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『学びそして発信しよう、より豊かな地域社会を求めて』

・日時：平成21年６月11日（木）16:00～17:10
・場所：エルシィ
・出席者：出席：５７名
・お客様：ございません
（総 会：17:10～17:50 ）
（懇親会：18:00～20:00 ）

１．多村委員長の司会で定時に開催
2008 年 度 矢 島 会 長・矢 崎 幹 事 他“Y・Y
ワイワイ”コンビ執行部のもと皆様方のご支援
ご協力のお陰もありまして何
とか今日を迎えることが出来
ました。後ほど、矢島会長か
らお話があると思いますが、
例会委員会も今日で肩の荷が
下りると思うと思わず、ニコッとしてしまうの
です。本日は通常の例会、定期総会、懇親会と
盛り沢山でございますので手短に進めてまいり
たいと存じますのでどうぞ宜しくお願いいたし
ます。それでは、会長、2008年の総括のご挨拶
をお願いたします。

２．会長挨拶
皆様こんにちは。今月の例会は、このあと定期
総会や懇親会を予定してい
る 関 係 で、い つ も と 違 う 時
間をセットさせていただき
ましたが大勢の会員の方々
にご出席いただきまして誠
にありがとうございます。
後ほど、ご紹介を頂きますが、今月の例会から
新しく、飯田冨美子氏が会員になられました。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。時のたつの
は早いもので昨年7月の例会におきまして、
「学びそして発信しよう、より豊かな地域社会
を求めて」をテーマに掲げて始まった活動でし
たが今月が最後の例会となります。昔から、
「光陰矢のごとし」と申しますが、今年の執行
部には、先ほども例会委員長から話がありまし
たが、矢島・矢崎の二本の矢が用意されていま
したので、誠に一年が短く感じられました。こ
の一年を振り返りますと、理事の皆さんに協力
いただいた中で組織の活性化に向けた取り組み
では、例会などを利用した研修会を開催し、プ

ロバスの原点とも云える学びの場の拡大にも一
歩近づいたのではないかと思っております。そ
してまた、会員の親睦を深める取り組みも、5
つの同好会がそれぞれ素晴らしい活躍をしたな
かで、特に、今年は写真同好会と、お茶の会と
が合同で、伊那谷の一本桜を訪ねる旅を企画し
まして、会員親睦の一つの形として、新しい道
が開けたのではないかと思っております。ま
た、地域社会の活性化に向けた奉仕活動の取組
みでは2月から始まった生涯学習サロンはこれ
までにない107名と云う大勢の一般参加者の参
加を頂いて大盛会の内に終えることができまし
た。その中でも楽しい交流や充実した学習を重
ねながら随所にプロバスらしい発信ができたの
ではないかと思っております。
そして、他のプロバスクラブとの交流におき
ましても昨年に引き続き関東ブロックの交流会
の開催や、新たに神奈川県プロバス協議会の交
流会にも参加いただきまして、神奈川県のプロ
バスの方々とも交流の輪を広げてきました。
また、隣の多摩市のプロバスクラブにおきまし
ては本年度が5周年ということで記念の式典が
開かれ、私どもクラブから大勢の方にご参加い
ただき交流を重ねてまいりました。
その他の活動につきましても、当初掲げた目
標に沿って取り組みました。この間、素晴らし
い理事の皆様との出会いの中で楽しくまた充実
した活動ができましたことに改めてこの場をお
借りしまして、役員の皆様に心からお礼申し上
げたいと思います。ありがとうございました。
そして、常日頃執行部に対しまして、いつも暖
かいご協力と力強いご支援を賜りました会員皆
様に心より御礼を申し上げます。最後に、誠に
残念ではございますが、この一年間の間に3人
の会員の方がお亡くなりになりました。野口会
員・戸谷会員そして、松尾会員の3人の方です
が、病とはいえ残念なことでした。改めて3人
の方のご冥福をお祈りいたします。そして、次
年度におきましても会員皆様の元気で素晴らし
い活躍を心から祈念申し上げまして最後の例会
の挨拶とさせていただきます。1年間本当にあ
りがとうございました。

