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□理事会・５周年実行委員会
日 時 平成27年５月１４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 黒沢 直明 例会委員

＜第５３回例会＞
日 時 ：平成２７年５月１４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

行楽の季節となりました。皆さんもい
ろいろと計画をお立てのことと思います
が、5月連休には身近な観光地箱根の
噴火警戒レベルが火口周辺規制２に
引き上げられ、その後も火山情報が日
々流されています。
蔵王でも噴火警報が出されており、

昨年9月の御嶽山での噴火による人身
被害の二の舞とならぬよう警戒が続い

ています。お出かけの折には情報を確認され無理をなさ
らないようご留意下さい。
今年度理事の任期はあと僅かとなりましたが、地域で

の活動は4月19日に多摩川浅川クリーン作戦があり、10
名の方が参加、5月9日の「ひの新選組まつり」では地域
奉仕委員会の須藤、土方のお二人が事前準備状況の
チェックを1日がかりで担当され、本当にご苦労様でした。
“おまつり”には多くの方々も参加されたことと存じます。
次年度は⑤周年記念事業の年であり、新理事の方の

責務は重いものがあると思います。会員の皆さんも所属
委員会での活動の活性化に向け鋭意取り組まれるよう
お願い申し上げます。

□幹事報告 後藤 紀之 幹事

1．5月14日(木)、東京八王子PC「生涯
学習セミナー」閉講式に鷲尾会長が
出席されました。

2．7月30日(木)、3クラブPC合同ゴルフ
コンペ開催の予定です。

3．東京日野RC創立50周年記念事業
の一環として、高幡不動尊に於いて
「彼岸花」の植栽を8月5日(水)に予
定しています。東京日野PCもぜひ

参加をと云う依頼が 届いています。
4．東京八王子PC創立20周年記念事業の一環として「海
上自衛隊音楽隊八王子公演チャリティ 鑑賞会の案
内を頂いています。次回例会で希望者を募ります。

5．5月10日(日)「ひの新選組まつり」開会式に会長代理
として山本副会長が出席されました。

6．当クラブ５周年記念の講演、航空評論家の小林宏之
様について知りたい方は、今日(5月21日)、次週5月28
日23時よりBSフジ「たけしの等々力ベース 」に出演さ
れます。
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にこにこワンコイン 黒沢 直明 例会委員

後藤紀之幹事 今年度もあと1ヶ月。任期終了を心待ち
にしています。

山本英次 7月1日より新年度が始まります。
副会長 新しい役員と新しい委員会への所属が

決まりました。
皆様のご尽力をお願いします。

後藤一郎会員 なんとなく。
小島康義会員 大島船釣りは、お天気に恵まれて最高

でした。メダイ、カサゴ、イサキ等大漁で
した。翌日、梅の木の新田さんでサシミ
パーティでした。

小島 馨会員 旅行で佐渡に行って須藤さんのご実家
に大変お世話になりました。
とても楽しい思い出が出来ました。

小西弘純会員 変な同好会を作ろうとしています。
どうなるかわかりませんが、よろしくお願
いします。

■委員会報告
○例会委員会 佐藤 郁夫 委員長
今日のの会員スピーチは後藤幹事と

私(佐藤会員)でお話しさせて頂きます。
6月例会を予定通りに行い、私の任期

も終わります。よろしくお願い致します。

○情報委員会 小西 弘純 委員長
本日は、会報第54号をお手元にお届

けしました。
同好会のチラシを配付させていただきましたが、新年

度より「Ｐ．Ｐ同好会」を立ち上げたいと思っています。
その節にはよろしくご協力の程お願い致します。

○会員委員会 中村代志子 委員長
会員手帳は写真が揃い、小西さんに

手帳の修正をお願いしました。
尚、5月現在の会員現況は・・・
退会者 瀬川さん、島倉さんの2名
新会員 須山さん、和田さん、

久保さんの3名
現在の会員数は34名です。

5周年に向けて一人でも多く新会員の推薦を協力致し
ます。又、今年度欠席の多い方に声がけをして状況の把
握をして出席して頂けるようにしたいと思っています。

○研修委員会 横山 好忠 委員長
日 時 6月4日(木)13時～15時
会 場 日野宿交流館3階会議室
講 師 村瀬彰吾先生
今年度最後の研修会を行います。

我が故郷の歴史探訪を行い、終了後懇
親会を兼ねて、講師を囲んで食事会を行
います。

【懇親会】 会場 日野駅・「さかいや」16時～17時30分
会費 3,000円

本日の合計 11名 3,000円
累 計 96名 57,000円
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○地域奉仕委員会 須藤 正義 委員長
1．4月19日(日)多摩川浅川クリーン作戦
に10名の会員が参加して頂きました。

