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□理事会
日 時 平成26年11月13日(木) 9時30分～10時30分
場 所 日野市民会館・３階第1会議室

■開 会 黒沢直明例会委員

＜第４８回例会＞
日 時 ：平成２６年11月20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 27名
出席率 81.82％

【配付資料確認】

■会長挨拶 鷲尾 昭夫会長

明11月21日衆議院が解散されます。
何故年末の忙しいときにやるのか、大義
名分がないとかいろいろ批判が出ています。
しかし、今は財政再建、社会保障の充

実を図る、消費税増税問題をはじめ原
子力発電をめぐるエネルギー対策、沖
縄基地移転も絡む集団的自衛権の範囲
など問題が山積みしており、一刻の猶予

も出来ない状況にあると思います。
これらの問題の捉え方、考え方はいろいろあると思い

ますが、有権者としては例え次善の策としても、どの政
党、どの候補者に政局を任せるかを判断し意思表示を
する事が大事だと思います。
必ずしも全権委任とは行かないかもしれませんが、次

世代の人々に何を残すか良く考えて一票を投じたいと
考えます。
選挙管理委員会から何ら要請は受けておりませんが、

棄権せず投票所に行くようにしましょう。

□幹事報告 後藤 紀之幹事
1．1月の理事会は1月15日(木)の9時30
分～10時30分に行い、その後5周年
記念実行委員会を開催しますが、会
場は豊田駅前「ゆうりか」になります。
又、例会は1月22日(木)17時より立川
グランドホテルで行い、その後懇親会
を行います。

2．11月22日(土)・23日(日)に「たかはた
もみじ灯路」が行われますが、22日17時40分からの開
会式には鷲尾会長が出席予定です。

3．11月23日(日)に横浜で「全日本プロバス協議会」の総
会が開催されます。

にこにこワンコイン 黒沢直明例会委員

鷲尾昭夫会長 中1の孫が校内合唱コンクールで指揮
をし学年1位を獲りました。中3の孫のク
ラスも学年1位を獲り、おじいちゃんとし
ては二冠達成で大満足の演奏会でした。

会長・鷲尾昭夫 幹事・後藤紀之
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後藤紀之幹事 孫の一人の小学校受験も終わりホッとし
ています。

菊池昭雄会員 コーラス同好会「日野プロビアンズ」発
足。会長就任。乞御支援。

後藤一郎会員 お寒くなりました。体調をしっかり管理し
ましょう。

矢野凱弓会員 小学校のクラス会で石垣島へ行って来
ました。島に住む「サラダ日記」の歌人、
俵万智に会えて本にサインを戴きニコ
ニコです。

渋谷文雄会員 11月5日満85才となりました。戦後動乱
の中で死んだ学友達に申し訳ないと毎
朝仏前に冥福を祈っています。

山本英次会員 11月は私の誕生日であります。
平々凡々な人生ではありましたが、7人
の孫に囲まれて楽しく老後を過ごせる
事を嬉しく思っています。

林 良健会員 第１回11月3日、第2回11月13日、2回練
習が終わりました。2日間楽しく声を出し
ました。今後が楽しみです。

小島康義会員 残念ながら0匹。イナダ1本、サシミがお
いしかったです。次回に望みを掛けます。

小島 馨会員 子供達が卒業した東海大菅生高校野
球部が東京都で優勝し、春の選抜(甲
子園)出場出来そうです。

小林昭治会員 11月22日(土)・23日(日)の2日間、無事
に開催出来ますように=

小西弘純会員 皆様お寒くなりました。
フトンの中がヌクヌクして気持ちよく、な
かなかフトンから出られません。

■委員会報告
○例会委員会 佐藤 郁夫委員長
皆様、本日のお食事はいかがでした

でしょうか。本日の料理はいつもと200円
安いものにしましたが、ほとんどいつもと
変わりないと思いました。尚、12月はい

つも通り第3木曜日(12/1
8)に高幡不動尊客殿で
行います。年明け1月22
日(木)第四木曜日となります。新年会を
兼ねて立川グランドホテルにて17時からです。
○情報委員会 小西 弘純委員長
本日、プロバスだより第48号を発行し
ました。又、この48号はクラブホームペー
ジ上には例会の週、月曜日午後にはア
ップしております。
○会員委員会 中村代志子委員長
別に報告事項はありませんが、5周年

には、現在33名ですが、40名を目標に
一人でも多く会員を増やしていただきた
いと思います。ご協力をお願いします。

本日の合計 12名 6,000円

累 計 51名 25,500円
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○研修委員会 横山 好忠委員長
ご存知の通り渋谷さんは中国に関して

は権威者であり八王子プロバスクラブで
も卓話を行い大変好評を頂いています。
いつの間にか、日本から一番近い国で
ありながら、一番仲の悪い国です？
しかし、今やグローバル社会になり、

新しい発想で、アジア経済圏として共存
して世界的に対抗出来る道を構築しないとアジア、日本
の活性化も出来ない？ような気がいたします？
ご承知のように、現実は毎日とんでもないと思われるよ

