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親睦 

 

 臨時総会・例会  

日 時：平成 27年 5月 14日(木) 11:30～14:00 

場 所：八王子エルシィ 

出席者：61名 欠席者 7名 出席率 90% 

（会員総数 69名 休会 1名） 

本日の案内 田中美代子例会委員長 

本日は臨時総会、例会、学習サロンと長時間に

なりますが、よろしくお願いします。 

 

 第 2回 臨時総会  

1．開会 田中例会委員長 

只今より本年度第２回臨時総会を開催します。 

2. 土井会長挨拶 

  先日、役員の改選があった

ような気がしますが、あっと

いう間に次期役員を選ぶ時期

になりました。 

議事がスムーズに行きます

よう宜しくお願い致します。 

3. 議長選任 

司会者一任の声多数で、土井会長が選任された。 

4. 書記 1名、議事録署名人 2任名選任 

議事に入る前に書記に根本洋子会員、議事録署

名人に下田、根本照代両会員を議長が指名した。 

5. 議事 

第 1 号議案  2015-2016 年役員人事（案）の件 

永井昌平副会長の配布資料の説明後、理事 11

名、会計監査 2 名が原案の通り可決承認された。 

第Ⅱ号議案 創立 20 周年記念事業実行委員会

組織（案）の件 

杉山委員長の配布資料説明後、次期会長の氏

名称呼の時期についての質問があったが、杉山

委員長から「副会長が次期会長となるのは、候

補者ではなく会長予定者である。」との説明が

あり、他に異議等がなく原案の通り承認された。

（別途議事録あり） 

6. 議長退任 

 以上で各議案の審議は終了しました。ご協力有

難うございました。 

7. 閉会 田中委員長 

 第 2 回臨時総会を閉会します。 

 

 第 235回例会  

1. 司会 田中委員長 

  今回は会議に先立ち、ハッピーコインの発表(4～5

ページに掲載)と会食を行った。 

只今より第 235 回例会を開催します。ここで、本

日の資料の確認を行います。（資料読み上げ） 

 それでは会長ご挨拶お願いします。 

2. 会長挨拶 土井会長 

 こんにちは。２月から始まりました生涯学習サ

ロンも本日をもちましてめでたく閉講となります。

話し手になられた会員の方々は大変なご苦労があ

った訳ですが、同時に周りの会員も熱心にサポー

トして頂いたお蔭かと思います。まだこれから閉

講式もございますが、有終の美を飾れるようにお

願い致します。来年度につきましては 20 周年を

控えておりますので荒会長の時代からすでに準備

は進められており、本日も実行委員会の組織案が

可決されました。いよいよこれから本格的に 20

周年を迎える活動に入るかと思います。 

 皆様の絶大なご協力をお願い致します。 

3. バースデーカード贈呈 

今月は５月生れの会員に、土井会長から池田会

員手作りのバースデーカードが贈られた。 
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（写真左から山崎光子、橋本鋼二、有泉裕子、川

村真、永井昌平の各会員。阿部幸子会員は欠席） 

 

