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・日時：平成21年４月９日（木） 
・場所：エルシィ 

・出席者：５８名  

１．多村委員長の司会で定時に開催 

２．黙とう 
 このたび当プロバスの会員戸谷修丈殿におか

れましては３月２０日病により急逝されまし

た。会議を始める前に故人のご冥福をお祈りい

たしまして、黙禱を捧げたいと存じます。 

 

黙とう 
３．会食 

メニュー 春のちらし寿司 

４．会長挨拶（矢島会長） 
 4月に入って素晴らしい天気が続いておりまし

て、街の彼方此方に桜が競うような満開の花を

咲かしている中、今月も大勢の皆さんに例会に

ご出席いただき大変ありがとうございました。

先ほど、多村委員長からお話がありまし たよう

に、誠に残念なことですが、地域奉仕委員会の

メンバーの一人としてご活躍を頂いておりまし

た戸谷修丈会員が3月20日、病に倒れまして突然

にお亡くなりになりました。謹んで心からご冥

福をお祈り申し上げます。 

 サロンも4月に入りまして3週を迎えるわけで

すが、毎回大勢のお客様を迎えて担当の会員の

皆様にはご骨折りをいた だいてます。どうぞよ

ろしくお願い申し上げたいと思います。 

 さて、今週に入りまして、お茶の会の皆様と

写真の同好会の皆様と一緒に、当プロバスの近

藤会員が住職をされています増泉寺と信州の伊

那谷の一本桜を訪ねて参り

ました。素晴らしい桜を見

たわけですが、その中で特

に印象に残ったのは、元善

光寺と云うお寺がござい

す。丁度御開帳 の時期で

もありまして大勢の信者の

方が参拝をされておりまし

た。その境内に老桜があり

ました。背丈３ｍほどでそ 

の上は枯れておりました。
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又、幹も樹皮を残し、中が枯れている桜です。

