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親睦と奉仕そして前進
-クラブライフを通じて、青春をたぎらせよう-

編集・発行：情報委員会

第２１２会例会

イフをエンジョイしようと活動してまいりまし

日時：平成 25 年 6 月 13 日(木) 16:00～17:30

た。1 年を経ていかがだったでしょうか。何かと

場 所：八王子エルシィ

至らなかった点はご容赦の程、お願いいたします。

出席者：61 名

出席率 84.7%

まず最初に残念な報告をお伝えしなければな

（会員総数 72 名、休会 0 名）
1. 開会 飯田冨美子例会委員長の司会で開会

りません。近藤泰雲会員が以前病気をされて以後、
体調がはかばかしくなく、会を退会したいとの届
を受けました。長年にわたり、会の活動に協力頂

定時に例会
が始まり、資

きましたが、今回このような事態となり誠に残念
です。
新年度の宇宙の学校ですが、今までより 3 カ月

料の確認が行
われた。

早く、7 月から開校することになりました。ねら
いは夏休みを利用して子供達に家庭学習を行っ
てもらうためです。その体制づくりの為、プロバ

2. 挨拶 吉田信夫会長

スクラブの会員の皆様の支援の会への登録を繰
り上げてお願いすることになりました。お配りし
ております八王子「宇宙の学校」後援会会員登録
用紙にご記入の上、本日宇宙の学校担当にお出し
願えれば幸いです。
新年度 7 月からプロバスクラブのホームページ
が新しくなります。現在のホームページは 10 年
前、武田洋一郎会員が立ち上げてくださり、以降
そのメンテナンスをお 1 人で対応して頂きました。
その御苦労に対し、理事会の承認を経て記念品を

本日は今年度最後の例会を迎えることとな
りました。

差し上げることにいたしました。この後その御披
露をさせていただきます。
本日は、この最終例会後、定期総会、懇親会と

昨年 7 月に発足して以来、会員の皆様方の温

かいご支援、ご協力を頂きここまで参りました。 催しが続きます。最後までよろしくお願いいたし
ます。
心から御礼申し上げます。年度初めに、親睦と
奉仕そして前進－クラブライフを通じて、青春

3. 武田洋一郎会員に記念品贈呈

をたぎらせよう－のスローガンを掲げ、サミュ

八王子プロバスクラブのホームページを立ち

エル・ウルマンの詩を引き合いに出し、会員の

上げ 10 年間の長きにわたりメンテナンスをお 1

皆様全員で積極的に前向きに楽しくクラブラ

人で対応してくださった武田会員に記念品をお
贈りし労をねぎらいました。

ブ

武田会員のご挨拶
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皆さんすばらしい贈り物ありがとうございま