4. 幹事報告            武田幹事 

今日、新しく理事の方が決まりましたので残り

の期間、頑張って仕事を進めていきたいと思いま

すので宜しくお願い致します。今後のスケジュー

ルをまとめましたので、ご報告致します。5 月 1

７日が健康フェスタですので宜しくお願い致しま

す。20 周年記念事業の組織も新しくなりますので、

関係の会議がこれからたくさんあるかと思います

が、ご協力をお願いします。それから 6 月 5 日に

旭川プロバスクラブの 10 周年の記念式典、さら

に 6月 10 日に川崎西プロバスクラブの 10 周年記

念式典が開催されます。式典への参加はいずれも

立川会員にお願いしてあります。 

6 月に入りますと最後の例会もあり、6 月 13 日

に宇宙の学校の全体の会議が予定されております。

6月28日に東京工科大学で第1回宇宙の学校の開

校式を行います。それ以降も行事が続きます。 

そういう訳で今年は色々とイベントが重なる

ものですから、皆さんお忙しいとは思いますが、

ぜひご支援をお願い致します。 

話は変わりますが、NHK で八王子発のドラマ

「ウェストサイド東京物語」の製作が開始される

ということです。NHK では各地域を紹介するド

ラマを過去にやってきている訳ですが、東京発の

第 1 弾として八王子からスタートするそうです。

ドラマの内容を次に説明します。 

『就職活動中の高山峰子（22）は追い詰められ

ていた。「もう夢とか希望とか言ってられない」

と、なり振り構わず大企業を受け続けるが、どこ

からも内定がもらえない。そんな時、母の晴江（50）

が突然主婦卒業を宣言。さらに「昔から憧れてい

た芸者になる！」と言い出す。その一言が、高山

家の運命を変える。唄、踊り、三味線など必死に

稽古を重ねる晴江。浮かれているように見える晴

江がどうしても許せない峰子。日に日に綺麗にな

っていく晴江を見て、急に焦り出す夫の謹一。つ

いに晴江の芸者デビューが決まり、「八王子まつ

り」で町の人々にもお披露目されることに。何と

か止めようとする峰子。はたしてお披露目はうま

くいくのか……。そして、芸者になると言い出し

た晴江の本当の狙いとは？』 

これが物語の概要です。今年の BS プレミアム

で 59 分ものとして放送されるということです。

収録がちょうど八王子まつりになりますので、皆

さんもお祭りの時には映る可能性もありますので、

ぜひお出かけいただけたらと思います。 

東京の西の玄関口八王子を舞台に、ハートフル

なコメディをお届けするということで発表されて

おります。以上です。 

5. 各委員会活動報告 

(1)例会委員会 田中委員長 

 出欠席会員数の報告（前記のとおり） 

(2)情報委員会 河合委員長 

 プロバスだより 234 号をお届けしました。編集

担当は矢島委員です。内容はいつも通りですが、

今回は投稿が少なく急きょ杉山会員に投稿を、俳

句同好会の吟行会報告を池田会員に頂きました。

今後も紙面を盛り上げるため投稿方よろしくお願

いします。 

(3)会員委員会 岡本委員長  

いつもお世話になっております。冒頭、永井副

会長からのハッピーコインの披露にありましたよ

うに、濵野会員が 5 ヶ月間お休みされていました

が、本日からお元気に復帰されました。濵野会員

のお帰りを嬉しく思っております。他に休会の方

もおられますが、お元気に復帰されますことを楽

しみにしております。 

残りの 1 ヶ月で何とか会員委員会として増員し

たいと努力をしております。一人でも多くの会員

増ができますよう皆様のご協力をどうか宜しくお

願い致します。 
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(4)地域奉仕委員会 寺田委員長  

生涯学習サロンのこれまでの出席状況を見て

みますと、開講式に 107 名（会員・一般）、第一

週が 118 名、第二週が 106 名、第三週が 98 名と

段々減ってきております。特に 98 名というのは

今までの中でも最低の出席数ではないかと思いま

す。野外サロンは好天に恵まれ、参加された皆さ

んには楽しんでいただけたと思いますが、参加者