その老い木でもそこから若い枝を出して見事に 

桜の花を咲かせておりました。桜の生命力に改

めて深く感心したわけでございます。そして、

同時に、大きなパワー を頂いて帰ってきまし

た。どうぞこれからも皆さん体調に十分ご留意

頂きまして末長くプロバスのためにご活動いた 

だきたいと思います。ありがとうございまし

た。 

５．新入会員紹介 

推薦者・濱野会員 

岩島寛氏 会員番号113 例会所属 
濱野会員（推薦の弁） 

 岩島君の紹介をさせていただきます。彼とは

1954年以来のベストフレンドでございます。55
年前、桜の満開の時に同じ大学の入学式で彼が

一番に私が2番に校門を潜った仲でございま

す。卒業後は通産省の技官として工業技術院に

就職されましたが、彼の能力を三菱レーヨンが

ぜひとも欲しいとのことから転籍をされ、以来

研究開発をされてきました。そこを退職した

時、プロバスクラブへの入会を勧めましたが、

新しい事業を興すという事で実現できませんで

した。車いすの人の段差を解消するリフト等を

輸入販売するケアメディックス株式会社を興さ

れ日本のいたるところのバリアの解消に貢献し

たと云えます。昨年、娘婿に会社を引き継ぎ、

晴れて我々の仲間に入ってくれたと云うことで 

す。スポーツ・音楽・楽しい酒が飲める男と思

いますので、皆さま方と楽しい仲間になると確

信しております。今後とも、私共々宜しくお願

いいたします。 

岩島会員 

 只今ご紹介にあずかりました、岩島寛でござ

います。1935年（昭和10年）生まれで、濱野君

と誕生日も3日違いでございま

す。大学入学以来の親友中の親

友でございます。この度、会社

を娘婿に任せることが出来まし

たので晴れて、この会に入会す

る事を許された次第です。 

私の職業上の経歴は、彼が殆ど云ってくれまし

たが、簡単に云いますと、通産省での技官とし

て5年、三菱レーヨン に入って合成繊維の関係 



の研究開発・商品化・事業化推進と云ったよう

な仕事が26年間、最後の6年間は子会社の経営

を任されて、その会社の一部分を、最近の言葉

でいえば、マネージメント・バイアウト MBO
（Management Buyout）暖簾分けしていただき

まして、会社を立ち上げたわけでございます。

その会社は介護用具の開発並びに輸入販売卸業 

の会社であります。昨年完全にリタイヤしまし

た。その間にやりました商品としましては、ス

ロープもありますが、クリンスイという家庭用

浄水器の装置を開発・事業化をやってきまし

た。私の趣味は、ジャイアンツ・ファンであ

り、野球観戦が好きで、ゴルフも下手ながら好

きで、町内会のゴルフクラブで2ｹ月に１回ほど

やっています。水泳は一週間に2回、一回二千

メートルクロールで泳いでいます。あとコーラ

スも好きなので立川様にお願いして、八王子

フィルハーモニー合唱団に入らしていただきた

いと思っております。最後に私のライフワーク

といたしましては、ギリシャ語原典による聖書

の研究を長いこと続けております。以上でござ

います。どうかこれからも宜しくお願いしま

す。 

……会長よりバッチ授与…… 

６．議事 
（１）幹事報告 

① 会員動向：戸谷会員の退会と岩島会員の入

会があり、総数は変わらず71名、休会は5名、

実働66名です。 

②5月17日（日曜日）市民健康の日のお手伝い

をされる方宜しくお願いします。 

③3月28日（土曜日）我々もメンバーである八

王子市民活動協議会主催の“お父さんおかえり

なさいパーティ”に矢島会長・下山副会長・幹

事の私が出席してまいりました。 

④対外活動ですが、来月の5月12日（火曜日）

には鎌倉プロバスクラブさん主催の神奈川県プ

ロバス連絡協議会に 会長・副会長・幹事・立

川全日本プロバス協議会副会長が参加します。

その次には、5月23日（土曜日）に多摩プロバ

スクラブの創立5周年記念式典及び祝賀会に同

じメンバーで参加します。 

全日本プロバス協議会の理事総会が八王子で行

う予定になっておりますが、後ほど下山副会長

からお話があります。      以上です。 

（２）各委員会報告 

・情報委員会：ありません 

・研修委員会：ありません 

・会員委員会（下田委員長） 

 休会は武田・鶴田・大高・石井實・田子会員

の五名で実働66名です。 

・地域奉仕委員会（澤渡委員長） 

１）生涯学習サロン中間報告 

 2月開講以来の生涯学習サロンは早や中盤に

入りました。お陰様で過去2回のサロンは参加

者130名前後と順調の中に進行しています。当

クラブも、話し手・司会・会場係・記録係・受

付・会場誘導など随所でご支援頂き改めてあり 

がたさを感じているところです。 

２）野外サロン報告 

 参加申し込みは会員45名一般58名計103名と

なっています。バスが２台で納まるかかなり微

妙な状況で苦慮しているところですが、当日は

例会日であり、例会に支障を来さないよう、一

方で野外サロンを楽しんでいただけるよう、手 

段・方法を考えたいと思っています。 

３）閉講式とさよならパーティーの案内 

 閉講式は５月２８日１４：３０より開催しま

す。引き続き特別講話は「ホテルは今？その舞

台裏を語る」と題し、多村会員を中心に京王プ

ラザホテルの食のエキスパートに座談形式で話

してもらいます。 

さよならパーティは“幸せの調べを皆様に”と

して、八王子出身のソプラノ歌手 田中三佐代

さんを中心に、チェロ ・ピアノで格調高く謳

いあげていただきます。 

異色は、京王プラザホテルのバーテンダーによ

るカクテルパフォーマンスで、その場で作った

カクテルや高級ワイン を格安に提供したいと

考えています。   （澤渡委員長資料より） 

・例会委員会 

 本日の出席率は、５９人で８９．５％です。 

（３）同好会報告 

・ゴルフ同好会（永井代表）４月２４日（金曜

日）GMG集合８時半にチェックイン願いま

す。受付の時はシニア料金となりますので、証

明できるものを持参下さい。 

速報 結果 優勝：小林時雄 詳細次号 

・お茶の会（竹内代表） 

４月１４日（第二火曜日）開催します。 

５月１２日（第二火曜日）午後３時、節句の茶会

です。お酒が振る舞われますので車はご遠慮く

ださい。 

・囲碁クラブ（下山代表） 

５月１日午前９時から、台町の市民センターで

大会を行います。奮って参加ください。 

速報 結果 
淺川、大野(聖）、下山、橋本、東山、平原、

矢崎、矢島、山崎、山下、吉田の方々の勝ち抜

き戦で、４戦全勝の大野(聖）さんの優勝でし

た。 

・写真同好会 

 お茶の会と合同で、当会の近藤会員が住職を

されています飯田市の増泉寺を訪ねました。 
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（４）その他 

