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□■ 理事会報告

日 時 平成25年９月12日(木) 14時～16時
場 所 日野市民会館・３階第一会議室

■例会委員会 黒沢 直明委員

＜第３５回例会＞
日 時 ：平成２５年１０月１７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 28名
出席率 75.70％

【配付資料確認】

■会長挨拶 後藤 一郎会長

先月の例会を欠席しま
した。お詫びいたします。
昨日の台風、如何でし

たか。日野では土砂崩れ
があって軽い怪我をされ
たそうです。
伊豆大島で大きな被害

が出ました。予想外の24
時間で824ミリの大量の降雨で土砂災害が発生多数の
死亡者が出ています。夏の竜巻でも予想外といわれまし
た。これからは、自然現象が経験の範囲を超えて出現す
ることを、自分なりに考えておかねばなりません。
ところで、今月は「全国地域安全運動」いわゆる「防犯

月間」です。日野でもいろいろ行事が行われました。
こちらは人がもたらす災難です。幸いに警視庁管内の

犯罪件数は年々減少していますが、なかなか減らない
のが「おれおれ詐欺」です。
銀行や郵便局の窓口でストップをかけるのですが、年

よりは頑固で金をとられています。
“もっと自分のせがれを信じろといいたい。”
“また、逆にせがれがちょいちょい母親に電話をすれ

ば良い。”と思っています。
もっとも、還付金詐欺はせがれと関係なしですが。
今年の「防犯月間」のテーマにインターネットのことが

加わりました。ネットでの問題は、金銭の盗難といじめの
二つがあります。
ツイッターなどの本来の目的は、肩書きや立場などに

とらわれない自由な議論の空間をつくることでしたが、罵
詈雑言が飛び交う品性下劣な場と化しています。
特に、いじめは問題で自殺者まで生んでいます。
便利だけではすまない副作用をなくすにはどうしたら

よいのでしょうか？
南大沢署の防犯のお手伝いをしているので広報をさ

せて頂きました。
後ほど、多摩ＰＣの方が、10周年の案内にお見えにな

ります。お見えになりましたら改めてご紹介いたします。
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■にこにこワンコイン 黒沢 直明例会委員

東京多摩ＰＣ創立10周年記念講演会案内

○ご紹介 後藤 一郎会長
東京多摩ＰＣから増山敏夫会長と大澤亘地域奉仕委

員長が１０周年のご案内のためにお越しになりました。

※東京多摩ＰＣ 会長 増山 敏夫様
今年度10周年を迎え幾

つかの企画の一つ、多摩市
関戸公民館との共催で公
開講座を二回行い、第一回
目に日野ＰＣ副会長の瀬川
先生にお願い致しました。
皆様のご参加をお願い致し
ます。

※東京多摩ＰＣ 地域奉仕委員長 大澤 亘様
今回は瀬川先生にお願

いして「直下地震について」
のお話をして頂きます。他
に多摩プロバスかるた、公開
講座など企画しております。
日時 11月10日(日)

14時～16時
会場 関戸公民館

□幹事報告 矢野 凱弓幹事

1．9月29日より第68回国体
で日野市は空手道、ホッ
ケー、ボクシングの3競技
が開催されました。また、
天皇陛下がボクシング競
技をご観戦になられまし
たが、一般の観客はなく
役員として菊池前会長が

実行委員として参加されました。
2．10月5日「正秋バンドフェスティバル」が行われました。
日野ＰＣは正式に支援団体として登録されました。
午前中にヘルシーエイジング学会の「健康講座」が開
催され“樋口恵子さん”が楽しい講演をされました。
この会も当クラブは支援団体として名を連ねています。
両方共に日野ＰＣ会員も大勢参加され、大変に盛会
でした。

3．10月27日に「夢ふうせん」のバザーが開催されます。
追加の商品受付も間に合いますのでご協力をお願い
致します。

4．他に今月はゴルフが24日と31日に行われます。
前月に行われました研修委員会の「吹き矢」も盛会で
した。11月には「警察学校卒業式見学」もあります。
皆様のご参加をお願い致します。

本日の合計 4名 2,000円

累 計 34名 17,000円
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■委員会報告

○例会委員会 山本 英次委員長
最近の出席率低下に悩んでいます。

皆様のご出席をお願い致します。
司会も委員全員で例会を盛り上げた

いと思っております。ご協力下さい。
○情報委員会 小西 弘純委員長
毎月のことで特に

変わったことはありま
せんが、毎月苦労して制作しておりま
すので、ぜひお目通し下さい。
○会員委員会 小島 馨委員長

手帳の打合せも順
調に進み次回理事会
に詳細が報告できる
と思います。会員増強についてお知り
合いの情報もぜひお寄せ下さい。
新田会員より前期で退会と云う事で

本日「退会届」を受け取りました。
○研修委員会 林 良健委員長
プロバスだよりに第一回体験講座の

報告が掲載されています。11月は「警
視庁警察学校卒業式見学」を企画して
おりますが、参加希望の方にはスケジ
ュール表を配付させて頂きました。参加
希望の方は現在14名です。参加される
方で車で来られる方は「車種」と「ナン
バー」をお知らせ下さい。
○地域奉仕委員会 渡辺 明委員長
5日開催の「正秋バンド」には菊池前

