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□理事会・５周年実行委員会
日 時 平成27年4月9日(木) 9時00分～12時00分
場 所 日野市民会館・３階第1会議室

□開 会 泊谷 時男 例会委員

＜第５３回例会＞
日 時 ：平成２７年４月１６日(木)

12時30分～14時30分
会 場 ：高幡不動尊 客殿2階
【出席報告】 会員総数 34名

本日の出席者 30名
出席率 88.23％

【配付資料確認】

■会長挨拶 鷲尾 昭夫 会長

桜吹雪が舞っています。日本では四
季折々の風景を楽しむことが出来ま
す。顔を合わせればお天気の挨拶から
はじめられることはスムーズな会話のき
っかけとしては最高と思います。会話を
かわすことによりお互いの知識や経験
を知り、それを生かして地域社会に奉
仕することが出来ます。これこそ、当ク

ラブの目的とするところなのです。
当クラブは近々五周年を迎えることになりますが、それ

に先立ち山本副会長より来年度の理事役員の候補者に
ついて提案があり、理事会としてはこの提案を承認致し
ました。
記念行事の実行部隊でもあり、総会で選任された暁

には、その活躍が大いに期待されます。会員全員でサ
ポートしていきたいし、サポートする様お願いいたします。
日野市の行事として「第18回ひの新選組まつり」が5月9/

10日の両日開催されます。地域社会との更なるつながりを
強めるためにも多勢の方の参加をお願いします。

□幹事報告 後藤 紀之 幹事

1．日野市社会福祉協議会より次期評
議員の人選依頼 （任期2年）が届い
ております。協議の結果、鷲尾会長
にお願いすることで理事会全員の賛同
を得ました。
2．今年度の「新選組まつり」への寄付
依頼が届いておりますが、例年通り
クラブより\20,000, 有志の寄付とし

て\30,000、合計\50,000を当クラブとして寄付すること
が理事会で承認されました。

3．八王子PCより5月14日（木）、「第19回生涯学習サロン」
閉校式への出席依頼をいただきました。参加希望が
なければ鷲尾会長が出席されますが、次週の例会で
参加希望者を募ります。
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○2015～16年度役員及び理事(案)報告
次年度 山本 英次 会長

本日、役員理事の皆様をご本人了解の基に決めさせ
て頂きました。
役員 会 長 山本英次会員
役員 副会長 小島 馨会員
役員 幹 事 大島芳幸会員
役員 副幹事 奥 修兵会員
役員 副幹事 横山好忠会員(会計担当)
理事 例会委員長 須藤正義会員
理事 情報委員長 矢野凱弓会員
理事 会員委員長 澤田研二会員
理事 研修委員長 林 良健会員
理事 地域奉仕委員長 土方尚功会員
会計監査 後藤一郎会員
会計監査 渋谷文雄会員

皆様のお手元に、次年度希望委員会のアンケート用
紙を配付させていただきました。
例会終了後に回収させていただきますので宜しくご協

力をお願い致します。

にこにこワンコイン 泊谷 時男 例会委員

山本英次 本日、次期役員の皆様が決まり、報告さ
副会長 せていただきます。

５周年に向けてご協力をお願いします。
小島 馨会員 会員スピーチ篠原さん楽しみに致して

おります。
林 良健会員 両親に感謝したいと思います。
澤田研二会員 13年間務めた自治会長ですが、何とか

卒業させてもらいました。
何せ退任届を出し続けること10年、よう
やく受け取ってもらいました。
まさしくバンザイです。
今後は顧問として、側面からサポートし
て欲しい、の条件付きですが。

小島康義会員 無事に「のんびり湯ったり草津温泉」が
すみました。ありがとうご座居ました。

小西弘純会員 5周年記念誌の編集に入りました。
10月発行に間に合わせるため、皆様の
ご協力をよろしくお願いします。

後藤一郎会員 気持ちの良い日を愛(め)でて。
曺 一男会員 暖かい 春の日差しに 感謝して。
泊谷時男会員 5月の例会は出席できませんので宜しく

お願い致します。
矢野凱弓会員 この1ヶ月でゴルフ会(コンペ)2回と囲碁

１回で、良い成績が出てご機嫌です。
疋田久武会員 今年初めての出席です。出席率が悪く

てすみません。
本日の合計 11名 5,500円
累 計 96名 54,000円
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■委員会報告

○例会委員会 佐藤 郁夫 委員長
本日のお弁当は「鉄火丼」にしました。

ご要望がありましたら例会委員会にお申し出下さい。
○情報委員会 小西 弘純 委員長
ホワイトボードに五周年記念誌の表紙サンプルを掲示

させて頂きました。７月頃に皆様の投票により決めたいと
思っております。
会員全員にお願いする原稿のテーマは①「プロバスと

私」、②「5周年にあたって」、③テーマなし自由からお願
いしたいと思います。「三ヶ月あると思うな 明日は締切」
と云う事にならない様に、皆様のご協力をお願いします。
○会員委員会 中村代志子 委員長
和田一男会員は地域奉仕委員会、久保正男会員は