度は新ホームページの立ち上げを副委員長の馬

した。仕事の一端で取り組んでいたのでご辞退申

場会員にお願いし、ほとんどお一人で立ち上げら

しあげましたが皆さんからのお気持ということ

れました。7 月 8 日から新しいホームページにな

で快く頂きました。

りますが、切り替えの為 6 月 30 日から 7 月 7 日

ひとこと経緯をお話します。入会しまして１年

の間ホームページの閲覧が出来ませんのでご了

ちょっと経ったときに情報委員長をおおせつか

承ください。

りホームページを立ち上げることになり、プロバ

三つ目は学習サロンの抄録の編集で、本日お手

スだより、生涯学習サロンなど 800 ページにおよ

元にお配りしましたが、乱丁の物があれば交換し

ぶ資料を情報委員の皆さんにお手伝い頂きつく

ますので地域奉仕委員長まで申し出てください。

りあげました。その後 8 年位経ったとき宮田会員

1 年間ご協力ありがとうございました。

にバトンタッチしましたが、宮田会員が退会され

（3） 会員委員会

橋本晴重郎委員長

たのでまた担当していましたが、今度新しいホー

近藤会員が退会されました。会員数は 71 名で

ムページができるということで楽しみにしてい

引き継ぎました。今期は新入会員が 3 名、逝去会

ますし、できる限り協力もしたいと思っています。 員 1 名で、その他に１名が退会され、72 名で新年
4. バースデーカード贈呈

度に引き継ぐことになりました。1 年間ありがと

今月は 3 人の方がおられ、廣瀬智子会員と山

うございました。

形忠顕会員はお休みでしたので橋本晴重郎

(4) 研修委員会 土井俊雄委員長

会員に池田会員お手製のバースデーカードが会

特に卓話について例会が楽しく和やかになる

長より手渡されました。

ように検討しましたが、思うようにいかなかった。

5. 幹事報告 塩澤廸夫幹事

卓話に関するアンケートを配布しましたので提

吉田会長の下、理事の皆様と共に、１年間幹事

出をお願いします。1 年間ありがとうございまし

を自分なりに精一杯勤めました。

た。

健康フェスタのイベントにはプロバス会員の

(5) 地域奉仕委員会 橋本鋼二委員長

皆様のご協力に感謝致します。

生涯学習サロン開催に向けてメンバーで役割

今年度は 3 名の会員増でしたが残念ながら 2 名

分担をして年間計画に基づき活動してきました。

の方が退会されました。

会員の皆さんにお願いして大勢の新規受講者が

後程各委員長の報告があると思いますが、年度

集まりました。

が変わることによって人も変わり新しいアイデ

サロン冊子をお送りする際に今後の参考にす

アが生れてくると思います、新しい年度も皆さん

るためアンケート用紙を同封しました。

と協力してゆきたいと思います。

会員委員会の方での名簿の電子データ化の整

6. 各委員会報告

理も有効でした。

（1） 例会委員会 飯田冨美子委員長

皆さまのご支援を背中に感じた 1 年間でした。

皆さんに支えて頂き無事、委員長の大役を終わ

ありがとうございました。

ることができました。

(6) 交流担当 浅川文夫交流担当理事

会員総数 72 名、出席者 61 名、出席率 84.7％

昨年 11 月には神戸総会、今年 2 月には関東地

（2） 情報委員会 寺田昌章委員長

区交流会が行われ大勢の方に参加して頂き、交流

本年度取り組んだ情報の 3 つのミッションのう

の輪を広げていただいた。

ち、一つ目のプロバスだよりの編集ができる人を

多摩プロバス、日野プロバスクラブとは卓話、

増やす取り組みでは、211 号の編集を行った山崎

同好会で交流がはじまっています。今後このよう

会員、208 号、212 号を担当された有泉会員は初

な交流の輪に、より多くの会員の参加を希望して

めての担当で、立派に編集を担当されました。

います。

二つ目はホームページ維持・管理の中で、本年

7. 全日本プロバス協議会報告
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全日本プロバス副会長 立川冨美代

｢宇宙の学校｣へのご協力を早く始めて頂く必要

全日本プロバス協議会新旧三役会・近畿ブロック

があります。年間通して子供たちの心の成長に火

大会が以下の様な内容で開催されます。立川会員

を灯すという「宇宙の学校」の本旨に沿うもので

が出席されます。

す。又杉山後援会長が報告申し上げたように皆様

日時：平成 25 年 6 月 25 日午前 11 時より

の金銭的ご支援を頂いて順調に運営され、お陰様

会場：神戸・三田

で八王子｢宇宙の学校｣は基礎が固まりつつあり、

神戸フルーツフラワーパーク

ホテル

さらに飛躍する展望もできてきました。

参加：近畿ブロックより 60 名
内容：近畿ブロック交流会
三役会

新旧三役 8 名

皆様のご支援を早めて頂く必要がありますの

11：00～15:00

で今日中に支援の会への登録をお願い致します。

16：00～18：00

また永井会員からスタッフの募集も早々とは

今年度の会費集金について

じめさせて頂きました。スタッフとしていろいろ

クラブ宛てのアンケート内容について

な側面を経験し、子供と保護者と家庭教育のきっ

今後の全日本の活動について

かけ作りのなかから子供の成長と親子の絆、未来

8．｢宇宙の学校｣報告

への希望を我々自身も感じて行きたいと思いま

杉山友一後援会長

す。次に指導者セミナーについて報告をします。
後援会の報告をさ

17 日（水）に子供科学館で、宇宙教育セミナーを

せていただきます。

八王子「宇宙の学校｣のために開きます｡是非ご参

後程下山本部長から

加ください。

お話がありますが、

最後に今年はＫＵ－ＭＡ（宇宙・子供・未来の

お蔭様で順調に 3 年

会）［宇宙の学校］の 5 周年に当たり、各地区の

目を迎えており、明

学校で特別な事業があります。関東地区は 7 月 28

らかに八王子の教育文化のフィールドに一

日(日)国分寺、 8 月 25 日(日)は相模原です。ま

石を投じはじめております。かつて 11 代会

たご案内します。

長濱野幸雄会員の時代に、地域でどうしたら

9．同好会報告

クラブの存在を知ってもらえるかというこ

お茶同好会 会長の近藤会員が退会されたので、

とがテーマになりましたが、今や親睦と奉仕

後任の会長を 6 月 25 日の同好会の時に決めて 7

のバランスが大変優れている意識の高い集

月の例会時に発表します。世話役を川村会員に代

まりであるとの評価を得ています。御同慶の

わって頂きました。

いたりであります。

(竹内賢治会員)

