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□理事会・５周年実行委員会
日 時 平成27年6月１1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 佐藤 郁夫 例会委員長

＜第５５回例会＞
日 時 ：平成２７年６月１８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 ２７名
出席率 79.14％

◎平成26年度皆出席者報告
鷲尾昭夫会長、後藤紀之幹事、佐藤郁夫会員、
小島 馨会員、奥 修兵会員、林良 健会員
篠原昭雄会員、渡辺 明会員、矢野凱弓会員、
横山好忠会員、渋谷文雄会員 11名

【配付資料確認】

■会長挨拶 鷲尾 昭夫 会長

今年度最後の例会になり
ました。
この1年、会員の総力を発

揮出来るよう和を重んじ、寛
容の精神をもってクラブの運
営を心掛けましたところ、執
行部として理事の方々の積
極的な活動と会員各位のご

協力、ご支援をいただきお陰様をもちまして何とか任期
を務める事が出来ました。
会員は須山、和田、久保のお三方の入会を得て、より

活性化しましたが、森久保さんのご逝去、島倉さんの退
会もあり純増は1名でした。ところが残念なことに今般須
藤さんから難病のお孫さんの看病につとめたいとのこと
で退会のお申し出がありました。ご本人はクラブの活動
は続けたいが時間が取れないとのことなので、ご意向を
汲んで休会とさせて頂きました。早期の回復をお祈りし
たいと思います。
例会終了後、定期総会を開催し、次年度役員につい

てお諮りします。創立五周年を迎える次期執行部に力
強いご支援ご協力をお願いします。

□幹事報告 後藤 紀之 幹事

1．6月1日(月)「日野よさこいまつり」の実行
委員会が開催され、佐藤、久保会員が
出席されました。

2．日野ＲＣ50周年記念事業の一環として
高幡不動尊で8月5日(水)に彼岸花の植
栽が行われます。当クラブに出席依頼
が届いています。

3．東京八王子ＰＣより「第19回生涯学習サロン抄録」が
届いています。回覧しますのでご一読下さい。

4．東京八王子ＰＣ20周年記念行事の一環としての海上
自衛隊音楽隊の鑑賞整理券が当クラブ宛に20枚頂け
ることになりました。
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にこにこワンコイン 佐藤 郁夫 例会委員長

鷲尾昭夫会長 今日で任期満了となりました。
この一年間のご支援。ご協力に感謝致
します。

後藤紀之幹事 長い2年間でしたが、今日で役目も終了
出来ます。有難うございました。

山本英次 鷲尾年度が無事終了しました。
副会長 次年度へ向けて皆様のご協力をお願い

申し上げます。
大島芳幸会員 会計から解放されます。よかった=
澤田研二会員 6月11日に、“地域の安全･安心の取り

組みに尽力した”として日野警察より功
労賞を頂きました。皆さんも、“地域の安
全･安心”に参加しませんか。

中村代志子 会員委員長として、一年間皆さんの御
会員 協力で無事次期委員長に引き継ぎたい

と思います。委員の林さん、篠原さん、
後藤さん、渡辺さん、須山さんありがとう
ございました。

横山好忠会員 研修委員会として、一年間終わりました。
皆様のご協力ありがとうご座居ました。

小西弘純会員 情報委員長の任を解かれ、ホッとしてい
たところに小島「旅」同好会会長より電
話を頂き、「旅」同好会会長の命を受け
ました。あまり旅をしたことがない私で
す。皆様におんぶにだっこでご支援ご
協力をお願いします。

後藤一郎会員 やっと車が止められました。
疋田久武会員 先週のプロバスクラブゴルフコンペで、

実力に反して3位になりました。
市川資忠会員 86才になりましたが、相武C．Ｃの迷走

会ゴルフコンペに挑戦してきます。
小林昭治会員 先日のコンペに小林、疋田、久保の3人

で同じ車で行きました。結果は何と3人
が1位、2位、3位と好成績でした。誰かが
優勝は同好会長より報告があると思います。

久保正男会員 「まぐれ」「まぐれ」のゴルフでした。
次回も頑張ります。よろしくお願いします。

土方尚功会員 安倍里葎子とデュエットよかった。
昨日、京王プラザホテル八王子で、とあ
るスペシャルディナーショーでデュエット
(今夜ははなさない)しました。年はとって
もとてもきれいでしたよ。

■委員会報告

○例会委員会 佐藤 郁夫 委員長
本日は、例会終了次第定期総会を開

きます。
次回7月16日(木)の例会日には年会費

18,000円の集金を致します。

本日の合計 14名 7,000円
累 計 110名 64,000円
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○情報委員会 小西 弘純 委員長
5周年記念誌「会員の紹介」欄の原稿

