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□■ 理事会

日 時 平成26年５月８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４２回例会＞
日 時 ：平成２６年５月１５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 35名
本日の出席者 32名
出席率 91.43％

【配付資料確認】

大坪冬彦日野市長到着
※市長紹介 後藤 一郎会長

■会長挨拶 後藤 一郎会長

本日は、日野市長大坪冬彦様をお迎えし親しくお話
を伺えることになりました。公務ご多忙の中、まことにあり

がたく厚く御礼を申し上げます。
本日の講演を整えた、例会委員会ならびに澤田会員

ほか関係各位のお力添えに感謝いたします。
お陰さまで、欠席者はどうしても仕事の関係で欠席さ

れた方は３名のみです。

さぞ残念に思っておられるでしょう。
ところでみなさん１１日の“ひの新選組まつり”に出か

けましたか。
大坪市長におかれては、日野宿名主佐藤彦五郎に

扮し両刀をたばさみ威風堂々行進の先頭を進まれました。

ご覧になられた方もたくさんおられると存じます。

“ひの新選組まつり”はすばらしいまつりになりましたね。
川澄貫主も“ひの新選組まつり”は全国区になったとあ
いさつされましたがまさにその通りです。日野の誇りのひ

とつに成長しました。
思い起こすと、１９９４年ごろ、土方歳三の縁で歳三の

戦死の地、函館の五稜郭ＲＣと日野・飛火野ＲＣが友好

クラブの縁を結び交流が始まりました。
そして、日野ＲＣ３５周年記念事業として土方歳三の

銅像を高幡不動尊境内に建立しました。町おこしと新選
組のきずなを太くする一助になったかなと懐かしんでお

ります。
そして、さらに思いおこすと、多摩川、浅川クリーン作

戦も１９９０～９１年度、日野・飛火野が共同してのろしを
上げ日野市に定着しました。このときの担当委員長が横
山さんだったと記憶しています。
２代前の市長さんのころでしたが、当初川のごみは日

野市では受け入れられない、と断られ河川事務所の管

轄などむつかしい折衝があったやにきいております。
そして、われらのプロバスクラブも日野・飛火野両クラ

会長・後藤一郎 幹事・矢野凱弓
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ブの肝入りで誕生しました。わがクラブでも市民に歓迎さ
れ根ずくような社会奉仕をみいだしたいものですね。み

なさん考えてください。
さて、５周年に関して報告いたします。先月の例会な

らびに例会後、有志会員によって５周年の進め方につ
いて話し合いがもたれました。私は旅行を予定していて

途中から失礼しました。
その席上、実行委員会の設置と委員候補があげられ

ました。この提案について先週の理事会で承認されたこ
とをご報告いたします。本日はその実行委員長に推され

た篠原委員長から関連の話がございます。
日社協の新年度会議案内が評議員の菊池さんに届

きました。菊池さんより確認がありましたので、理事会で
は引き続き評議員を務めていただくよう決議し、菊池さ

んに回答しました。

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.明日5月16日(金)、東京多摩PC創立10周年記念式典
が開催されます。会長はじめ6名が参加予定になって
います。

2．10ヶ月会計実績が後藤紀之会計より提出がありまし
た。予算通り推移しております。
繰越金約120万円の予定で、「きずな基金」に欠損金3
万円を繰り戻し20万円にします。5周年記念行事に60
万円を特定資金とします。

3．「ひの新選組まつり」が行われて、皆様のご協力を頂
きました。日野の「焼きカレーパン」が全国の準グラン
プリを取りました。当日は完売し、成功裡にスタートし
た様です。

4．その他、活動予定は下期スケジュール表に載ってお
りますのでお目通し下さい。

5．日野市制50周年記念の「今昔」写真集を購入しました。

□ 創立5周年記念事業実行委員会報告

篠原 昭雄実行委員長
1．創立５周年記念事業に関するこれま
での検討と実行委員会の設立

2．第２回実行委員会の開催と報告
1）５周年記念事業の趣意（主旨）
2）日時と場所・予算等
記念事業１ 式典および祝賀会
【担当 例会委員会・会員委員会】

記念事業2 記念講演 【担当 研修委員会】
記念事業3 記念誌発行 【担当 情報委員会】
記念事藁4 写真（展示その他の事業）

【担当 地域奉仕委員会】
3．実行委員会の組織と分担（担当）
4．５月例会での報告と協力依頼内容

※詳細は配付資料でご確認下さい。

本日の合計 10名 5,000円

累 計 94名 47,000円
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■委員会報告

○例会委員会 山本 英次委員長
今年度最後のメンバースピーチは、田口会員の「牛乳
の話」です。

○情報委員会 小西 弘純委員長
「訂正」一面“次年度役員理事発表”の中、例会委員
長・佐藤会員の名前を正しくは「佐藤郁夫」会員に訂
正をお願いします。

○会員委員会 小島 馨 委員長
会員手帳は先月お渡しすることが出来ました。一人退
会されましたので、今年度中に何方か推薦していただ
ける方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