お手元の資料の八王子「宇宙の学校｣報告

ゴルフ同好会 5 月 23

に収支決算、事業計画、収支予算書、後援会

日に行われた多摩及

25 年度役員名簿等について説明があります。

び日野プロバスクラ

下山邦夫運営本部長

ブとの交流コンペの

先程、吉田会長からお話があったように、

参加者は八王子 8 名、

今年から全国の「宇

日野 9 名、多摩 4 名

宙の学校｣の日程と

の計 21 名が参加。ベストテンに八王子勢 5 名。

シンクロさせて 7 月

親睦の和が広げられた。次回は 10 月の予定です。

からスタートします 。

（米林伸恭会員）

13 日(土)八王子北高

歴史の会 7 月下旬に実施予定の見学会は人数が

校、14 日（日)教育セ

集まらず中止、次回 10 月を予定しています。

ンターからスタートします。そのため皆様には

(土井俊雄会員)
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写真同好会 橋本晴重郎会員が加入しました。
興味のある方はぜ

ハッピーコイン

ひご加入を。
(矢島一雄会員）

◆平成 24 年度も無事終了、役員並びに会員に
感謝! 乾杯!

近藤泰雲

◆先月 7 万 5 千トンの船に乗って上海へ、上海で
は宋慶齢さんの旧宅と墓地を訪ねてきました。
俳句同好会 会員が 8 名から 10 名になりました。

野口浩平

俳句をすると 3 年

◆１年間の行事が無事終わりました。皆様ご苦労

に一度しか年をと

さまでした。新しい年度 笑顔で迎えましょう。

らないといわれて

立川冨美代

います。ぜひご参

◆今回の例会・総会・懇親会を以って例会委員長

加してください

の任から解放されます。皆様の御支援御協力に

(河合和郎会員）

厚く感謝申し上げます。ありがとうございまし

旅行同好会 ７月 1～2 日「リゾートしらかみで行

た。

く五能線の旅」に行ってきます。
（山崎修司会員）

飯田冨美子

◆5 月 23 日八王子・多摩・日野プロバス三クラブ

10．その他

合同ゴルフコンペでホスト役にもかかわらず

岩島寛会員

優勝してしまいました。因みに 2 位も我がクラ
9 月 15 日（祝）

ブの河合さんでした。

オリンパスホール

杉山友一

◆吉田会長一年間ご苦労さまでした。

で西本智美プロデ

戸田弘文

ュース公演「カル

◆飯田例会委員長の落ち着いた例会の進行、とて

ミナ・ブラーナ」

も和やかで素敵でした。大変ご苦労さまでした。

があります。チケ

宮城安子

ットが 1 割引で購入できますので、興味のおあ

◆吉田会長、役員の皆様 1 年間ご苦労様でした。

りの方はどうぞ。

竹内賢治

11．プロバスソング斉唱

◆町おこしに熱心な八王子ボランテアネットワ

12．閉会の挨拶 荒正勝副会長

ークが一筆箋「八王子ものがたり」を作りまし
た。私も表紙を描くお手伝いをさせていただき
ました。詳細はまたのちほどお知らせします。
ご協力よろしくお願い致します。池田ときえ
◆今年度のお役目、無事？終えることができまし
た。皆様のご支援に感謝、ハッピー。
吉田信夫

第１７回定期総会
1. 開会 飯田例会委員長の司会で開会
2. 挨拶 吉田会長
本日の定期総会は 17 回目、今年度 1 年間を顧
1 年間閉会の言葉を述べさせていただきました。
終りの続きはまた始まりに続くということで来

みて新年度に引き継ぐ催しであります。新年度
が円滑に運営できますように皆様のご協力よ

年は会長をやらしていただきます。よろしくお願

ろしくお願いします。

いします。
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3. 議長選出
恒例により会長が議長を務めることになり議
長は会員総数 71 名の内出席会員は 61 名である
ので本総会は有効に成立したことを宣言した。
4. 書記 1 名、議事録署名人 2 名選出
議長は書記に内山雅之会員、議事録署名人に
中野義光会員並びに根本洋子会員を指名した。
5. 議事
議案 事業報告承認の件
（2012 年 7 月～2013 年 6 月年度）
議長は塩澤幹事を指名し幹事は資料に基づき
当年度の事業の報告を行った。