●全日本PC協議会理事総会（下山副会長） 

 全日本プロバス協議会の理事総会を八王子で

開催することは前回報告しましたが、理事総会

に加えて東日本を中心に 各プロバスクラブの交

流も併せて行ったらどうかと云う提案もあり、

ここで、実行委員会を当クラブ内に設け、直ち 

に準備に入りたいと思います。構成人員は、責

任者は私下山が担当しますが、その他に、立川

会員（全日本プロバス クラブ副会長）、山崎会

員、矢島会長、矢崎幹事、有泉副幹事、それ

に、杉山会員・荒会員・浅川会員にお手伝いを 

お願いすることにしました。 

「はにかみおじさん」募集の件（八木会員） 

 サロン恒例のさよならパーティで出演する

コーラス部員の募集です。 

♪ 歌が上手くても下手でも、 

♯ 声が良くても悪くても、 

♭ 楽譜が読めても読めなくとも 

  全然構いません。 

歌が好きな方ならぜひ参加ください。 
・練習場 土井俊玄会員の『興岳寺』 

・練習日；4/30、5/7 5/27 午後1時から3時 

・歌う曲：鈴懸の径・花の街・さよなら・四季の歌他 

・ピアノ伴奏：畑野かん奈さん  

・合唱指導 八木会員  （上写真は昨年度のもの） 

７．卓話 

「日常生活と契約」 

 

東山会員 
 

縁が無いようですが、実は、皆様の身の周り

には契約で一杯と云えます。例えば、物の売

り買いも一つの契約です。店は品物を渡し、

消費者が代金を支払う、これは売買契約で

す。私は70歳の手習いである国家試験を受け

た時に、民法問題を勉強し契約は民法によっ

て13種類が規定されていることを知りまし

た。そこで、皆様に契約についてご紹介して

みようと思います。 

●契約の定義 

 契約とは、対立する複数の意思表示の合致

によって成立する法律行為であり、民法に

よって典型契約の13種類が規定されていま

す。 

●契約の分類 

① 有償契約 

 当事者一方から、他方への経済的な対価

（代金や賃料）が支払われる契約をいう。売

買・交換・賃貸借契約が代表的なものであり

ます。 

② 無償契約 

 贈与・使用貸借契約及び無償の委任契約の

ように、当事者の一方が出捐（しゅつえん）

し、他方の当事者はこれと 対価的な意味を持

つ出捐しない契約。対価なしで利益を受ける

契約を云います。出捐とは、自分の意思で、

財産上の 損失をし、他方に利益を得させるこ

と。義捐金とか寄付金がこれにあたると云え

ます。 

③ 双務契約（そうむ） 

 契約上の当事者双方が、相互に対価として

の債務を負担し合う契約をいう。売買契約の

ように、片方が品物を渡す債務を持ち、一方

が対価を支払う債務を持つ、のように両方が

債務を負う契約を云います。①の有償契約と

双務契約は同じような意味を持ちます。 

④ 片務契約（へんむ） 

 当事者の一方だけが給付義務（債務）を負

い、相手方がこれに対価的な義務を負わない

契約を云います。代表的なものは、贈与契約

です。「要らなくなったROL＊Xの時計を君に
あげるよ」と云った場合には、もらう方には

金を払う義務がありません。 

⑤ 諾成契約（だくせい） 

 当事者の意思表示が合致するだけで成立し、

目的物の引き渡し等を必要としない契約をい

う。「こ れ 頂 戴」「は い、上 げ ま す」「こ
れ、買います」「はい、売ります」と、この

ように意志の一致のみで成立するもので、 書

類を作成する必要がないものを諾成契約と云

います。１３種類の典型契約の内、１０種類

はこの諾成契約に入るといえます。意思尊重

の近代法の下では主流となる形態である。 

（増泉寺門前で合同写真：左は近藤会員 快晴・満開・4月7日） 
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⑥ 要物契約（ようぶつ） 

