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□理事会
日 時 平成26年10月9日(木) 10時～12時
場 所 日野市民会館・３階和室

■開 会 泊谷時男例会委員

＜第４７回例会＞
日 時 ：平成２６年10月１6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 33名
本日の出席者 26名
出席率 78.78％

【配付資料確認】

■会長挨拶 鷲尾 昭夫会長
大型で強い台風19号は日本列島を

縦断しました。10月2つ台風が上陸した
のは史上初めてとかですが、広島の土
石流災害、御嶽山の火山爆発と、このと
ころ天災地変が続いており、被害にあ
われた方々にお見舞い申し上げます。
ここ数年、想定外の事件事故が度々

おこっており、既存の概念に基づく想定
を越えた想定をしておかなければならないのではないか
と感じております。
身近では「オレオレ詐欺」が手をかえ品をかえ、これま

での想定を超えた手法が考えられ、ご老人の被害が馬
鹿にならない金額になっているようで、警察もその対応
に追われています。
規模の大きさや、天災と人災の違いはあるものの、所

詮は自分を守るのは自分であることを肝に銘じ、対策を
考えておく必要があると思います。
一寸先は闇ばかりではありません。日本人３人がノー

ベル賞を受賞しました。ＬＥＤの明るい光が将来の希望
を照らし出してくれるでしょう。

□幹事報告 後藤 紀之幹事
1．11月23日開催の全日本プロバス協議会総会及び懇
親会の出席者は14名(内2名は総会のみ)となりました。

2．5周年記念事業実行委員会第2回会合で記念講演の
講師として航空評論家の小林宏之氏が挙げられ、快
く受諾して頂きました。

新会員紹介
※会員委員会 中村代志子委員長
新会員 須山 裕子様
誕生日 5月3日
趣 味 旅行、読書
住まい 日野台
仕事はニューグランドホ

テルでブライダルアドバイ
ザーをされていました。

※挨 拶 須山裕子会員
以前からご近所で誘われていました。

今後とも宜しくお願い致します。
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にこにこワンコイン 泊谷時男例会委員
後藤紀之幹事 来年の5周年記念事業、記念講演第１

講師候補の小林さんが快く引きうけてく
れました。少額の講演料で申し訳ない
んですが、大丈夫だと思います。

菊池昭雄会員 昭和６年１０月３０日生まれ、８３回目の
誕生日。

後藤一郎会員 秋日和に感謝して・・・・
奥 修兵会員 被災された方々のお悔やみと、荒ぶる

御嶽山へ静まってくれと祈る。
矢野凱弓会員 今年は列島直撃台風が多いですね。で

もプロバスの行事は済州島旅行、ロータ
リーとの小金井ゴルフとも良い天気に恵
まれハッピーでした。

渋谷文雄会員 ノーベル賞受賞を祝う。
本当にうれしかった。おめでとう=

林 良健会員 コーラス同好会本日指揮者、伴奏者も
揃いスタートを切ります。ありがとうござ
います。

中村代志子 前々からお声を掛けていた須山裕子さ
会員 んが新会員となって下さった。万歳>

皆さんよろしくお願いします。
小島 馨会員 東京オリンピックの年に上京して５０年。

先日函館で同期幹事を無事終え、その
足で稚内まで行って来ました。

小西弘純会員 クラブのホームページが出来ました。
あとは、同好会のページなど同好会会
長さんにお願いすることなどがありま
す。一度見ていただき、ご意見をお願
いします。

小島康義会員 カンコク旅行無事行って参りました。
島倉邦子会員 退会=お世話になりました。

楽しくプロバスクラブに参加させて頂い
ていましたが、７月より会社統合の為、
木曜日がミーティング会議でプロバスに
出席できなくなり、退会させて頂きます。
会員増強チームにいて本当に申し訳あ
りません。

■委員会報告
○例会委員会 佐藤 郁夫委員長
本日のお弁当3ヶ残りました。各委員

長は、把握して連絡をお願いします。
11月会員スピーチは渋谷文雄会員、

12月会員スピーチは菊
池昭雄会員にお願いし
ます。

○情報委員会 小西 弘純委員長
47号のプロバスだよりをお手元に配付

しました。又、新しいクラブのホームペー
ジも、ぜひご覧になってください。

本日の合計 12名 6,000円

累 計 39名 19,500円
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○会員委員会 中村代志子委員長
理事会で承認され、新しい会員誕生>

須山裕子さんです。よろしくお願いします。
又、残念ながら10月限りで島倉邦子さん
が退会となりました。
一人増え一人減とな

りますので各委員会ごと
に新会員の増強にご協

力お願いします。
※島倉邦子会員 会社の統合と云う事
で残念ですが退会になりました。クラブで
は楽しませて頂きありがとうございました。

○研修委員会 横山 好忠委員長
火山が生み出した大自然の芸術が済

州島のシンボルであり、世界自然遺産、
城山日出峰が著名。歴史と文化は国立
博物館で研修、民族村は1500人今も住
んでいるユニークな村であり、全て昔の
ままの草茸屋根です。どろぼう、門、乞
食がいない(三無)の島と云う事が、この

