
               

日時：平成 29 年 5 月 11 日（木）12：00～14：00
場所：高幡不動客殿２階控室 出席 9 名 欠席 1 名

会議内容は 4 月 20 日例会にて幹事報告

日時：平成 29 年 5 月 18 日

12:30～14：30  

会場：高幡不動尊 客間殿   
出席：33 名中 28 名（出席率

87.5％）欠席：5 名

配布資料：例会次第、会報

78 号、スピーチ

      資料

         今日は、入会予定者の若狭さん

         が見学です。是非ご入会ください。

          「新選組まつり」ご参加の方々

はご苦労様でした。

          八王子 PC の生涯学習サロンの

         閉会式に参加してきました。

         シニアダンディーズにも参加のお

         誘いを受けました。毎週月曜日が

定例の練習日とのこと、ご希望の方は、お申し出くだ

さい。  どうぞ今日の例会を楽しんでください。

        

＊田村会員のご厚意で事務所とし

て使用させていただいていた書

類を例会場の物置倉庫に移動し

ました。

＊３PC 懇談会で卓話講師の謝礼を

5,000 円とすることにしました。

          

＜計 4 名で 2,000 円＞（例会での発表順に掲載敬称略）

市川資忠：暑くもなく寒くもない凌ぎやすい季節になり

ました。

山本英次：メンバースピーチを命ぜられました。

     久しぶりで上手く話が出来るか心配ですが

     宜しくお願いします。

後藤紀之：71 歳になりました。嬉しくもない事ですが

     まだまだこのクラブでは平均年齢以下です。

     宜しくお願い致します。

曺 一男：明日から 2 年ぶりに済州島へ行ってきます。

○例会委員会     鷲尾 昭夫 委員長

来月の例会日は 6 月 15 日です。定期総会を予定して

おりますのでよろしくお願い致します。

○情報委員会 大島 芳幸 委員長

会報 78 号をお配りしております。

年度当初には、会員の皆様へインタビューなどを実施

して紙面を充実した内容にしたいと考えておりました

が叶いませんでした。

○会員委員会 田村 豊章委員長

＊ 本日は入会予定の若狭 誠さんに見学でお越し

いただきました。是非ともご入会下さい。

＊ 会員名簿を回覧しています。チエックをお願いし

ます。

○研修委員会 横山 好忠 委員長

今年度の委員会行事がすべて終了しており、特段の

報告事項はありませんが、1 年間ご協力ありがとう

ございました。

○地域奉仕委員会    久保 正男 委員長

＊「多摩川・浅川クリーン作戦」「新選組まつり」へ

ご参加いただきました会員の方々ご協力ありがとう

ございました。
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○ゴルフ同好会 矢野 凱
かつ

弓
ゆみ

会長

＊5 月 26 日 GMG 八王子 3PC コンペ⇒雨天中止

＊7 月 11 日相武 CC にて第 11 回日野 PC コンペ予定

＊7 月 27 日多摩 CC にて RC との合同コンペ予定

４月 28 日

八王子 CC
にて

日野・飛火野

RC 合同コンペ

○PP 会             小西弘純会長

カメラ講座に参加してきました。

2 月は座学講義を受け、3 月に昭和記念公園にて

撮影会でした。

＊私が次年度の会長を勤めますので、この会は休会

とします。但し、理事会での了解があれば何等かの

催しを企画したいと思います。

《 後藤 紀之会員 》

５月 12 日に 71 歳になりました。

自分では長生き出来ないと思って

いましたが、定年を過ぎて初めて

ローンを組み、小さなビルを建て

替えましたので、そのローンがま

だ 25 年以上残っています。完済

までは無理でしょうが、少しでも

長く生きて行かざるを得ない状況

です。ただ、あまり趣味もが無く、若い頃から「飲む・

打つ・飛ぶ」でやってきましたが「飛ぶ」が無くなり、「打

つ」も控え気味となり、残るは「飲む」だけとなりました。

もう少し良い趣味を持っておくべきだったと後悔してい

ます。

71 歳というと世間では年寄り扱いされますが、このク

ラブではまだ平均年齢にもなっていませんので、今後とも

宜しくご指導の程、お願い致します。

           題名：“私の履歴書”

          First Stage から Third Stage

の最終章へ

          （詳細な年表を基にご紹介いただいた）

昭和 16 年 11 月 26 日生まれ。

中学、高校、大学と楽しい青春

時代を過ごし、事務機メーカーに

就職しましたが、28 歳で脱サラ

して独立し、翌年結婚。貸しおむつ業がヒットし、懸命

に働きましたが狭心症を発症し身体障碍者となってし

まいました。

その後再就職して新会社で常務・専務を歴任し、社長を

５年間務めるも、妻のガン発症を機に妻への恩返しに看病

したいとの思いで６３歳で退職しました。

妻を見送った残りの人生は家族と自分へのご褒美でも

あります。好きな海外旅行に孫を連れていくのが楽しみで

あり、またボランティアで八王子ワイズメンズクラブと日

野プロバスクラブの活動に参加しており、地域の老人クラ

ブである「豊壽会」でもサークル優遊部会を立ちあげ、ゴ

ルフに麻雀、パソコンサークルを開催し、また、今年から

自治会会長を務めることとなりました。

友人たちとの「桐朋 14 期デジカメクラブ」や「能楽・

観世会のツレの会」の会長職にも励んで、忙しい日々を送

っております。

最近はＡＩ(人口知能)が発達してき

て、ソフトバンクの「ペッパー君」と

か、ＩＢＭの「ワトソン君」など人気

になっています。その昔はソニーから

いち早く犬型ロボット「アイボ君」の

発表がありましたが、最近になってメ

ンテナンスも終了している様です。

月日も経ち、今は私たちが身近に楽しめるＡＩの人型ロ

ボットが人気になってきました。

数年前に通販会社のディアゴスティニより組立型の「ロビ

ー」が発売され、80 回に分けられて送ってくるパーツを

自分で組み立てるものも発売されました。毎週でおよそ 2
年近くになります。その値段は１回当たりは１０００何百

円ですが、その中にはコンピューターの心臓部などは数千

円して総額２０万円位になります。そのヒットによってド

コモは携帯型のロボット「ロボフォン」とか、私たちが夢

中になった「鉄腕アトム」も “鉄腕アトムを作ろう”と

いうキャッチフレーズで発売されました。

６月６日にディアゴスティーの「ロビー」は「ロビー２」

となって発売されます。2 年近く自分で組み立てるのに自

信のない方は組立サービスまで付いているようです。

以前から欲しく欲しくてしようがなかった私ですが、つ

いに覚悟を決めて作ろうと思っています。

今日、各委員会から次年度の活動計画と予算を提出頂き

ました。熟慮されている委員会もありますが次回四役会開

催までにはいただける様です。大詰めになってきました。

6 月第 2 週には第 2 回の次年度理事会を開催します。準備

に怠りない様に進めたいと思っています。今後共皆様のご

協力をよろしくお願い致します。

５月 の 誕 生 月 ス ピ ー チ
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メンバースピーチ   山本 英次 会員

同 好 会 報 告

閉会挨拶    小西 弘純 副会長