会長はじめ多数の方にご出席いただ
き、市民ホールは満杯となりました。後
援会長の澤田会員にご尽力いただき
支援団体に登録されました。27日「夢
ふうせん」バザーは、皆様ご来場いた
だき買いものなど頂きたいと思います。

同好会報告

○ゴルフ同好会 大島 芳幸幹事
24日に「第2回多摩３ＰＣ合同コンペ」
を相武カントリーで開催します。31日は
日野・飛火野ＲＣ合同コンペがありま
す。参加される方には資料を配付させ
て頂きました。

○旅行同好会
小島 康義会長

先月例会で発表させて頂きました企
画は参加者不足のため中止にしまし
た。参加希望をされた方数名で車を出
していってみたいと思っています。
○写真同好会

山本 英次会長
先月は「十五夜」でした。その時に撮

った高幡不動の写真です。ちょっときれ
いな写真です。今日は「十三夜」です。
きれいな月が見られると思います。
※昭和記念公園のコスモス、大変にきれいな写真2点

の作品も拝見させて頂きました。

○囲碁同好会 後藤 一郎会長
囲碁同好会を希望される方がおられ

ますが、八王子ＰＣで多摩ＰＣからも参
加して例会をしていると云う事でした。
ご希望の方は資料を矢野幹事からお
受け取り下さい。
詳細は資料でご確認下さい。

■メンバースピーチ

○テーマ｢我が家の犬たち」
小島 康義会員

私が小さな時に祭りの夜、犬に吠え
られて犬は苦手でした。飼うつもりもあり
ませんでしたが、共働きで娘も寂しかっ
たのか、娘に云われて飼うことになりま
した。犬種はシベリアンハスキーが希望
でしたが、ラブラドール・レトリーバーと

ゴールデンレトリーバーのミックスを飼うことになりました。
メスで申し込みましたが、オスが届きメスの名前「リリー」
を考えていましたので、そのまま「リリー」と名付けました。
警察犬の訓練学校に預け、飼い主もいって扱い方を教
えていただきました。学校の推薦で大会に出場して優勝
もしました。その後コーギーを2匹飼い我が家は犬が3匹
になりました。今は3匹ともおりませんが、逃走して川で遊
んでいたり、旅行に一緒に行ったり楽しい思いをさせて
もらい癒やされました。今もコーギーの子供など犬たちと
の生活が続いています。

誕生日スピーチ

※10月の誕生月
市川資忠会員(誕生日・10月18日)
明日84才の誕生日です。ゴルフが好

きで月に1～2回はコースに、練習は週
に１回は行っています。朝３時には目
が覚めてＮＨＫの懐かしい日本の歌を
聴いて、４時になると高僧の話がありま
す。毎日乾布摩擦は欠かさず行い、午
前中は息子の手伝いで配達をして、夕方からお酒の時
間になります。毎日規則正しい生活が続いています。

■プロバスソング斉唱

■閉 会 瀬川 爾朗副会長

先ほど、多摩ＰＣの会長と地域奉仕委員長にお越し
頂き大変ありがたかったです。当日は2時間を頂いてお
りますが、30分の質疑があるようです。
盛岡の小学校で同級会に参加してきましたが台風に

追いかけられました。勉強したことはみどりの窓口と改札
では話が違うと云う事です。皆様もお気を付け下さい。

矢野 凱弓会員

＜第２回プロバス３クラブ合同コンペ＞
開催日時 10月24日(木)
大型台風２７号が南方海

上で足踏みしたので、天気
予報は大変怪しかったが
コンペは予定通り開催さ
れ、２０名参加の盛会だっ
た。八王子９名（平均76歳）
多摩４名（75歳）日野（70

歳）で不思議にクラブの全会員平均年齢と近似してい
る。老いてますます意気盛んと言うところ。
前半は曇り空ながら文句なしのゴルフ日和、午後は流

石に雨に降られたが全員好成績で完走。
渡辺氏惜しくも年齢差で２位。ショートで２バーディ、２

パーの小島氏が３位入賞。後藤会長、後藤キャプテンと
も飛び賞に入り、日野勢は大活躍。
来年度は多摩ＰＣ（鈴木達夫氏が世話役）が幹事役と

なり、５月中旬に相武ＣＣで第３回が開催される予定。

＜今月の会報担当 松澤紀美子委員＞
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