３．新入会員ご紹介
―１―

推薦者：杉山会員

4．議事

今日からお仲間に加わっていただける飯田冨
美子様のご紹介を申し上げます。矢島会長さん
から、女性会員を増やして
ほしい旨の相談を受けてい
まして、心がけていたわけ
です。その後、所定の手続
きを踏みまして本日紹介が
できる段となりました。
飯田さんは山梨県のご出身で、㈱環境管理セ
ンター（ジャスダック上場）環境分析の分野で
は日本を代表する会社でございます。この会社
に創設の時から関わっておられまして、取締
役・監査役を担当されました。また、日本監査
役協会の女性常任理事も務められました。現在
は、エコ研究所の代表を務ておられます。
飯田さんは山梨大使にもなっており、山梨人脈
は大変多彩でございます。ご趣味は音楽・絵
画・書道・長唄と広いのでございますが、先日
下田会員委員長との会員面談がありましたとこ
ろ、私が下田さんを、「八王子の大道芸の先陣
を切る大家」であるとご紹介しましたところ、
飯田さんは、早速、「南京玉簾の門下生になり
たい」と、下田さんに申し入れしていましたの
で、下田さんもようやく弟子の第一号が持てる
かもしれません。これからも末長くお付き合い
のほどよろしくお願いいたします。
飯田冨美子会員挨拶（会員№１１４ 地域奉仕）
杉山様からご推薦いただきました。飯田冨美
子でございます。今までは、都心中心で地元と
接する機会が少なかったこともありますが、こ
れからは、八王子に根を下ろして力になれたら
と思います。良い会に参
加できたこと厚く感謝し
ております。これからも
仲良くさせていただけた
らと思います。薬剤師で
ございまして、大学卒業
とともに伊藤忠商事に入
りまして、其の後製薬会
社に勤め、環境管理セン
ターを創りましたが、今年の3月に、もっと若
い人に会社を託すことで会社を退きました。環
境・医療・福祉・地域のコラボレーションなど
に力になれたらと思いま
す。どうぞこれからも宜
しくお願いいたします。

（１）幹事報告（矢崎幹事）
１．会員動向
年度当初71名の会員でスタートしました。年
度内に4名の方に入会していただきましたが、
退会者が4名出ました。お亡くなりになった方
が3名いますので、ネットで68名となります。
そこから4名の休会者がいますので実動は64名
になります。
２．来月から9月までクールビズです。
謝辞 つつが無く一年を過ごすことができまし
た。ありがとうございました。
（２）各委員会報告
例会委員会（多村委員長）
本日は実動64名に対し、出席が57名ですの
で、89%の出席率になります。年間の出席率が
84%です。一年間例会委員長を務めさせていた
だきました。例会議事における報告事項の短縮
とか、ﾒﾆｭｰのﾊﾞﾗｴﾃｨｰ化（ｴﾙｼｨさんの協力を得
ました）を図り実現出来ました。振り返れば、
閉講式の特別講話を担当するなどプロバス生活
の中で充実した一年でありました。
どうもありがとうございました。
・情報委員会（長谷川委員長）
「情報って大変でしょう」と優しく声をかけて
くれる方がいますが、実は、さほどでもなく、
口笛を吹きながら楽しくこなしてきました。サ
ロン冊子も話し手と、地域奉仕委員会の協力の
もと早々と終了することができました。一年間
ご協力ありがとうございました。
会員委員会（下田委員長）
・各ﾃｰﾌﾞﾙに21年度の名簿をお配りしています
ので、訂正あれば備え付けの赤のﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝで修
正してください。
・会員動向ですが、71名の会員の維持を目標に
4名の新入会員を目標にしました。お陰様で4名
の実現は果しましたが、残念ながら退会される
方が7名（3名がお亡くなりになられました）と
なり、68名に下がったことで目標は達せられま
せんでしたが、皆様のお陰で何とか1年間務め
ることができました。本当にありがとうござい
ました。
・研修委員会（橋本委員長）
「学びそして発信しよう、より豊かな地域社会
を求めて」をもとに研修委員会を運営してきま
した。例年ですと会員の卓話を中心にするので
すが今年は外部からも講師を招こうと、10月の
例会には、地裁の検察官から裁判員制度の話を
伺いました。また、例会日とは別に特別学習会
としまして、10月23日、場所：エルシィにて、
八王子市役所市民活動推進部長の峯尾常雄様を