○研修委員会 林 良健委員長
来週5月23日(金)「吹き矢体験講座」は参加者14名で

す。「吹き矢」は健康に良く自治体関連で健康福祉課が
主体になって推進している所が沢山あり、介護･福祉施
設、学校、企業など多くが取り入れております。
○地域奉仕委員会 渡辺 明 委員長

1．「新選組まつり」では、澤田会員と島
倉会員には暑い中ありがとうございま
した。来年も要請があると思いますの
でよろしくお願いします。

2．「吹き矢」今回研修委員会と地域奉
仕委員会の共催で開催します。クラ
ブ事業として取り組みたいと思ってい
ますので、ご協力をお願いします。

※「健康吹き矢の研修会」報告
5月23日（金）に研修委員会と地域奉仕委員会共催の

「健康吹き矢の研修会」を実施いたしました。
当日は矢野凱弓幹事、菊池昭雄前会長を含め11名

の皆さまが集まり、林会員の指導のもと「健康吹き矢」の
基本特に腹式呼吸の効用及び3種類の的の説明を受け
てから、皆さま一通りの練習を行った後に各組に分かれ
て点数競技に入りました。
結果は、競技的は鷲尾会員、ビンゴ的は横山会員、

レクレーション的は奥会員が50点満点でなんと40点と離
れ業をやりましたが、総合優勝者は各的が高得点の横
山さんが総合優勝で各的賞と総合優勝賞を獲得致しま
した。競技終了後に皆さまとお茶を飲みながら懇談し終
了致しました。大変お疲れ様でした。
※「ひの新選組まつり」報告

同好会報告

○ゴルフ同好会 大島芳幸ゴルフ同好会幹事
1．5月22日(木)相武C．C「第3回多摩３プロバス合同コン
ペ」開催。

2．6月17日(火)DMDゴルフ場「クラブ親睦コンペ」開催。
3．「日野・飛火野RC合同コンペ」日程は後日報告。
※「第3回多摩３プロバス

合同コンペ」報告í

○写真同好会
山本英次写真同好会会長
6月25日(水)～6月29日

(日)まで新宿パークタワー
で「東京都1000人展」に
菊池会員、矢野幹事、渡
辺会員、山本会員、小西会員が出展します。傑作秀作揃
いです。皆様にぜひご覧になって頂きたいと思います。

卓 話
【大坪冬彦様のプロフィール】
現住所 東京都日野市万願寺在住、大田区出身
昭和３２年１２月８日生
昭和５６年 ３月 一橋大学経済学部卒業
昭和５６年 ４月 日野市役所入所
平成２０年 ２月 健康福祉部長に就任
平成２３年 ２月 まちづくり部長に就任
平成２５年 ４月 日野市市長就任
※テーマ「日野市の近未来と市政の課題」

日野市長 大坪 冬彦様
今日はお招きいただきあ

りがとうございます。昨年4
月に市長に就任して1年が
立ちました。
今日はテーマにもありま

す通り「日野市の近未来と
市政の課題についてお話しをさせて頂きます。」
資料① 「近未来と市政の 課題」
資料② 「26市の財政力指 数の推移」等
資料③ 「市政の課題」(ごみ処理)、(待機児童)、 (区画
整理事業)。以上について時間の制限もあって申し訳

ありませんでしたが、丁寧なご説明をいただきました。
※詳細は配付資料でご確認下さい。

誕生日スピーチ

※後藤 紀之会員
会員がこんなにいらっしゃるのに5月

生まれは私一人と云う事にびっくりしま
した。両親は早くなくなりましたが、あと
1年すると両親より長く生きることになり
ます。今まで借金をしたことはありませ
んでしたが、60才を過ぎて35年ローンを
組みました。当然息子に引き継ぎます

が、何才まで元気に返済が出来るか、これが生きがいと
云えば生きがいで頑張りたいと思います。

■ プロバスソング斉唱

■閉 会 瀬川 爾朗副会長
市長の話を伺い、いつも思うことは自

分の過去と未来が見えてきます。日野
は現在こうだから自分もこれからこうなり
そうだと身近に聞こえてくるのは市長さ
んの持ち味でしょうか。我々はこの世で
好まれるのか嫌われるのかの境目にい
る様です。このままさよならをした方が良
いのか、100才まで頑張るのかの決心が

なかなか付きません。そんなことで多くの方々の話を聞
きたいと思っています。

「東京多摩プロバスクラブ
創立10周年記念式典」

◇開催日時：平成26年5月16日(金)

◇開催会場：多摩アカデミーヒルズ

＜今月の会報担当 松澤紀美子委員

※写真提供 矢野凱弓幹事

写真左より
鷲尾昭夫次年度副会長
菊池照雄前会長
立川冨美代全日本会長代行
瀬川爾朗副会長
後藤紀之副幹事
矢野凱弓幹事
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