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□■ 理事会

日 時 平成26年４月10日(木) 10時～12時
場 所 日野市民会館・３階第一会議室

開 会 山本英次例会委員長

＜第４１回例会＞
日 時 ：平成２６年４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 36名
本日の出席者 31名
出席率 86.10％

【配付資料確認】

■会長挨拶 後藤 一郎会長

今、新緑がすばらしいですね。近隣の山々の多彩な
色合い、その暖かさが気持を豊かにしてくれます。
さて、新年度に備え理事役員の候補者の選定の時期

となりました。
先週の理事会に瀬川副会長より新年度理事役員の

候補者の提案があり、審議の結果その提案を承認いた
しました。
次期副会長すなわち次々年度会長に鷲尾昭夫さん

が候補者に決まりました。
鷲尾さんどうぞよろしくお願いいたします。
ご承知の通り、鷲尾さんの年度には５周年記念を祝う

行事を予定しております。
周年行事はわれわれ会員が、会の成長発展を確認し

喜び合う行事であります。そして、外に向かっては、その
成長をご披露し感謝と御礼を申し上げ、さらに５周年の
祝いの神輿を全員で担ぎます。お知恵とそして労力を借
しまずご提供いただきますようにお願い申し上げます。

最後にお願いです。
来月の例会では日野市長にご講演をいただきます。

「各委員長には全員出席を達成してください｡」とお願い
しています。
公務ご多忙の中お時間をいただきました。礼を尽くし

ましょう。

にこにこワンコイン 山本英次例会委員長

□幹事報告 矢野 凱弓幹事

1．始めに今日一番重要な事として次期役員体制につ
いて瀬川爾朗副会長から報告をお願い致します。
役員理事の承認は6月の例会終了後に総会を開催致
します。本日は公式に内定と云う事になります。

本日の合計 14名 7,000円

累 計 84名 42,000円

会長・後藤一郎 幹事・矢野凱弓
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2．全国プロバス協議会理事に後藤一郎会長が就任さ
れることになりました。任期は平成26年11月23日より2
年間で再任は妨げないと云う事になっています。
11月23日は横浜で全国大会が開催されます。近隣で
の開催です。多くの参加をお願い致します。
又、現在全国プロバス協議会の会費は年間3,000円
です。会費を上げるわけにもいきませんので賛助会員
制度が考えられています。案内が届いたら多数の応
募を期待したいと思います。当クラブから理事が出ま
すので可能な限りのサポートをしていきたいと願って
おります。宜しくご協力をお願い致します。

3．「日野よさこい祭り」は従来は渡辺地域奉仕委員長と
佐藤副委員長にご苦労をお願いしておりましたが、開
催日時が7月27日の次年度となりますので、須藤正義
会員、山本英次会員にお願い致しました。

4．「日野新選組まつり」は5月10日(土)・11日(日)開催で
す。皆様から前回寄付金をいただき30,000円とクラブ
より20,000円で50,000円を事務局に納めました。
今年はパレードではなく、扮装して記念写真のモデル
さんになっていただく方二人を実行委員会より希望さ
れています。

5．5月16日(金)に東京多摩ＰＣの10周年記念式典･祝賀
会が行われます。後藤一郎会長はじめ５名の方に招
待状が届いています。参加希望の方がいらっしゃいま
したらお申し出をお願い致します。

６．各行事で出欠の返事を求められますが、対応が遅か
ったり、無回答のままだったりのケースがあります。ご面
倒でも期日までに必ず「出欠」の返事を出して下さい。

※次年度理事役員発表
瀬川 爾郎副会長

会 長 瀬川 爾朗副会長
副会長 鷲尾 昭夫会員
幹 事 後藤 紀之副幹事
副幹事 大島 芳幸会員
会計監査 市川資忠会員、信田侑子会員

例会委員長 佐藤 郁夫会員
情報委員長 山本 英次会員
会員委員長 中村代志子会員
研修委員長 横山 好忠会員
地城奉仕委員長 須藤 正義会員

※創立5周年記念準備委員会報告
例会終了後、創立５周年記念実行委員会の検討会
を開催致します。
候補として初代会長以下、全員が分担して記念式典
を進めていきたいと思います。参加予定としては、篠
原昭雄会員、菊池昭雄会員、後藤一郎会員、鷲尾
昭夫会員、澤田研二会員、奥修兵会員、矢野飢弓
会員、後藤紀之会員、ほか会員全員が参加して盛り
立てて頂きたいと思います。

※「日野よさこい祭り」の役員は須藤正義会員、山本英
次会員にお願いして、日野市に届けさせて頂きました。
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■委員会報告