は残念ながら 76 名（プロバスクラブ会員 33 名、

一般参加 43 名）という状況でした。 

今日の閉講式への参加者は、今までの最多で

123 名と多くなっております。しかし、さよなら

パーティーの参加者は 83 名と少ない人数になっ

ています。不参加を表明されている方で、参加で

きるようになった方は受付でお申込みください。 

先ほど、学習サロンのアンケートを配布しまし

た。これは次年度の計画をすぐ審議できるように

時期を早めたもので、例会終了後、或は本日の閉

講式終了までに受付のアンケート回収箱へ提出を

お願いします。 

6.八王子「宇宙の学校」プロジェクト下山リーダー 

八王子広報 5 月 15 日号に宇宙の学校の公募が

掲載されております。また各小学校には印刷した

ものが配布されました。という訳で宇宙の学校は

順調に滑り出しております。 

宇宙の学校を実施するための人的な協力をし

ていただいている方に、先日アンケートをお配り

して、いつご協力いただけますかという用紙を前

回、ないしは今日回収する予定です。改めて、宇

宙の学校の開校日にご協力いただける方の募集を

しておりますので、宜しくお願い致します。ただ

募集をする際にミスがありまして、スタッフ全員

の打合せをする日が 6 月 13 日の予定でしたが、6

月 12 日と連絡したかもしれません。6 月 13 日の

14 時からこども科学館で予定しております。改め

て通知を出したいと思います。また、今年はお手

伝いができるという方の参加を期待しております。 

7. 創立 20周年記念事業準備委員会 杉山委員長 

先ほど総会におきまして 20 周年の準備委員会

が実行委員会に移行される経過をご説明申し上げ

ました。本日はこの後、吉田事務局長から会議の

日程、音楽鑑賞会についてはすでに申し込みの手

続きをなさった方もおられるかと思いますが、立

川会員からお話がございます。下山会員から輝く

宇宙八王子展の経過を含めて、皆様にご理解を深

めて頂だきたいということでの説明を、さらに

佐々木会員からは記念誌関係の現状について、ご

説明をお願い致します。 

吉田事務局長  

創立 20 周年の準備委員会として、5 月 21 日、

木曜日に第 10回目の準備委員会を開催致します。

先ほど承認いただきました実行委員会につきまし

ては、来月からスタートということで、6 月 20

日（土）に第一回の実行委員会の開催を予定して

います。この会以降、会員全員の皆様のご協力を

お願い致します。 

立川会員  

音楽鑑賞会までに 3 か月はないという時になり

ました。チラシは鑑賞会に来ていただける方をお

誘いいただくためのチラシです。いわき市の中学

校への児童文庫の贈呈、先生をお招きして贈呈す

るというチャリティーに関して、入場無料と書い

てありますが、ぜひチャリティーをお願いします。

ワンコインと書いてありますが、会員の方々には

できたら紙幣でいただけたら嬉しいと思っており

ます。現在、250 枚位申し込みが来ております。

お一人で 20 枚、30 枚と申し込まれる方がいらっ

しゃってもまだまだ大丈夫です。用紙が必要でし

たら、私か大髙さんからお持ちいただいて、ぜひ

皆さんをお誘い下さい。夏休みですから学生さん

達をお誘いしても大丈夫かなと思っています。 

今後の動きについては折につけてご報告を致

します。パソコンで調べますと 20 倍くらいで本

当にチケットが取れないと評判です。整理券は 6

月からお渡しします。番号が振ってありますので

その順にお渡ししますが、それは指定席番号では

なくて、当日 12 時半から受付で指定席券と取り

換えていただきます。必ず指定席券がとれます。

ただ欠席すると無効になります。今のところ中央

の一番よい席800席をお願いしてありますので宜

しくお願い致します。 

別件ですが、シニア・ダンディーズが 5 月 10

日に八王子市中核市誕生の会に招かれ、450 人の

お客様の前で歌ってまいりました。大好評でした。 
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ハッピーコイン 