 当事者双方の、意思表示の合致のほか、目的

物の交付がなければ成立しない契約をいう。 

消費貸借・使用貸借・寄託契約を云います。た

とえば、消費貸借は、当事者の一方が種類、品

質、数量の同じものを返還することを約束した

上で、金銭その他のものを相手方から受け取る

ことによってその効力を生ずるとされる典型的

な要物契約といいます。以上が契約の分類であ

ります。次は、契約の種類 
①贈与契約 

一方の当事者が、自己の財産を無償で相手方に

与える意思表示をし、相手方がこれを受諾する

ことによって契約が成立する契約 「時計をあ
げます」 「どうもありがとう」のように物を

一方的にあげることを贈与契約と云います。交

換してしまうと契約が成立しますので、取り返

しができません。但し、品物がそこに無く、口

約束で契約した場合は、後で取り消しができま

す。一筆入れておくと取り消しはできません。

分類は、無償・片務・諾成契約に入ります。 

②売買契約 

 日常茶飯事に行われている契約です。当事者

の一方が、ある財産を相手方に移転することを

約束し、相手方がこれに対しその代金を支払う

ことを約束することによって成立する契約であ

る。一番大きいのは不動産の売買契約ですが、

これは民法の他に借地借家法いろいろな規制が

あります。民法で規定されているもので手付け

があります。例えば、一億の土地を売りましょ

う、買いましょうで、手付金を１割の一千万円

払うとする。その時どのような問題が生じるか

と云いますと、売り手が売るのを拒んだ時は、

手付金を倍の二千万円払うと解約できる。ま

た、買い手が手付金を相手に渡せば売買契約は

解約できます。 

③交換契約 

④消費貸借契約 

⑤使用貸借契約 

当事者の一方が相手方から物を受け取り、無償

で使用、収益したあとに、同じものを返還する

ことを約した契約をいう。例えば、「自転車貸
してください」「いいですよ」 とか、土地が

ご主人のもので、上物を奥さんが建てたとする

と 土地の貸し借りがあるのですが、夫婦間で

は地代を払わなくとも良い。（しかし、他人で

は地代を払わないといけません） 

 

次の契約はレジュメを参考にしてください。 

⑥賃貸借契約⑦雇用契約⑧請負契約⑨委任契約 

⑩寄託契約⑪組合契約⑫終身定期金契約 

⑬和解契約            （以上） 

８．プロバスソング斉唱 

９．閉会（下山副会長） 
春爛漫生涯学習サロンも今や宴たけなわ、大

切な時期に大勢の皆様によって例会が終了す

ることができました。皆様 のこれからのプロ

バスクラブでの活躍を期待します。おわり 

―４― 

編集後記：情報委員として活躍していましたＭ会員が逝去さ

れました。サロンの（シャンソンとその時代）の司会をお引

き受けしていたMさん、「体調を整え何としても出席する」

とはりきっており、その通り、当日は元気で名司会者の役割

を果たしサロンを大いに盛り上げてくれたことが印象に残っ

ております。 ご冥福をお祈りします。 

紙面の関係から卓話の一部を割愛させていただきました。 

追悼文 

 

Ｍさん「千の風になって～」 

 
  4月25日午前9時55分肝臓がんの為に

Ｍさんは天国に召されました。 

 「八王子フィルハーモニー合唱団」が

発団して16年間、毎週1回の練習に、演

奏会にと団の事務局長として密度の濃い

おつき合いをしました。 

 生一本な性格そのままに背筋をピンと

伸ばした生き方は真似が出来ません。 

音楽のほかＴ動物園の猿山ボランティア

は彼のライフワーク、毎週日曜日の猿と

のお付き合いも真似が出来ません。 

30年前に奥様に先立たれて以来、2人の

姉弟を男手一つで育てて来られたことも

真似が出来ません。 

最後の言葉 

「歌いたいなあ」 

とても残念です。 とても寂しいです。 

    

立川冨美代記 