・バッジ贈呈
矢島会長から、飯田会員
へのバッジその他の贈呈
がありました。

―２―

・ゴルフ・囲碁・写真・お茶 報告ありません
（４）その他
立川会員
全日本PC協議会副会長として5年
目を迎えました。最初入りました
ときは、この会は何を目的にどう
いう方向へ行けばよいのか大変試
行錯誤をしましたが、年を追うご
とに着々とプロバスクラブ（以下PC)として、
日本を一つにしたいと云う気持ちが各地区の理
事の皆様方も強くなりまして、昨年の第3回の
京都総会におきましては、北海道から九州まで
のPCの方々が参加して頂き、交流を深めて、
もっとクラブの数を増やそう、高齢化社会に相
応しい会を創ろう、の方向に向いてきておりま
す。お陰様で、先ほど会長からお話がありまし
たように、5月12日に千葉県にPCが誕生し、関
東ブロックの一員になりました。 私が全日本
PC協議会副会長として出席するために、八王
子 PCの 皆 様に は 大 変 ご支 援 を い ただ き ま し
た。特に、担当補佐として、下山副会長、山崎
会員、鶴田会員（退会）にサポート頂きまし
て、今日まで来ることが出来ました。来年は旭
川で総会を開きまして、任期は終わるのです
が、出来るだけ頑張ってみようと思っておりま
す。八王子PCの位置を申し上げれば、全国の
中で、皆さん、八王子に追いつけ追い越せ と
思っておられますので、それに相応しい、私た
ちの活動をしていきたいと思います。さて、今
年の11月16日全日本ﾌﾟﾛバス協議会の理事総会
並びに東日本を中心とした交流会をもつ予定で
ございます。その時は、会員の皆様のご協力を
お願いすることと思います。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。

お招きして『ソフト面から見た八王子のまちづ
くり』のお話を聞くことができました。
1月には、八王子消防署から特別救護隊をお招
きして、応急救護の実演をしました。
卓話につきましては8名の会員が参加していた
だきました。1年を通じまして、いろいろとご
協力ありがとうございました。
・地域奉仕委員会（澤渡委員長）
5月の閉講式をもって今年の生涯学習サロン
が終了しました。ここで、簡単に生涯学習サロ
ンの総括をいたします。
１．参加者 ﾌﾟﾛﾊﾞｽ会員67名、一般会員107名
合計 174名の参加をいただきました。
ﾊﾟｰﾃｨを含む延参加者は1009名になりました。
２．出席率（除 野外ｻﾛﾝ・ﾊﾟｰﾃｨ）７７％
例年通りでした。
３．評価
ⅰ）昨 年 7 月 の ア ン ケ ー ト に 基 づ き、“楽 し
く”“分かりやすく”“為になる”をサロン
当初目標の７～８０％
テーマに設定 →
程度達成したと思っております。
ⅱ）参加者の大幅増加への対応 → 混乱や受
講希望講座の変更は皆無に近かった。
ⅲ）テーマ設定、運営面など、全てがうまく
いったとは考えていないので、課題は次期サロ
ンで補って欲しい。
４．残された任務
ⅰ）決算報告
7月臨時総会への提出
ⅱ）サロン冊子の配布 一般6月末、ﾌﾟﾛバス会
員には7月例会時にお渡しします。
・謝辞
地域奉仕委員会の任務もあと僅かを残して終
わることが出来そうです。本当にありがとうご
ざいました。思えば全員の皆さんに支え続けら
れた一年であったと感じています。多くの一般
会員を紹介して頂いた方、話し手の方、受付・
司会・記録係の方などなどのご支援のお陰で八
王子ﾌﾟﾛバスクラブの顔を地域の多くの皆さん
に見て頂くことが出来ました。又委員会にあっ
ては、パソコン・会計が苦手な私を大きく、暖
かく支えて頂き、よいチームワークでいっしょ
に仕事が出来ました。今は、ほっとして、燃え
尽き症候群の状態にありますが来季はどこかの
委員会に入れて頂き、新たに一歩を踏み出した
いと考えています。本当に1年ありがとうござ
いました。
（３）同好会報告
・歴史の会 6月18日 第15回の歴史の会を開
催します。宮崎元会長が「源頼朝の鎌倉幕府創
設への道」と題しまして、お話します。今回か
ら映像を沢山使用した見どころのあるものに仕
上げましたので、未だお席がございますので参
加ください。