民族村で体感出来ました。
○地域奉仕委員会 須藤 正義委員長
本日は「夢ふうせん」へのバザー用品

を数多く提供して頂きまして有難うござ
いました。当プロバスクラブとして障害を
持つ人達にこのように支援をすると云う
ことは、とても意義のあることと思います。
なお､提供された品は今日2時30分

頃､受取りにくることになっております。

同好会報告
○ゴルフ同好会 矢野凱弓同好会会長
※ロータリーとの合同ゴルフコンペ報告
10月2日、超名門「小金

井カントリー」でスポンサー
クラブの日野ＲＣ、飛火野ＲＣ
との日野3クラブ合同コンペ
が盛大に開催された。
今回は当クラブが幹事役

で後藤前会長以下腕に自
信の在る8名が参加。5組20
名の競技結果は3位小島康義氏、5位矢野同好会長が
入賞、後藤一郎氏はニアピン、澤田研二氏は馬券大当
たり。黒澤氏はプロバス内で勿論ベスグロ。田口氏は偶
々ハンディがきつく出て入賞を逸した。渡辺氏は幹事と
して獅子奮迅の活躍。大島氏はがっちり順位賞を獲得。
なお、菊池昭雄氏は後半より参加。表彰パーティをビデ
オ撮影された。ＤＶＤの完成が待たれる。

○写真同好会 山本英次同好会会長
5周年記念写真展を開催します。日

野市の様々な情景を1年間の四季をＡ４
版の作品にして下さい。締切は来年の
8月末です。5周年記念会場で発表します。

○コーラス同好会
林 良健同好会会長

女声４名・男声15名の混声でスタ－ト
します。原則として練習は以下の通りです。
東京光の家 第1木曜 13:00～15:00
高幡不動尊 第３木曜 15:00～17:00
第1回打ち合わせ会 会場「サカエヤ」

日時10月25日（土）18:00
上記以外は、次回の例

会で連絡します。

※ご指導下さる柴田啓介様
伴奏の福田大和子様に演
奏を聴かせて頂きました。
左より 福田様、柴田様 í

○旅同好会 小島康義同好会会長
今月末に下見に出掛けてきます。そ

の様子を見てから皆様に報告させて頂
きます。

５周年記念実行委員会
※５周年記念事業実行委員会

篠原 昭雄委員長
配付資料「創立5周年記念事業検討

の経過と現状について」を元に説明があ
りました。
①記念式典祝賀会の日時、会場、予定
動員数と記念式典、祝賀会の次第予
定が報告されました。

②記念講演講師については航空評論
家(元日本航空機長)小林宏之氏を第

一候補として後藤幹事が折衝を進めています。
③記念誌は式典終了後に配付とし、予算の検討を進め
る事になる。

④記念事業は引き続き地域奉仕委員会で検討願うが、
一泊記念研修旅行やクラブ活動活性化討論会などに
も賛成意見が多数あった。

卓 話「牛乳の話」 田口 賀夫会員
明治乳業40年間の実績からお話し頂

きました。スーパーでは米よりも牛乳と卵
がメイン商品であり、小学生の中には牛
乳は工場で生産されていると思っている
子もいるために見学コースも出来ている
状態です。歴史は紀元前からあり、5000
年前には山羊の乳がありました。牛乳は
10～15度位保管しないと1週間程度しか

持ちません。菌の中にも良い菌としてヨーグルトがありま
す。保管がきかない為に厳しい規格が設けられています。
一頭の牛に3回妊娠させて300日牛乳を８㌧出し続ける
様に品種改良がされています。北海道は広大な土地に牧
草が豊富にあるが、内地は牧草の土地もなく輸入に頼ってい
ます。牛乳は乳脂肪3％以上など規格が決められていま
す。この後牛乳の歴史、文献についてお話し頂きました。

誕生日スピーチ

○市川 資忠会員(誕生日・10月18日)
85を過ぎると、割合元気で夜に一杯飲

んで、家内とちょっと言い争って寝れば良
いという事で、朝は6時半のラジオ体操か
ら始まり、ゴルフは飛ばないからＯＢはあ
りませんが、楽しみながら続けたいと思っ
ています。

○菊池 昭雄会員(誕生日・10月30日)
生まれは陸前高田市で震災では大き

な被害が出て、一本の松が残ったと云う
事で有名になりました。私の名前は「昭
雄」“あきお”と書きますが、“てるお”と読
みます。親が言うには天照大神を信じ、
一字を使いたいと考え「照」の一字を頂い
たと云う事です。

■プロバスソング斉唱

■閉 会 山本英次副会長
本日の例会は、多岐にわたり、須山さんの入会はおめで

たい事でしたが、島倉さんの退会というアクシデントがありま
した。５周年記念例会の講話者が航空評論家の小林宏之
氏に決まった事も喜ばしいことでした。
加えて、コーラスの指導をして頂ける「柴田啓介さん」の

歌声を聴けたことも嬉しい事です。この活力をこれからも維
持して行き、来年の５周年に向かいましょう。また、高幡不
動尊から来年のカレンダー１部2,500円。ご協力ください。

編集・発行 情報委員会
小西弘純・小林昭治・田口賀夫・曺 一男・矢野凱弓

ホームページ http://hinopc2010916 . j imdo.com/