研修委員会に所属していただきます。
会員手帳の件は小西情報委員長にお願いして3名補

充していただく事に了解を得ました。須山さん、和田さ
ん、久保さんにはご迷惑をお掛けしてますが、暫くお待
ち下さい。尚、皆様にも新しい手帳を交付します。
○研修委員会 横山 好忠 委員長
3月例会で村瀬彰吾氏の「郷土史を語る」が好評のた

め、続編をとのリクエストがありました。今日、研修委員会
を開催し、検討致しました。
テーマ 「日野と新選組」
日 時 5月28日(木)又は6月4日(木) 13時～
会場は決定次第ご連絡致します。どうぞご期待下さい。

○地域奉仕委員会 須藤 正義 委員長
来月10日に行われる「ひの新選組まつり」への支援に

ついては、以前と違って祭の前日に、祭を行う場所やそ
の周辺を自動車で回り、危険な箇所や混雑が激しいと思
われる箇所を確認し、その対応を講じるためのモニター
と云う事になりました。当クラブからは土方委員と私(須藤
委員長)が参加することになっています。

□同好会報告
○旅行同好会 小島 康義 同好会会長

○写真同好会 山本 英次 同好会会長
6月に開催される東京都1000人展へメンバー5人「矢

野さん、小西さん、佐藤さん、奥さん、土方さん」が出品
いたします。
新宿会場で、6月6日から10日まで展示されております

ので、皆様もお楽しみ下さい❗
5周年記念写真展の「日野の四季」へのご参加もお願

いいたします。30枚の四季の写真を展開する予定です
から、皆様の出品をお待ちします。

○ゴルフ同好会 矢野 凱弓 同好会会長
4月2日(木)のロータリー合同コンペには２７名が参加、

当クラブよりは１１名でした。
黒澤会員2位、和田会員5位、田口会員7位に入賞。

新参加の久保会員はベストハンデキャッパーに輝きました。
5月26日(火)に相武ＣＣにて多摩地区３プロバス合同

コンペがあります。また6月12日(金)には長竹ＣＣで第７
回当クラブ独自コンペが開催されます。
現在同好会員24名ですが、なるべく多数のご参加を

期待しています。
○コーラス同好会 林 良健 同好会会長
①会長が、体調の関係で、菊池昭雄様より私(林良健)に
変更となりました。
②会費徴収の件
・次回練習日（5月21日）に半年分（1,500円×6）9,000
円の納入をお願いします。

③練習日 5月21日（木）9時30分より。高幡不動尊
5月28日（木）9時30分より。市民会館
6月 4日（木）9時30分より。市民会館
6月18日（木）9時30分より。高幡不動尊

誕生日スピーチ

○小島康義会員(誕生日4月1日)
実際に生まれたのは前年の12月17日

でした。戦後の食糧事情の厳しさから考
えて届けたようです。いま思うことは、まず
健康が第一で体に気をつけていれば働
くことも、ゴルフも、お酒も飲める事です。
元気でプロバスにも参加させて頂きます。
○林 良健会員(誕生日4月19日)
私の誕生日は両親に感謝する日です。

私が4才の時、都心にも爆撃が始まり、5月
25日に市ヶ谷の自宅で父は亡くなりまし
た。母の背中におんぶされ逃げ惑い、既に
人でいっぱいの一軒の蔵に母が子供が居
るのでと頼み入れて頂いき、感謝です。

卓 話
※テーマ「新聞新年元日特集から今年を探る」

篠原 昭雄 会員
戦後70年を振り返り幾つかの
節目を経て、孔子の論語「為
政」があります。「子曰く、吾十
有五にして学に志す、三十に
して立つ、四十にして惑わず、
五十にして・・・」とあります通り
今日に至っております。
さて、各紙は「戦後70年」をキーワードにしております。
読売は「日本の活路を開く年」、朝日「一人一人の生き
方が日本の姿を写す鏡」、毎日「地方創生」、日経「働き
方の変化」を見出しにしています。※配付資料でご確認下さい。

■プロバスソング斉唱

■閉 会 山本 英次 副会長

本日は、篠原前会長の元旦の新聞3
紙の読み比べからの、世界観について
勉強しました。
多機にわたる視点を展開していただ

き、良い勉強になりました。柔軟性のあ
る感性に敬服いたしました。
5周年に向けて準備が本格化しまし

た。これからの、半年間を充実したもの
にしながら過ごしたいと思います。
今月の例会を閉会いたします。
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