うなニュースが賑わっています？
中国は一体何を考えているのか？歴史的な背景から

も知りたいところですが？欲張ったお願いですがその点
のさわりの所も触れていただければ幸いです。
内容の濃いお話が聞けますので、通常通り14;30で閉

会しますが、残れる人は30分延長してお
願いしてありますのでよろしくお願い申し
上げます。

○地域奉仕委員会 須藤 正義委員長
特に報告事項はありませんが、今後と

も皆様のご協力をお願い致します。

同好会報告

○ゴルフ同好会 矢野凱弓同好会会長
12月16日(火)相模原市の長竹ＣＣで開催予定の第６

回日野プロバスコンペには現在１７名が参加登録、あと2
～3人増える見込みです。
なお、10月23日の多摩近隣３クラブ合同コンペには９

名がスタンバイしましたが（全部で20名）、雨天中止でした。

○写真同好会 山本英次同好会会長
写真同好会は、個人としての活動が

中心となりますが、これからの季節は、被
写体として素晴らしいものが沢山現れま
す。先日の高幡不動尊五重塔のブルー
ライトアップや菊まつりの様に被写体を
捜して写真を撮りましょう。読売ランドのイ

ルミネーションや多摩センターのイルミネーションなどが
素晴らしいと思います。

○旅同好会 小島康義同好会会長
旅行先(草津温泉)の下見に行って来

ましたが(10/31.11/1)温泉はとても気持
ちよく楽しんできましたが、食事が良くな
く再度検討致します。安い旅行(7900円
でしたが、残念に思いました。今しばらく
お待ち下さい。

○コーラス同好会 林 良健同好会会長
第１回11月3日、第2回11月13日、2回

練習が終わりました。1回目の練習は「ふ
るさと」を歌い、発声練習とそれぞれの紹
介などを行い楽しく行いました。2回目は
「ふるさと」「我は海の子」などを歌い、喉
を潤しました。次回は12月4日(木)、12月

18日(木)に行います。

○ご案内 菊池昭雄会員
皆様のお手元にチラシをお配り致しま
したが、「おとなの食育」開催のご案内です。

日 時 11月29日(土)
12時～16時

会 場 ひの煉瓦ホール
料理評論家山本益博様のプロフィー

ルなど詳細はチラシでご確認下さい。

卓 話「中国を見る」渋谷 文雄会員

国土面積960万km2、人口14億人の面
積・人口ともに大国の話から始まり、政治
形態は中華民国、中華人民共和国と変
わり、孫文、毛沢東から蒋介石への変遷
に入った。八党から多党ではあるが共産
党の指導下による一党独裁となってい
る。党員数は三角形の上から政治局常
務委員7名、政治局員25名、中央委員205名、党員800
名、全人代3,000名が居る。トップの常務委員には習近
平、李克強、．張徳江、兪正声、劉雲山、王岐山、張高
麗、孫政才、胡春華、李源潮、汪 洋、趙楽際で構成さ
れている。他に基本政策、政治課題、経済、教育に至る
まで正に中国を覗かせていただきました。

誕生日スピーチ

○渡辺 明会員(誕生日・11月3日)
私は戦中派です。戦争のことは覚え

ておりません。11月3日は昔の「明治節」
で、単純に「明」と付けられたと思ってい
ます。家内は1月3日、息子が1月13日、
娘が10月13日の1.3と云う事で、息子が
生まれた次週に競馬で1.3と云う万馬券
が出ていました。買っていてれば儲かっ
ていたことになります。

○渋谷文雄会員(誕生日・11月5日)
私は戦争では中国に行きまして7月25

日に招集が掛かり、、8月15日に終戦と
なりました。85才になりましたが、戦争だ
けは絶対にしてならないという思いで
す。

○山本 英次会員(誕生日・11月26日)
私の生まれた昭和16年11月は、太平

洋戦争勃発の２週間前でした。長い間、
兵に取られていた父に代わり、母親の頑
張りで戦後の混乱期を生きてきました。2
7歳で平凡なお見合いをして、運よく良
き妻に巡り合い、苦労をしましたが、長
男、長女に恵まれ、今は、７人の孫に囲

まれた平和な老後を過ごしております。
この間の戦争の無い平和を嬉しく思いま
す。

○信田侑子会員(誕生日・11月13日)
私はご挨拶は苦手で、何しろ踊り一

筋で来ました。
今後とも宜しくお願い致します。

■プロバスソング斉唱

■閉 会 山本英次副会長

渋谷さんの中国のお話しを伺いまして、これまで中国
や韓国へ偏見を持っておりましたが、巨大な力を持ちつ
つある中国というものを改めて見直さねばならない事を
知らされました。
今後、注意深く関心を持って見守らなければなりませ
んね！
５周年記念事業の骨格が固まりつつありますので、皆

様の一層のご協力をお願いいたします。
本日は、これにて散会といたします。
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