
 

                
 

     
 

                                      

  

 
 

日時：平成 27 年 7 月 9 日（木）17：00～18：00 
場所：日野寿司 出席：新旧理事 14 名 欠席：1 名 

引き続き篠原５周年実行委員長も加わり懇親会 
 

 
日時：平成 27 年 7 月 23 日（木）12：30～13：45 
会場：高幡不動尊 客殿２階 
出席：２７名（出席率８４．４％） 欠席：５名 

総会資料を含む配布資料 8 点 14 枚 19 頁を確認 
 

 
本日は生憎の大雨で、新任会長

の先行き不安を暗示するのかと

心配もしますが、会員ご一同の

ご協力を得てより良いクラブ活

動に邁進したいと思います。 
満５年が経ち、自分自身すっか

りクラブのお世話になっていま

したが、より能動的にクラブ活動に貢献しなければな

らない、と省みています。５周年記念行事の完遂が今

年度の大きなテーマです。全会員が力を合わせて取り

組んで頂ければと思います。それにしても「楽しくな

くてはプロバスではない」であります。同好会活動も

積極的に展開し、「遊びは人間の幅を広げる」という信

念に従って人生の終活を全うしたいと願っています。 
 
 
山本会長を補佐し、楽しいクラブライフのお世話をし

たいと思います。先週開催された新旧合同理事会の報

告です。 
（１）前年度の活動実績と決算、今年度の活動計画と

予算案が審議され、その結果をこの後の臨時総

会に上程する。各委員会の活動計画は５委員長

より個別に発表される。 
（２）榎本会員が体調不良のた

め、６月 30 日付で退会

された。ご快癒を祈りま

す。 
（３）須藤会員の休会を期に、

休会細則の整備が検討

され、会報と総会資料は

休会中もお送りする、等が確認された。 
期初の７月１日現在で、在籍会員総数３３名、休

会１名、実動会員３２名となっている。 
（４）５周年記念事業特別会計に今年度一般予算より

２５万円を拠出する。累計８５万円となる。 
 
 
今月は 11 名で 5,500 円。司会の

小島委員長が読み上げ。 （五十

音順で記載） 
市川資忠：何となく 
大島芳幸：今年度１年間ご協力を

お願います！ 不慣れですので。 
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久保正男：今日７月１６日は新盆最後の日。これから

秋の彼岸、一周忌とまだまだ続きストレス

が溜りっぱなしです。 
後藤一郎：新年度のスタート、おめでとうございます。 
後藤紀之：再度、雑用を承りました。３年振りにゆっ

くりするつもりでしたが、再度弁当係とし

て奉仕することになりました。例会の出欠

連絡は早目にお願いします。 
小西弘純：鷲尾会長、後藤幹事お疲れさまでした。素

晴らしい年度を味あわせて頂き、ありがと

うございました。いよいよ始まる、山本年

度。大島幹事とタッグを組んで、当然の事

ながら素晴らしい年度と５周年の大成功を

期待して、今ワクワクしています。 
泊谷時男：今期も例会委員として楽しい例会になりま

すように頑張ります。 
中村代志子：今日は雨ですが私の心は晴れ晴れです。

今年は一会員として参加させて頂きます。

山本会長はじめ理事の皆さん、一年間頑張

って下さい。 
矢野凱弓：日野プロバスも今月から６年目。山本会長

年度のスタートを祝って。 
山本英次：大雨の出航となりましたが、安全運航で無

事荒波を乗り切るよう努めます。皆さまの

ご協力に期待です。 
横山好忠：山本会長年度の出航を記念して。また、慣

れない会計を一年担当致しますが、よろし

くお願いします。 
 
 
○例会委員会   小島康義委員長 
円滑かつ有意義な例会の議事進行に努め、出欠管理

の徹底を図り無駄のない費用管理を目指す。 
○情報委員会   矢野凱弓委員長 
５年前に創立を祝う第１号がスタート、以後例会を

カバーする公式記録として一度も欠けることなく会

報が毎月発行され続けている。この良き伝統を守り

たい。写真や記事の投稿をお待ちする。ホームペー

ジの維持更新、市外在住者への日野広報の提供など

を行います。 
○会員委員会   澤田研二委員長 

４０人台の大きな、やや厳しい目標を

掲げ、一人でも多くの会員増強を目指

す。加えて現会員が居心地良く健康な

クラブライフを過ごせるように尽力したい。 
 
○研修委員会   林良健委員長 

過去の研修実績、他クラブの活動例を

踏まえ、専門講座と見学講座各２つが、

詳しい資料をつけて具体的に提案され

た。また研修活動に関するアンケート

が実施される。 
 

○地域奉仕委員会  土方尚功委員長 
来週の日野よさこいまつり参画を含め

例年通り地域行事への積極参加・協力の

推進、またボトルキャプ、切手収集等通

年奉仕活動の継続が強調された。  
 

○５周年行事決定事項報告 後藤紀之前幹事 
10 回開催された実行委員会の要旨

が資料に基づき詳しく報告された。

11 月 19 日（木）に確定。式典は 10
時半開始。記念講演（小林広之航空

評論家）が 11 時～12 時 15 分、記念

写真撮影に引続き祝賀会（約６０名の会食膳）、控室

で写真展、記念誌作成（全会員への原稿提出の慫慂）、

記念品の準備状況等々。 
○5 周年記念実行委員会  篠原昭雄委員長 

後藤前幹事の取りまとめ報告通り。

種々経緯の在った３年越しの準備も、

いよいよ最終段階に入った。全員参加

で成功させましょう。 
 

 
 