５．ﾌﾟﾛバスソング斉唱

６．閉会

下山副会長挨拶

先ほど矢島会長以下、各理
事から今年度の活動成果に
ついて報告がありました。
この素晴らしい年度の例会
も今日で終わりになりま
す。いつも私は閉会挨拶を
し て き ま し た が、今 日 は そ の 最 後 と な り ま
す。｢今年度は皆様ご苦労様でした、来年度に
なる次回７月例会で、皆さんお元気な姿で又

―３―

第１３回定期総会

第2 号議案 会則の一部改正
矢崎幹事より、会則第9条 役員
の理事9
名を 10名に改正したい旨説明があり、議長が
質疑ご意見求めたが無く、採決に入りました。
議長：原案に賛成の方の挙手をお願いする旨
諮ったところ全員挙手で本議案は可決した。
第3号議案 次期役員の選出
議長；恒例により執行部案でよろしいか会員に
諮ったところ異議なしとのことで、執行部案を
開示した。
・下山副会長が、2009ー2010年度役員人事案に
つき提案説明する。
議長；人事案でございますので、ご意見なけれ
ば拍手でご承認いただきます。 （拍手）
拍手多数で、第3号議案は可決されました。
第3号議案ー2 次期役員の分掌について
下山副会長より提案説明する。議長：同様に拍
手で承認を求めたところ、拍手多数で本案は可
決されました。（下図参照）

・日時: 平成2１年6 月１１日 17:10～17:50
・場所：エルシィ
・会員総数:68名 本日の出席者数５７名
1.開会
司会の多村例会委員長が第13 回定期総会の開
会を宣言し、総会成立を報告した。
2.議長選出
司会から、議長は恒例により矢島会長を選出
したい旨の提案があり、全員異議なく承認さ
れ、矢島会長が議長席に就く。以後司会は議長
3.議長挨拶
ご指名ですので、私が議長を務めさせていた
だきます。只今より、第13回東京八王子ﾌﾟﾛバスク
ラブ 定期総会を開催します。まず議事録作成の
ための、書記と議事録署名人を決めなければな
りませんが如何いたしましょうか。（議長一任）
4.書記ならびに議事録署名人の選出
議長から書記に№89 東山栄会員、議事録署名
人には、№106 高取和郎会員、№69 阿部治
子会員を指名した。
5.議 事
第1 号議案 事業報告の件
矢崎幹事より、あらかじめ配布された資料に基
づき、『学びそして発信しよう、より豊かな地
域社会を求めて』のテーマで活動してきた、
200８ 年7 月1 日から200９ 年6 月30 日にいたる
事業報告の説明があった。特徴的な事項につい
て次のとおり説明。
①会員動向 会員数68名 休会4名 実動64名
②年齢構成 最高年齢82歳 最低年齢63歳
平均年齢：72.6歳
③ 理事会議事報告
④ 例 会 各月の内容説明
⑤ ﾌﾟﾛバスだより153号～164号
⑥ 岡田事務局長 印刷関係報告
⑦ 生涯学習サロン 報告
⑧ 生涯学習サロン参加者報告
⑨ 同好会活動報告
⑩ 外部関係団体との交流説明
（以上）
・議長本議案につき質問を求めたところ、
会員№110荻島会員より、会員で亡くなった方
などはそのままの番号を残されていますが、ど
のような理由なのか。の質問あり
・矢崎幹事：当会に入会された方は全て、委員
会所属等の履歴一覧を作成している。連番にす
ると、履歴の混乱や、その他名札等の新たな費
用の発生もあり、欠番を認めて名簿作成をして
いる。
・立川会員からも補足説明があり、質問者は納
得しました。
議長 第一号議案につき原案の通り決定したい
旨、挙手を求めた、全員挙手で可決された。

６.議長解任
７.旧役員退任挨拶
矢島前会長が、各理事一年間の活動に謝意を
述べながら、各理事のコメントを述べられた。
1 年を回顧し、新年度のクラブの活動、さらな
る充実について期待する旨の挨拶があった。
８.新年度会長挨拶
下山新会長から、新役員の紹介と来年度も会員
全員のご支援を賜りたい旨の挨拶があった。
9．閉会 以上で、第１３回定期総会は終了しました。

懇親会
下田会員により新しい
出し物『石立ての術』
の大道芸が披露されま
した。

４

編集後記：編集誤記と直そうかと思うほど訂正もありましたが、楽し
い一年でした。皆様のご寛容とご協力感謝します。（情報委員一同）