下山会員  

10 月 18 日が 20 周年の記念日です。31 日まで

の二週間、八王子駅南口、市の総合事務所で開く

ことになります。JAXA から持ってくるものはほ

ぼ確定しました。その目玉の第一は来年度の日本

の月探査機の模型です。第二の目玉は「こうのと

り」で国際宇宙ステーションに打ち上げる荷物を

持ち上げるシステムです。第三の目玉は、今年は

ペンシルロケットの 60 周年記念ですので、ペン

シルロケットから今のロケットまでの宇宙の発達

史を展示するという予定です。これを準備するた

めに、昨日ミーティングを行いました。山崎光子

会員の協力でポスターの準備も進めております。 

佐々木正会員 

一言御礼を申し上げます。おかげさまでエッセ

イを含む原稿は全員の方々からいただくことがで

きました。ありがとうございました。 

エッセイとは別に記念文集としての原稿はま

だ編集中ですので、これからでも間に合います。 

 どうぞ宜しくお願い致します。 

8. 同好会活動報告 

ゴルフ 米林会員 

今月 26 日にプロバスクラブ多摩地区の合同ゴ

ルフコンペが相武 CC で行われます。今年は幹事

が日野のプロバスです。参加者は 6 組 24 名で決

定しました。八王子プロバスは７名が参加、多摩

6 名、日野 11 名です。 

八王子単独の秋のコンペの詳細については来

月の例会でご報告します。10 月 16 日(金)、場所

は GMG を予定しております。 

美術 池田会員  

「百草にある小島善太郎記念館を訪ねる」を皆

様にお誘いしたいと思います。画伯のアトリエと

お住まいそのままを見せていただく、アットホー

ムな雰囲気ですのでぜひご参加いただきたいと思

います。ただし、小さいところですので大勢で押

しかけるという訳にはいきません。今回は定員を

10 名としました。大勢でしたら日を改めてまた二

回目を開催したいと思います。今日、申し込みし

ていただけると一番ありがたいです。個人的に行

く場合は百草園を目指して行って下さい。その際

は土日祝日となります。お住まいですので平日は

開いておりません。その点をご承知の上でお訪ね

ください。 

もう一つ、夢美術館で「加山又造アトリエの記

憶」という形で小さな展示をやっております。多

摩美の先生をしていらしたので、多摩美に寄付を

した作品を中心に展示をしております。今回は銅

版画、水墨画、スケッチなどが展示されています。 

カラオケ同好会 杉山会員 

10 番目の同好会です。20 周年記念誌に同好会

のページがあります。写真を撮りますので、例会

後集まって下さい。 

9. プロバス賛歌斉唱 

10. 閉会 永井副会長 

本日は次年度の役員の承

認を得られました。次年度

は粛々とやっていきます。 

 今日は長丁場になります

ので、体に気をつけて最後

まで楽しんでいきたいと思

います。 

 それではこれをもって閉会といたします。 

 

 

 

 

今回は時間の関係上，会の初めに発表しました。 

                永井副会長 

◆第 19 回生涯学習サロンの無事終了を喜んで。 

土井 俊玄 

◆今日はサロンの閉講式。地域奉仕委員会の皆様

始め関係者の方々、ご苦労さまです。山口 三郎 

◆サロンの話し手をつとめ、何とか 81 歳になりま

した。感謝。                    橋本 鋼二 

◆都民体育大会で、八王子市乗馬連盟が 8 年連続
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  投    稿 

