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第１７６回例会

日 時：平成 22 年 6 月 10 日(木) 16:00～17:00

場 所：八王子エルシィ

出席者： ５７名 出席率 ８８％

（会員総数 ６７名、休会 ２名）

１．宮城例会委員長の司会で開会

２．下山会長挨拶

我々現理事が司るのは、この例会が最後となりま

す。今月一杯は諸事の責任と、決算の締めが残って

いますが、何とか無事に任務を果たすことが出来そ

うな感じです。今日は例会の後、総会、懇親会と続

きます。総会では事業報告をしますが、そういった

ことを基に、引き続いての懇親会でもプロバスクラ

ブの運営について、楽しかった点、改善すべき点も、

忌憚無く語ってみて下さるのも面白いかと思いま

す。やがてどこかで、反映されてくるでしょう。

３．来賓ご紹介・ご挨拶

東京八王子南

ロータリークラブ

会長 山下正昭様

幹事 森田貢士様

山下会長挨拶：今年は八王子在住の小学校低学年の

児童を対象にした“エコ（環境）に伴う間伐作業”

を夕やけ小やけふれあいの里で行いました。この際、

荻島園長（プロバス会員）には、大変お世話になり

有難うございました。これからも、身近なクラブ仲

間として、卓話など協力して参りましょう。

夕やけ小やけふれあいの里 いろは坂付近

４．ハッピーコイン報告

下山会長から 18 名からのハッピーコインの紹介。

（詳細は３頁）

５．バースデー報告

下山会長から６月のバースデー報告がされた。

今月は、橋本（晴）、廣瀬、石井〈充〉、山形の４

名の会員でした。池田ときえ会員手作りの美しいバ

ースデーカードが贈られました。

６．新入会員紹介

推薦者：永井昌平会員

山形さんと私は、農業科もある男子高校の同期生

です。音楽に造詣が深く、ユニークな方でテノール

歌手：二期会の正会員です。社会奉仕活動にも積極

的で、正に、当クラブに相応しい方です。

新入会員：山形忠顯（やまがた ただあき）氏

会員番号：121 所属：地域奉仕委員会

・東京都板橋区出身。

・上越教育大学名誉教授（声学研究、教員養成）。

・平成 16 年 9 月 八王子市に転住。
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７．幹事報告 荒 幹事

総会で「事業報告」をしますが、この報告は、

皆さん全員で行った内容をまとめたものです。

今期は、沢山新しい事を行いました。

皆様の多大なるご協力に感謝いたします。

会員活動報告：“しおじい”こと塩沢迪夫会員

子供達に「外遊びの楽しさ 伝授」

読売新聞掲載 （平成 22 年 5 月 10 日）

８．各委員会報告

（１）例会委員会 宮城委員長

・出席状況報告（前述）

（２）情報委員会 竹内委員長

・本年度は、編集体制の強化を図った。

・“プロバスだより”の４頁から６～８頁の増頁

（パッピーコインの実施、投稿文の増加による）。

・ホームページ掲載基準見直しの審議を行った。

・新規則に基づきホームページ担当を委嘱人事か

ら情報委員会の業務とし、業務担当者を武田会

員から宮田会員に交代した。

（３）会員委員会 岡本委員長

・会員総数 ６７名 休会者 ２名。

・会員の新名簿（平成 22 年 7 月発行予定）作成

します。各自修正・確認をお願いします。

（４）研修委員会 佐々木正委員長

・「ボケないマージャン研究会」「美術鑑賞同好会」

の同好会二つを新設しました。

（５）地域奉仕委員会 土井俊雄委員長

・生涯学習サロンは、無事終了しました。皆様方

のご支援、ご協力に感謝いたします。

（６）交流担当 立川会員

・川崎西ＰＣの創立５周年、全日本ＰＣ協議会副

会長として招待出席。会員減少（創立当初 47

名発足、現在 33 名）に運営の難しさを感じた。

・９月に開催の全日本プロバス協議会「旭川総会」

の件：現在参加希望者１７名、２月からの参加申

込を締め切らせて頂きます。

参加申込された方には、６月末頃に最終の工程企

画、参加費徴収等の資料を送付します。

９．15 周年記念誌編集の件 橋本鋼二会員

・記念誌に掲載する原稿：会員紹介、寄稿文な

ど投稿の締め切りは７月末ですが、早めに提出

願います。

１０．同好会報告

（１）歴史を肴に語ろう会

《八王子歴史探訪 滝山城と多摩の蔵元を訪ねる》

6 月 17 日（木）天候良好、実施。

滝山城跡群・自然と歴史を守る会 西山理事長

滝山城跡散策 羽村市郷土博物館

五ノ神薬師

まいまいず井戸（中世の遺構）

歴史を肴に語ろう会 石川酒造（福生市）
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ハッピーコイン紹介