用紙を配付させていただきました。7月中
に提出をお願いします。
会長幹事はじめ委員長の皆様は今日

で終わりになりますが、私はこの例会報告
を作って終わりになります。ご挨拶は次回

にさせて頂きます。
○会員委員会 中村代志子 委員長
今年度最後の報告ですが、一年間ご協

力ありがとうございました。会員手帳は小
西さんにご協力頂きました。会員状況は、
須藤さんがお孫さんの病気看護で12月迄
休会届が提出され、
理事会で受理されま

した。又、心配なことですが榎本さ
んが入院との情報を知り、確認次第
お見舞いを考えております。
須藤会員より休会のご挨拶を頂きました。

○研修委員会 横山 好忠 委員長
6月4日(木)13時～15時30分まで、日野

宿交流館で村瀬彰吾講師の講演と交流
館前にある本陣を見学。終了後、講師を
囲んでの懇親会を行いました。
当日は講演に16名、懇親会は15名の参
加を頂きました。
一年間ありがとうございました。
○地域奉仕委員会 須藤 正義 委員長
毎年恒例の“ひのよさこい祭り”が7月26

日(日)に行われることになりました
実行委員会が6月29日(月)に行われま

す。

□同好会報告
○ゴルフ同好会 矢野 凱弓 同好会会長

6月12日には当クラブの第７
回コンペが長竹ＣＣで開催さ
れました。13名が4台の車に分
乗して参集。高幡地区から同
じ車で来場の３人が上位独
占。久保氏が優勝、２位はベ
ストグロスの小林氏、３位は初

代ゴルフ同好会長の疋田氏でした。常勝の黒澤名人は
１打差で初めてベスグロを逃しました。
表彰式、懇親会に続き、同好

会の総会も行われ、渡辺幹事より
詳細な会計報告があり、今後の
運営について和気あいあいの話
し合いで盛り上がりました。
次の行事は、7月30日に日野、

飛火野ロータリーとの３クラブ懇親コンペが夏でも涼しい
富士山の「朝霧ジャンボリー」で予定されています。
○旅同好会 小島 康義 同好会会長
5月例会において小西会員よりＰＰ同好会の立ち上げ

が報告され、「旅」と重なるところがありますので「旅」を含
めて実施をお願いしました。今後も事務方として協力し
て参りますのでよろしくお願い致します。

○写真同好会 山本 英次 同好会会長
高幡不動尊の紫陽花祭りなどの写真の

題材が沢山ある季節となりました。大いに
外へ出掛けて素晴らしい写真を物にしてく
ださい。それを、５周年記念写真展への作
品として出品してください。期待しております。

○コーラス同好会
林 良健 同好会会長

５周年記念アトラクションとして、月2回
の練習を実施しています。
※７月練習日
7月16日（木）9:30～11:30

高幡不動尊 ２階
7月23日(木)9:30～11:30

平山交流センタ－
※８月練習日
8月 6日(木)9:30～11:30 平山交流センター
8月20日(木)9:30～11:30 高幡不動尊 ２階

○5周年実行委員会 篠原昭雄委員長
9月17日の5周年記念式典は高幡不動

の前貫首の法事法要が行われるため、実
行委員会で協議の結果、11月19日(木)に
行う事になりました。尚、9月17日(木)の例
会は、宝輪閣地下で行う事になりました。
その他準備は順調に推移しています。

誕生日スピーチ

○鷲尾昭夫会員(誕生日6月5日)
6月5日に傘寿を迎えることが出

来ました。
多くの方々に見守られ、ここま

で来られたことに感謝し、嬉しく思
います。
戦時中は集団疎開でひもじい思いをしました。桑の実

を食べ唇を真っ赤にしたり、せみを焼いて食べたことを
思い出します。
このようなことが二度とおこらないよう平和で豊かな生

活がおくれるような世の中となることを願っています。

■閉 会 山本 英次 副会長

鷲尾年度が無事に終了して、いよいよ新年度が来月
より始まります。不安の残る船出ですが、新しい役員の方
のご尽力と会員の皆様のご協力を戴きまして、先ずは、
５周年記念事業を成功させてください。
本日の総会議事へのご賛同を感謝申し上げます。
来月は、臨時総会を控えておりますので、全員の方の

ご出席をお願いいたします。
本日はこれにて閉会といたします。
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次 第

1．開会の辞 司会 幹事・後藤 紀之
※会員34名、出席者26名、3名会長に委任

2．会長挨拶 会長・鷲尾 昭夫
3．議長選出 ※承認
4．書記･議事録署名人選出

※書記・小島康則会員
署名人・渡辺明会員、久保正男会員 ※承認

5．議案:第１号議案
平成27年度役員の選出および委員会所属の
確認について（暫定理事１名,増貝の件を含む) ※承認

6．議長解任
7．その他
8．閉会の辞 副幹事・大島 芳幸

平成26年度定期総会

プロバスソング斉唱