優勝（8 連覇）を達成しました。ちなみに乗馬連

盟の会長は石森市長のお父さんです。 岡部 洽 

◆さわやかな 5 月の風と共に 79 回目の日を迎え

ました。                           川村 真 

◆母の日と誕生日が重なって何年かに一度のうれ

しい日でした。池田さんのカード、楽しみです。

いつもありがとうございます。    有泉 裕子 

◆喜寿を迎え、バースデーカードが一枚増えます。

後輩達が喜寿のお祝いをしてくれるとの事。 

感激です。             永井 昌平 

◆定期検診の結果、異常なしでした。ホッとして

います。             永井 昌平 

◆休会明け。昨年 11 月後半より入院しました。白

血球・CRP が非常に高く、約 2 ヶ月間色々な検査

を続けましたが、異常となる所が見つからず退院

出来ました。2 週間毎に通院し通常になりました。

長い入院生活で歩行が困難となりましたが何とか

歩ける様になりました。今後とも宜しくお願いし

ます。                             濵野 幸雄 

◆多賀神社の待合室の上棟式を古式にのっとり無

事行う事が出来ました。      戸田 弘文 

◆「パリ」のピカソの自宅に出来た美術館拝観。

自宅に飾られた画が素敵でした。  野口 浩平 

◆孫が小学１年生。息子が市議会議員３期目に当

選致しました。          鈴木はるみ 

◆5 月 10 日「八王子中核市のお祝い」の会にシニ

ア・ダンディーズが出演しました。450 人を前に

熱唱、高評を得ました。新しいユニホーム姿もす

てきでした。学習サロンさよならパーティーもが

んばります。           立川冨美代 

◆「輝く宇宙八王子展」の骨子が定まりました。

準備・実行の段階になります。ご協力宜しく。 

下山 邦夫 

 

年寄りの冷や水 

ボイトレ体験記 

杉山 友一 

人間歳をとると全ての機能が劣化してくるの

は当然だが、それでも昔から六十の手習いなどと

云い、シニアになってから何

かの道へ挑戦を始める人は結

構いる。長寿社会ともなれば

大いに歓迎されることと云っ

て良い。 

実は、そんな世間の風潮に押されて、老生も好

きな歌がいま少し上手に歌えるようにならないも

のかと思案の最中、ふと広告に誘われて、ボイス

トレーニングの教室を覘いてみることにした。早

速教室の主宰窓口に問い合わせ、一日体験入学料

金 1,800 円を払って指定日の午後 1 時に教室に入

った。パンフレットによれば、先生は斯く斯くの

経歴の方で 60 歳代のソプラノさんなのだが、そ

の日の生徒は、かなりご年配のご婦人が一人いた

だけだった。聞けばとうに旦那に先立たれ、「好き

なことで暇をつぶしているのです」とのことで、

もう数年通っている様子だった。 

  何とも広い教室に二人だけの殺風景な雰囲気の

ところへ、やがて先生がみえた。まずは、ようこ

そ杉山さんと歓迎されたのだが、先生は自己紹介

に序でのお話で、今の学校での子供たちへの音楽

教育は根本的に間違っていますとの指摘から、ま

してや流行のカラオケ音楽などはまさしく邪道で

しかないとのご高説を次々と説かれる次第となっ

た。そうこうして 30 分ほどの講義の後に、それ

では本日の楽譜貸与の料金230円ですと歌唱集を

一冊手渡され、併せて、テンポの確認道具として

カスタネットを勧められ 2,300 円で購入。それで

は何曲か歌ってみましょうということになり、良

く知られた歌曲を先生と一緒に斉唱した。そこで

先生は、あなたは楽譜が読めるようだから少し難

しいことを云います。音には表の音と裏の音があ

ります。カスタネットの最初の振りが表の音で、

次の引いた返しは裏の音ですとのこと、なにやら

腑に落ちない間に、今度は、声はお腹からなどと

言いますがそんなのはウソですとの説明があり、

当方は些か消化不良の態となる。この間約１時間、

そして暫し休憩となるのだが、気がつけばお隣の

生徒のご婦人は全くほったらかしで、些か気が引

けた。そして、休憩タイムに先生はご自身の CD

を紹介され、じっくり聞いてみて下さいとおっし

ゃる。「おしゃれな愛唱歌集」2,000 円、「コラボ
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レーション名歌」2,000 円、「日本の名歌曲集」

2,800 円となり、生徒たるもの CD 3 枚のお買い

上げとなった次第。そうこうしている間に、早や

所定の体験 2 時間の終了である。それでは来月の

正式のご入学をお待ちしていますという声を背に

受けて帰宅したのだが、後日談が良くなかった。 

たかが体験教室くらいで云われるままに次々と無

駄使いをと家内の評判がすこぶる悪い。そこへき

て翌日、腰の辺りに異変を感じたら、実は帯状疱

疹の発症だった。それからは正味一週間の治療に

専念となり、意に反して無為な日々を過ごす結果

となってしまった。買い込んだ CD もそれほど感

動的とも云い難く、月に叢雲花に風。今やボイス

トレーニングへの向学心も萎えた。年寄りの冷や

水が身に染みた体験の顛末である。 

 