（２）お茶の同好会 竹内会員

・例会予定日：7 月 27 日(火）

※下期会費 五千円徴収。

（３）マージャン同好会 東山会員

・同好会の登録会員で、未だ参加されていない方

は是非参加して下さい。

◆最近もの忘れがひどいので、脳外科医に診察して

もらったところ、年相応ですと云われうれしいや

ら、悲しいやら。 土井俊雄

◆初孫が結婚した。 渋谷文雄

◆学習サロン閉講式パーティで、バックコーラスを

従えての独唱、気持ヨカーッタ。 渋谷文雄

◆麻雀サークルの例会で優勝させて頂きました。

プロバスの男性雀士は女性にやさしいねー

立川冨美代

◆天地が動いて、お役目終了、ハッピー！

後ろには新たなお役目が控えている。後 1 年、命

あるあかしと、天地に感謝！ 荒 正勝

◆例会委員会担当として走り抜けた月日でした。

良き仲間に助けられ、支えていただきながら終わ

ることが出来、ほっとしています。本当にありが

とうございました。 宮城安子

◆昨日、日本橋三越へ、細川護熙展を見に行ってき

ました。実は２度目です。１４日まで開催してい

るので、もう１度行こうと思います。彼の作品、

黒茶碗、唐津茶碗、美しい掛軸にすっかりはまっ

ています。 阿部幸子

◆総会を、重ね重ねてアノ世まで たくさんの思い

出、皆様のお陰です。 古川純香

◆東京の新名所“スカイツリー”を真下から拝見。

６／８現在 398ｍ。後ろに倒れないよう踏ん張っ

た。 澤渡 進

◆娘の家の為、６月８日地鎮祭に参加。宮崎浩平

◆老人ホーム「熱海ゆとりあの郷」「横浜フェリエ

ドウ」「二俣川チャリティコンサート」と三つの

コンサートでほんの少し世の中のため奉仕出来

た喜びを感じています。 八木啓充

◆１年間ありがとうございました。 戸田弘文

◆本年度最終例会、下山会長ありがとうございまし

た。 杉山友一

◆年度が めでたく 終えそう、ハッピー！

下山邦夫

◆港区民大学で岡本哲志さんの講義を聞いて目標

が１つできました。それは港区の坂道と歴史探訪

です。ジョギングをしながら楽しもうと思ってい

ます。 増田由明

◆誕生月のバースデーカードに代えて下山会長お

手作りのアクセサリーをちょうだいしました。あ

りがとうございました。みなさん、私の胸にご注

目ください！ 池田ときえ

◆・都退職校長会より手書きの寿の白扇を喜寿の祝

いとして頂きました。

・人権擁護委員として、八王子・西多摩法務局管

内の会長と、都連合会の副会長をもう少し続けま

す。 廣瀬智子

◆一年間、プロバスだよりをご愛読いただき有り難

うございました。あと６月分を残すのみとなりま

した。また学習サロン編集資料収集も、情報委員

会の皆さんにお世話になりました。有難うござい

ました。 竹内賢治

１１．プロバスソング斉唱

１２．閉会の挨拶 杉山副会長

本年度、最終例会は、大変充実したものとなり、

また、すばらしい新入会員、山形忠顯さんをお迎え

して、嬉しいことでございます。

この後、引き続き定期総会、懇親会を行います。

新緑の奥入瀬渓谷
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第１４回定期総会

恒例により下山邦夫会長が議長に選出され、議長

は書記に阿部和也会員、議事録署名人に馬場征彦会

員、田中美代子会員を指名し、以下の議案を審議し

た。

議案 「2009年 7月～2010年 6月 事業報告」〈案〉

荒正勝幹事から提案され、質疑、意見は無く、

本案につき挙手による採決を求めたところ、異議

なく承認された。

次いで、

・旧役員の退任挨拶

・新年度会長挨拶並びに会長委嘱人事の件

・各委員会構成の発表の後、閉会とした。

旧役員の退任挨拶 新年度会長の杉山副会長

懇 親 会

司会 宮城会員

乾杯！ 荒 幹事

山形会員の独唱

―アカペラ及びピアノによる弾き唱い―

○さくら ○城ヶ島の雨 ○カタリ・カタリ

みなさん ご苦労様！

例会委員会

会員委員会

研修委員会

情報委員会

地域奉仕委員会

広げよう！ プロバスの楽しみの『環』

ごきげんよう！

編集後記： 情報委員会

年度最後のプロバスだよりをお送りします。

会員の皆様の機関紙としてお役に立て、編集

担当としても嬉しい限りです。