渋谷会員

議長は議場に挙手により承認を求めたところ、

が飛び入り

挙手多数で本件は承認された。

で懐かしい

6. 議長解任

唄声をご披

7.新年度会長委嘱人事並びに各委員会構成の発表

露。

荒会長から資料に基づき表題の報告があった。

みんな元気

8. 閉会

をいただき

荒会長から、新人事が決まったので、会員の

ました♪♪

ご支援、ご協力をお願いする旨の挨拶があった。

懇 親 会
杉山第 15

宮城例会副委員長と荻島例会副委員長の司会

代会長の
音頭で乾
杯 ! !

会食・歓談のあと
余興では
で懇親会が開催され吉田会長の挨拶に続き、シニ
ア・ダンデｲ―ズが出演、アロハシャツ姿で歌声
を披露した。
司会は立川会員

下田会員が「石立の術」を披露した。口上は、
＜どんな術なのか是非見たいとのリクエストに
5

俳句同好会便り

こたえて今日は月海法師直伝の秘術「石立の術」
をご覧に入れるのでしっかりとみておくように。

河合和郎

私の一句～６月の句会から

今日これを見た人は必ずいいことがある＞

同好会がスタートして１年半。立川冨美代さん
の参加で女性は４人に。賑やかで華やかな句会に

司会者の指導で、委員会ごとにじゃんけんゲー

なった。兼題は「藤一般」。

ムでチームワークをためしました。

待合せ藤棚の香につつまれて

例会委員会

東山榮

花の咲く藤棚で待ち合わせとは。どんな人が現

みんなで楽しい、和やかな、ゆったりとしたク

れるのでしょうか。大人っぽい雰囲気が。

ラブ員の交流と親睦を深めることによりその輪

青田波遠くひかりし岩木山

が広がりました。

阿部治子

旅の句が得意の作者。青田の近景から白雪残る

研修委員会

岩木山の遠景へ。立体的で大きな景の佳句。

貴重な知識や体験をみんなに伝えましょう。

紫陽花に案内されて三回忌

「卓話」とても楽しみました。

馬場征彦

気負いなくまとめた一句。紫陽花の咲く道を参
列の人影が静かにたどる。香煙が流れる。
放射能なしと書き添へ新茶来る

渋谷文雄

3・11 の震災から早や２年余。風評被害は未だ
収まらず。平易な表現に厳しい現実が重なる。
木の暗や藤の白さを際立たせ

石田文彦

万葉の古歌を思わせるような上五の表現。歴史
をたどる俳句の旅を楽しむ作者がある。
草引きのひと手が止まる母子草

池田ときえ

繊細な心遣いの句。草を引きながら、花ある草
にふと手が止まる。これぞ俳人の心。
情報委員会

路地裏のかすかな香り藤小鉢

会員のためになる、クラブのためになる情報を

立川冨美代

今回初参加でこの作品。うまくまとめている。

伝えてくれました。

特に「藤小鉢」の季語が絶妙。今後に期待大。

会員委員会

ソヤソイヤうねる浅草三社祭

プロバスクラブの財産は「人財産です」すばら

田中信昭

臨場感溢れる秀句。神輿の勇み声と祭りの人出

しいお仲間がふえました。

に沸く浅草の三社祭を見事に詠みきった。

地域奉仕委員会

藤の花風に誘はれ色めきぬ

「社会のためになる」この要素が加わってこそ

河合和郎

藤の花が風に揺れる風情は格別なもの。そんな

活性化してきます。地域社会をターゲットにして、 雰囲気を少し艶っぽく詠んでみた。
社会奉仕活動に力をそそぎます。
宇宙の学校

編集後記：今年度も無事終わりました。

KU-MA の理念－宇宙を通じて子どもと家族の絆

新年度も笑顔で交

を強める－八王子の教育文化に一石を投じてい

流の輪をひろげて

る。

いきましょう。

交流

有泉

裕子

「プロバスの会員です」この一言で会話が弾み、
卓話、同好会の交換、等を通して 更 に ク ラ ブ 相 互

富士山が世界遺

の交流と親睦を深めました。

産に（岩殿山から）
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