○例会委員会 山本 英次委員長
５月例会に日野市長がお越しになります。皆様全員

出席で日野市長をお迎えしたいと思います。ご協力をお
願い致します。
○情報委員会 小西 弘純委員長
ホームページについて日野ＲＣの幹事がお見えにな

って次年度からは自前でお願いしたいと申し出がありま
した。ホームページの制作など分からない点が多いと思
いますが初期設定はお手伝いいただけるという事です。
○会員委員会 小島 馨 委員長

「会員手帳」が完成致しましたので皆
様のお手元に配付させていただきまし
た。皆様のご協力で出来上がりました。
13ページ小林会員の「所属団体」の所

“京都”になっていますが「東」を加筆して
頂き「東京都」に訂正をお願い致します。
ご確認いただき訂正がありましたらご連絡

をお願い致します。
手帳を開くと“安孫子さん”がいらっしゃいますが、残

念ですが本日で退会と云う事です。
※安孫子秀子会員
長い間三味線のお稽古をしております

が、稽古場が変わり木曜日のお稽古にな
ってしまいました。例会出席が無理になり
ましたので退会させていただきます。
大変お世話になりました。

○研修委員会 林 良健委員長
「吹き矢体験講座」のご案内を配付させていただきま

した。今回は“地域奉仕委員会”と“研修委員会”合同開
催です。「吹き矢」は行政が取り組んでいる所も多く、我
々の年代としては「吹き矢」の健康効果も大きくピッタリと
考え開催することになりました。5月15日までに出欠確認
票のご提出をお願い致します。
○地域奉仕委員会 渡辺 明 委員長
①「多摩川･浅川クリーン作戦」
日 時 4月20日(日) 9時30分～11時
“クリーン作戦”終了後親睦会の開催も致します。

②「日野新選組パレードむ
日 時 5月10日(土)・11日(日)

旧甲州街道でパレードを行います。時代役人姿を昨
年は山本会員と新田会員にお願いしましたが、今年
は澤田会員と島倉会員にお願いしました。会員皆様
にはお二人の応援にご参加をお願い致します。

【「多摩川･浅川クリーン作戦」実施写真報告】

同好会報告
○ゴルフ同好会

大島 芳幸幹事
4月 1 0日

(木)に日野･
飛火野ＲＣ
合同ゴルフ
コンペを相武C.Cで開催しました。
次回は5月22日(木)にプロバス３クラブ

合同ゴルフコンペが行われます。

※写真提供 矢野凱弓幹事

6月17日(火)に日野PC親睦ゴルフコンペをGMG八王
子ゴルフ場で行います。
○写真同好会 山本 英次会長
6月に「東京都1000人展」が行われます。昨年は10名

の方に出展していただきましたが、今月中にボートが届
きますので「同好会」に入っていらっしゃらない方にも出
展をお願い致します。

メンバースピーチ

※テーマ「残った私の人生と夢」
横山 好忠会員

私の出身は北海道の網走地方です。
北海道は歴史、伝統がない所と思ってい
ました。3年ほど前に北海道を回ってみま
した所、貝塚、縦穴住宅などが多くありま
した。私が育った場所にこのような貴重な

場所があったことを全く知りませんでした。調べていくと
北海道は海面が現在より100m位低く、本州、ユーラシア
大陸とつがっていて動物も行き来していた事を知りました。
又、私は世界中、特にヨーロッパの家具を扱い、世界

の文化の架け橋をしてお役に
立ちたいと50年近く仕事をして
います。
縄文時代の遺跡から興味を

持つ様になって、調べてみま
したので、専門家でもありませ
んがお話しをさせて頂きます。

誕生日スピーチ

※林 良健会員
私は、誕生日というのは生まれた本人

がお祝いされるものではなく、親を祝うべ
きと思っています。
私は唯一70いくつになっても子供にな

れる日が誕生日で、その時に両親の事
を思います。

私は「もとを忘れるな。最も大切な我が命のもとは両親
である。親を尊敬し、親を大切に、日夜孝養をつくすの
は、親が偉いからではない、強いからではない。世にた
だ一人の私の親だからである。私の命の根元であり、む
しろ私自身の命である親だからである。」を記し、私の両
親の生まれた日と亡くなった日、結婚した日、奥さんの
両親についても記しています。
私は25代目になります。25代目というのは計算上33,5

54,432人の先祖がいることになります。すごい命で授か
ったもので配偶者も同じです。
奥さんの家系図には織田信長が入っていて血が入っ

ていることが想像できます。

■ プロバスソング斉唱

■閉 会 瀬川 爾朗副会長

最近の気候は非常に迷っている様な気候です。天気
が安定している様に見えますが、気圧配置が北に動くの
か、南に動くのか今年の天気の恐ろしさを感じていま
す。今年の大雪も気象庁ではさりげなく受け流している
様に見えましたが、その結果は何十年ぶりの被害をもた
らしたことが今になって分かりました。やはり世の中の動
きは自分の目で見て、感じる事が大事と思っています。

＜今月の会報担当 小林昭治委員＞
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