○ゴルフ同好会   矢野凱弓会長 
7 月 30 日に日野、飛火野ＲＣと合同

コンペ＠朝霧ジャンボリー。本会よ

り７名参加。 
10 月 30 日に相武ＣＣで第６回多摩

３プロバス合同コンペ、当会が幹事。 
11 月 30 日に当クラブ第８回コンペ予定。 

○写真同好会   山本英次会長 
５周年記念では控室にて３０枚の展示を計画。沢山

の出品を期待しています。 
○コーラス同好会        林 良健会長 
プロの歌手、ピアニスト指導によるプロビアンズの

委員会報告 

同好会報告 



練習は日程繰り、会場手配に苦労しながらも順調に

進んでいる。市役所でのプチコンサートを含め、乞

うご期待。 
○ＰＰ同好会   小西弘純会長 

8 月 19 日に高尾ビアマウンテンでワ

イワイガヤガヤする。例会の場で１３

名が参加を表明。予約取りには 20 名

が望ましい。旅行同好会も本会の一部

となる。 
 
   
 

○小西弘純会員 ７月１３日に後期高齢者の仲間入り、

プロバスではまだまだ若

手です。 
○佐藤郁夫会員  
午年です。中１の孫も同

じ午年で足の速いのが嬉

しい。私もあの飯島秀雄

と走った事があるのです！ 
 
 
 
日時：平成 27 年 7 月 23 日（木）14:00~14:20  
会場：高幡不動尊客殿２階  出席：26 名 
司会：横山好忠副幹事 
議長：山本英次会長 
書記：後藤紀之  
議事録署名：渡辺明、久保 

正男を選出し議事の 
審議に入る。 

○議案 
第 1 号：平成 26 年度事業報告および収支決算報告の

件→承認 
  半年毎に纏めた活動詳細および理事会議事録の

抄録を資料に詳しい事業報告、監査を含む決算

報告がなされた。 
第 2 号：平成 27 年度事業計画および収支予算の件 
     →承認 

誕生祝いカード購入に関する質疑の後、

原案通り可決。 
 

○プロバスソング斉唱 
つつがなく総会も終了、全員で恒例の日野プロバス

会歌を斉唱。 

 
○閉会の辞：小島馨副会長   

例会、総会への協力に感謝の意を表

明。また「よさこい祭」当日に日野

ＲＣの山口氏が例年通りカレーパ

ーティ開催すること、８月５日の高

幡不動尊植樹に当クラブより３名

が参加、との報告があった。 
 
定刻 2 時半に散会。 

 
 
 
 
理事 会長：山本英次    理事 副会長：小島 馨 
理事 幹事：大島芳幸    理事 副幹事：奥 修兵 
理事 副幹事（会計担当）横山好忠  

 ＜以上 4 役 5 名＞ 
 

例会委員長：小島康義   情報委員長：矢野凱弓 
会員委員長：澤田研二   研修委員長：林 良健 
地域奉仕委員長：土方尚功 
           ＜5 委員長、計 10 理事＞ 
 
会計監査 後藤一郎、渋谷文雄 
 
委員会委員（五十音順、委員長を含め期初は 27 名） 
 
例会委員会 小島康義委員長、後藤紀之副委員長 

委員：黒澤直明、佐藤郁夫、泊谷時男 
 

情報委員会 矢野凱弓委員長 小西弘純副委員長 
委員：小林昭治、曺一男、田口賀夫、 

疋田久武 
 

会員委員会 澤田研二委員長 篠原昭雄副委員長 

誕生月スピーチ 

平成 27 年度 編成表（役員と全会員の所属委員会） 
平成２６年度臨時総会 



委員：信田侑子、須山裕子、田村豊章、 
中村代志子 
 

研修委員会 林良健委員長  渡辺明副委員長 
委員：渋谷文雄、鷲尾昭夫、和田一男 
 

地域奉仕委員会 土方尚功委員長  
久保正男副委員長 

委員：市川資忠、菊池昭雄、後藤一郎 
 
平成 27 年度事業計画の会長指針 

5 周年を迎えてこれまでの足跡を振り返り、発足時

の初心に戻り、そして、これからの活動の指針を見

つけるには、丁度良い機会です。会員それぞれの人

生経験を活かして、地域社会に貢献する為に何をし

なければならないかを、皆さんで考えましょう。悔

いのない終活を迎えるためにも。 
私は、次の言葉を胸に秘めて生きております。 
『自分の幸せを求めず、女房、子供はじめ、自分の

周囲の人間、自分と関わりを持った人間がハッピー

になるのを手助けする・・・・・そういう生き方こ

そが、本当の男の生き方だ』 
『仕事は男の中身を作り、遊びは男の行間を広くす

る』 
               （会長：山本英次） 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

編集発行：情報委員会 

矢野凱弓、小西弘純、小林昭治、曺一男、田口賀夫、 

疋田久武 ＨＰ：http://hinopc2010916.jimdo.com/ 

編集後記 

今月より新しい情報委員会で会報を担当します。向こう 1 年間、 

どうぞよろしくお願いします。といっても 5 名が重任です。 

マンネリにならぬよう気を付けますが、お気付きの点を遠慮な 

くご指摘下さるようお願いします。(KY) 

http://hinopc2010916.jimdo.com/