2．5月9日(土)「新選組まつり」のモニター
として土方副委員長と参加しました。
新選組に関する場所を見学し、提案
することが目的です。

□同好会報告
○ゴルフ同好会 矢野 凱弓 同好会会長

5月26日に相武ＣＣで多摩地区３プロ
バス合同コンペが6組23人で開催されま
す。日野が幹事クラブで10名出席予定
です。6月12日には長竹ＣＣで第７回クラ
ブコンペ並びに同好会年次総会が開催
されます。また7月30日に日野、飛火野
ロータリーとの懇親コンペが予定されて
います。

※「第５回多摩地区３プロバス合同ゴルフ大会」
早くも猛暑日となった5月26日、常設会場の相武ＣＣに

て６組２２名による懇親コンペが賑やかに開催された。10
名参加した日野プロバスの久保氏が新ペリア戦では異
例の5アンダーで圧勝。2位は6名参加の多摩・川久保
氏、3位に6名参加の八王子・小林名人。黒澤氏は７９の
見事なベスグロだが、ハンデが３.８と出て入賞を逸した。
86歳の市川氏が皆も羨む元気なゴルフで健闘、特別賞
のワインをゲットされた。

○写真同好会 山本英次 同好会会長
写真同好会のメンバー5名の佐藤さ

ん、矢野さん、小西さん、土方さん、奥さ
んと私の６名が『東京都1000人展・わたし
のこの１枚』に出品しました。6月6日から
10日まで、新宿パークタワーギャラリー３
にて開催されますので、是非とも観に行

ってください。
５周年記念事業の写真は、『日野の四季』のシリーズ

30点に加えて、会員の個人の写真も展示したいと考えて
おります。皆様のご協力をお願いいたします。
○コーラス同好会 林 良健 同好会会長

8月20日迄スケジュールが決まりまし
たので、メンバーの皆様にはスケジュー
ル表をお渡し致しました。
昨日(5月20日)、日野市議会よりプチ

コンサートの出演の依頼が届きました。
9月1日(火)10時～10時20分。会場は日
野市役所6階本会議場と云う事です。
指揮者にも連絡して承諾を頂きました。
○5周年実行委員会

篠原 昭雄 実行委員長
9月17日開催を目指しておりましたが、

当日は高幡不動の前貫首の法事開催
のため、理事会協議の結果、駐車場が
満車になる、地区展示場の場合全ての
組み替えをする。等が考えられますので
今までのスケジュールで行う事が良いと

考え、11月19日(木)の延期開催となりました。

多摩3プロバス合同ゴルフ参加者一同 優勝 久保会員

卓 話

※テーマ「ふるさと納税」 佐藤 郁夫 会員
都道府県・市区町村にタイして寄付(ふ

るさと納税)をすると寄付金のうち2,000円
を超える部分について一定額原則として
所得税･個人住民税から控除されます。
その控除を受け取るためには寄付をした
翌年に確定申告を行う必要である。自分
の生まれたふるさとや応援したい自治体
など、どこの自治体に対しても寄付するこ

とは可能です。受けた自治体は、その返礼で米や肉な
どが届くことで注目が集まるところです。
詳しくは総務省ホームページでご確認下さい。

※テーマ「最近の航空事故について」 後藤 紀之 会員
昨年から航空機事故が相次いでいる

が、航空関係者としては考えられない初
歩的なパイロットミス、或いは今までに経
験しなかったような事故ばかりである。
最近のＬＣＣ(格安航空会社)の台頭に

よる効率重視・コスト削減・労働条件の低
下等も原因の一つであろうかと思われる。
最近の航空機は、その性能も向上し、

基本的に忠実に教育･訓練を充実させることにより、ある
程度は防ぐことが出来るのではないか。

誕生日スピーチ

○須山裕子会員(誕生日5月3日)
私は昭和25年5月3日憲法が発布され

て日に生まれました。名前は昭和天皇の
裕仁様から一字(勝手に)頂きました。
お陰で健康に恵まれ今まで大きな病気
もなく、今もグランドゴルフ、フラ(ダンス)
等を楽しくスポーツすることが出来ます。
旅行も大好きで、海外、国内では温泉と
これからも生きがいになったら良いとなと思
っております。

○後藤紀之会員(誕生日5月12日)
私の母親は55才、父は69才少し前で

亡くなっております。両親の年を越しまし
たので、最近は終活をしようとか、身辺整
理をしようと思っています。。

■プロバスソング斉唱

■閉 会 山本 英次 副会長

本日の卓話は、会員お二人のお話し
でした。佐藤さんからは、『ふるさと納税』
のお話しでしたが、私も、北海道霧多布
湿原の保全のためのNPO法人への寄付
を毎年5,000円ですが、湿原の自然を守
り、周囲の土地の買い増しに役立ってお
ります。もう一つは、同じ北海道伊達市
への寄付です。毎年5,000円ですが、ホ

タテを十枚毎年もらってます。確定申告の時に、『ふるさ
と納税』の恩典を受けております。
後藤キャプテンの航空事故のお話しは、大変に面白

かったですが、安全と言える前方のシートに座るには、
30万円から50万円の壁があるのが、残念ですね。
５周年記念事業の日程が延びましたが、油断すること

なく、準備を進めて行きましょう。

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/


