
               

３０年度会長標語：知的好奇心を活用し、健康寿命の延年を計り

健全な高齢化社会の一翼をになおう！ 第９９号

             

  

  

  

  

日時：平成３１年１月１０日（木）10:00～12:00
場所：高幡不動尊客殿２階控室 出席７名欠席２名
議案：下記幹事報告の通り。

会場：立川グランドホテル １７日 17:30~17:55
出席：実働会員４１名中３５名（出席率 85.4％）
資料：例会次第、理事会議事録、プロバス便り 9８号、
チェ・ヨンドク氏コンサートプロフィール
新年会席次表、100回記念４月例会イベント情報
八王子プロバス生涯学習サロンカリキュラムと日程

平成 30 年度（2018 年度）        会長・奥 修兵      幹事・小島 康義

平成３１年１月１７日    第９７回 例会の記録等     クラブ第９年度 第 ７ 号

東京日野プロバスクラブ 平成３１年２月２１日発行

例会委員会（宮地） 10 周年行事の検討会 ９月卓話なし。

地域奉仕委員会（渡辺） 新選組祭り開催予定、

  吹き矢インストラクターの資格試験１月 21 日 10 名参加

情報委員会（山本） 次年度への引継ぎ完了。一安心です。

会員委員会（黒澤） 新会員期待の渡辺さんと再交渉

研修委員会（澤田） 澤ノ井小沢酒造の見学予定

ゴルフ同好会（矢野） 新年会は、２月７日寿司正にて

小島康義 明けましておめでとうございます。

日野 PC 山口会長、飛火野 PC 会長天野会長、ようこそいら

っしゃいませ。八王子 PC 会員の皆様、先日はありがとうござ

いました。多摩 PC 会員の皆様、今日は楽しんでください。

今年もよろしくお願いします。

疋田久武 新年あけましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いします。

小島 馨 新年を祝って 八王子プロバス、多摩プロバスの

当新年会のご出席ありがとうございます。今年もよろしくお願

いいたします。

折笠正雄 日々を感謝！

泊谷時男 新年おめでとうございます。本年度は頑張ります

ので宜しくお願いします

・1 月 10 日八王子 P８名参加。

・光の家田中理事長 葬儀

・全日本 P 協議会機関紙「ひろば」発行 HP 掲載

・八王子 P 第 13 回生涯学習サロンへの誘い

参加希望者１月 25 日までに

・新同好会の発足 カラオケ部 疋田、小島

麻雀部 黒澤、泊谷、村上 継続性を求める

・日野プロバスクラブ持ち歌（琵琶湖周航の歌）

・全日本前理事後藤一郎氏より

全日本総会参加への個別旅行積み立て金制度の提案

・吉ノ元副幹事より新規 10 周年記念行事の提案

・次年度副幹事及び理事選考中

・高幡不動尊節分まめまき 年度の会長参加とする

幹事報告 幹事：小島 康義

明けましておめでとうございます。

  親クラブである「日野ロータリークラブ」「飛火野ロータリ

ークラブ」からと、育ての親である「八王子プロバスクラ

ブ」「多摩プロバスクラブ」から大勢のご来賓の皆様をお

迎えできました。まことにありがとうございます。

昨年は、地震、台風などの災害の多い年でありました。

今年は災害のない幸せな文字で締めたいですね。

昨年は、多摩プロバス会長を当クラブ例会にお迎えし、

今年は八王子プロバスの新年の卓話に当クラブから林

会員が笑いをお届けしてきました。着実に交流が深まっ

ております。

  本年も皆様のご多幸を祈ってお祝いの言葉とさせてい

ただきます。

ご来賓のご紹介

   日野ロータリークラブ会長 山口徹雄様

   飛火野ロータリークラブ会長 天野武雄様

   八王子プロバスクラブ会長 馬場征彦様

   八王子プロバスクラブ副会長 飯田富美子様

   八王子プロバスクラブ幹事 寺田昌章様

   八王子プロバスクラブ全日本協議会 立川冨美代様

   八王子プロバスクラブ交流担当理事 田中信昭様

   八王子プロバスクラブ宇宙の学校 杉山友一様

八王子プロバスクラブ地域奉仕委員会 浅川文夫様

多摩プロバスクラブ幹事 鈴木泰弘様

多摩プロバスクラブ研修親睦委員長 滝川益男様

   

会長挨拶   会長：奥 修兵

第９７回１月例会 司会：例会委員・宮地公平

理  事  会

にこにこワンコイン 平成 30 年８月

委 員 会 報 告



無事に

       

