、惑星探査機を担当しているそう

で、日本初の人工衛星は４０年前の「おおすみ」と聞い
て成程とうっすら思い出す。

大変有名なのが２６番目の「はやぶさ」。小惑星イトカ

ワの標本を６０億ｋｍ、７年もの宇宙の困難な旅を乗り越
えて地球に持ち帰った。感動のドラマは記憶に新しい。

その標本もここ相模原で分析研究されている。
リストには３３番「イカロス」までが載っている。この最新

衛星は何と宇宙ヨット。大きな羽を広げて太陽が出す光
子を風のように受けて進むと言う。

打ち上げロケットの方も凄い。実物大の模型が２つ展
示してある。

「はやぶさ」も宇宙に運んだＭＶ２は３０ｍもある固形
燃料３段の大型ロケット。技術進化は激しく今年８月に打

ち上げる新型ロケットはノートパソコン２台、数人で打ち
上げ管理が可能という。準備期間も大幅に短縮でき、費

用も従来の６割減で３８億円との説明。
見学の５日後に正式発表がありＮＨＫニュースや新聞

で広く報道された。ロケットビジネスは現在欧米企業が
独占しているが、日本お得意の小型化、省エネ、技術に

より自動車同様世界の市場で勝負できそうとの事。まこと
に頼もしい。

昼食はキャンパス内の食堂を利用させて頂き今回も
大満足の見学会だった。

※※投稿欄について

この「投稿欄」はパソコンデーターで例会月次内であ
れば、次号に掲載致します。およそ1000文字位までを目

安にして下さい。写真も入ります。
掲載はパソコンデーターでいただきますので、校正は

致しませんので送るまでに十分のご確認をお願い致しま

す。データーはメール添付などでお願いします。
＜今月の会報担当 小西弘純委員＞

編集・発行 情報委員会
小西弘純・大島芳幸・安孫子秀子・松澤紀美子・小林昭治・須藤正義
ホームページ http://www.hino-rotary.org/2013/2013p04.html
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