走者

保母錠治 1 月 11 日 70 歳の誕生日を迎えました。

子供たちがモランボンでお祝いをしてくれました。

この会では若手ですが。

吉ノ元身長 ダイコンの素晴らしいのが出来ました。

写真を撮りましたので見てください。

山本英次 ホッと安心してます。

２年間のお勤めを無事に終わることが出来そうです。

情報委員長のお役はしんどかった！次の委員長さんへの引

継ぎが済んで、ひと安心です。長い間のご協力を感謝申し上

げます。

仲村房次郎 年始めで！

横山好忠 明けましておめでとうございます。本年もよろしく

お願い申し上げます。

鷲尾昭夫 年越しのモリカケを食い散らし、除夜の鐘をゴー

ン」と鳴らし、平成最後の年を迎えました。

年男として今年は亥々
いいとし

年となるよう願っています。

篠原昭雄 新年おめでとう。プロバスから 力
ちから

をもらい、元気

で米寿の年の新年を迎えられたことに感謝し、ワンコイン！

後藤紀之 今年もよろしくお願いします。今年は色々と忙しい

年になりそうですが、宜しくご指導の程をお願いいたします。

後藤一郎 明けましておめでとうございます。今年も

よろしく。

市川資忠 新年を祝して！皆さん明けましておめでとうござ

います。夜の外出を控えているので失礼します。二月例会を

楽しみにしております。

日野 RC 山口徹雄 お招きいただきありがとうございます。

飯田富美子 新年あけましておめでとうございます。

過日は八王子プロバスに大勢お越し頂きありがとうございま

す。本年も親しくご交流の程をお願いいたします。

東京八王子プロバスクラブ 立川冨美代 今年も輝いて！今

年もどうぞよろしくお願いします。元気にプロバスライフを楽し

みましょう。

仲村房次郎 中国研修生が羽田に到着午前０時 30 分

稚内空港は吹雪の為大遅延。大変な正月でした。

矢野凱弓 昭和を４５年、平成を３１年生きて、昨日の誕

生日を迎えた。もう少し生きたい！

田口賀夫 ご無沙汰してました。昨年の 11 月に東京医

科歯科病院神経内科を受診。３ッの原因が考えられた

が、原因が不明のまま。自分の免疫力で頑張ります。

奥修兵 75 歳を３年オーバー。あと５年以上伸ばしたい

です。

舟橋洋 71 歳でセミリタイアー。ところが現在はフル稼働

中で心身ともに精一杯です。人生これからの心意気で

す。

保母錠治 １月１１日 70歳で、古希となりました。この会ではま

保母錠治 １月１１日 70 歳で、古希となりました。この会

ではまだ若手で駆け出しです。

宮地公平 72 歳です。最近短歌をはじめました。使っ

たことのない言葉が沢山です。

奥会長と１月誕生日の皆さん

  

奥会長挨拶      渋谷会員乾杯の挨拶

アトラクション チェ・ヨンドク氏

チャンセブナ奏者

プロフイール

・9 歳から朝鮮半島の民族楽器のチャンセブナを始め、

1999 年 2月ピョンヤン「2.16 芸術賞」準優勝

ニューヨーク「リンカーンセンター」にてソリストとし

て出演。近年では、東京シテイフイルハーモニー管弦楽

団、大阪フイルハーモニーオーケストラと共演。

2017 年、新宿京王プラザホテル、大阪ヒルトンホテルに

て、自身初のチャンセブナデイナーショーを開催した。

ソロアルバム「熱風」を日本、韓国でリリースし、大韓

航空のミュージックチャンネルに採用される。

１月誕生日の皆さん

2019 年度 日野プロバスクラブ

新年会：立川グランドホテル



   

閉会の言葉 後藤紀之副会長
来年１０周年事業の提案をしてもらいたい。

次回例会でグループに分かれて議論をし、そ予定です

閉会の言葉  後藤紀之副会長
来年１０周年事業の提案をしてもらいたい。

次回例会でグループに分かれて議論をし、予定です。

閉会の言葉  後藤紀之副会長
来年１０周年事業の提案をしてもらいたい。

次回例会でグループに分かれて議論をし、そ予定です。

閉会の言葉  後藤紀之副会長
来年１０周年事業の提案をしてもらいたい。

次回例会でグループに分かれて議論をし、その後予

見事なハーモニー

八王子プロバスクラブによるコーラス

シニアダンデイーズのみなさま

  

立川富美子様     

熱唱 折笠正雄さん：千昌夫「北国の春」

琵琶湖周航の歌

盛り上がった二次会

立川 ベースボールにて

地域奉仕委員会主催

吹き矢インストラクター試験風景

平成31年 1 月 21日 PlanT にて

ご来賓の皆様とメンバーの熱唱

林吹き矢担当理事の尽力により、会員１０名のインス

トラクター受験者が全員合格という快挙を成し遂げ

ました。午前中に学科テスト、午後には実技試験と

一日を通しての厳しい試験を乗り越えた新しい資格

者の今後の活躍が期待されます。地元小学校放課

後子ども教室「ひのっち」への吹き矢を通してのボラ

ンテア活動に協力して行きましょう。会員のお住い

の近くの小学校へ、月に１回～２回のお手伝いをお

願いしております。

閉会の言葉  後藤紀之副会長
来年１０周年事業の提案をしてもらいた

い。次回例会でグループに分かれて議論を

し、その後発表する予定です。

編集委員：情報委員会

山本英次・小西弘純・本部晧允・田口賀夫

吉村 豊・曺 一男・小林昭治

ホームページhttp://www.hinopc.com/