 囲碁同好会便り 

  「２０１５年春季大会に優勝して」 

                         矢島 一雄 

 囲碁同好会恒例の春の大会は、日頃から囲碁交

流を行っている多摩プロバスクラブから堀内会員

と上田会員のお二人を迎えて、5 月 1 日台町の市

民センターで開催された。 

 対局は参加者 10 名の組み合わせによる午前 2

局午後 3局の 5回戦を競うこととなり、順次対局

が進み、昼食をはさんで午後の対局も残り少なく

なるころには優勝者が絞られてきた。最終的に 4

戦全勝の上田会員と 3勝 1敗の私（矢島）が決勝

を争うこととなった。 

 対局は立ち上がりから、攻めとしのぎの連続で

盤上は正に「波乱盤上」の展開となり、お互いに

相手の石を取ったり取られたりと、一瞬たりとも

気の抜けない展開の連続に、既に勝負の終わった

メンバーも見守る中、結果は熱戦のあまり時間切

れでタイムアウトとなった。勝負は判定によって

辛くも私（矢島）の勝利が決定し、結果的には決

勝戦を争った二人が 4勝 1敗の同率となり、決勝

戦で相手を破った私が優勝する事が出来た。 

 改めて優勝杯を手に取ってみると、いつも囲碁

例会に出席するメンバーの中では最後の優勝者で

あることが判明し、あまりにも長かった優勝まで

の道のりに感慨無量の一日となった。 

 俳句同好会便り  

河合 和郎   

私の一句～5 月の句会から 

 心ときめく新緑の季節到来。野に山に俳人の心

は疼く。句会場の窓越しに煌めく若葉の庭を横目

に、選句に取り組む姿は真剣そのもの。 

山若葉光り透きくる里の道    飯田冨美子 

 若葉がきらめき、里山全体が光り輝いて見える。

季節感あふれる里の光景が詠めた。 

桜散り友減る八十路同期会    東山 榮 

 歳を重ねると同期会のメンバーも年々減ってく

る。そんな淋しさが一句ににじみ出ている。 

酸っぱさを苺に学ぶ吾子の顔   馬場 征彦 

微笑ましい光景。赤子の微妙な表情を捉えてう

まい句。どんな顔をしても可愛いのが赤ん坊。 

新緑のまぶしき丘や多摩の里   渋谷 文雄 

 緑一色の多摩丘陵の美しさ。作者はこの光景を

愛でながら句作を楽しんでいる。羨ましい限り。 

若葉道弾むうた声一年生     山形 忠顕 

 楽しげな下校風景か。作者の子どもに注ぐ目は

いつも暖かい。そして常に音が生かされている。 

鍬休め夏うぐいすに耳澄ます   石田 文彦 

 農作業の疲れを癒してくれる鶯の声が聞こえて

くるようだ。作者は田園風景を詠うのが上手い。 

ひと山をふくらましたる若葉かな 池田ときえ 

 若葉に輝く山を「山を膨らませる」とは絶妙の

表現。写生と感性とが生んだ秀句。 

恋すてふ大和三山うら若葉    田中 信昭 

 古都奈良に伝わるロマンあふれる恋山伝説を詠

む。歴史を生かした句作には趣がある。 

ブロンズの騎馬武者きらり若葉風 河合 和郎 

 若葉風に乗って公園の騎馬武者は今にも駆け出

しそうな気配。心弾む若葉の景を詠んだ。 

 

編集後記： 

今回の編集については山崎光子会員にご

協力を頂き有難う御座いました。 

 小生情報委員会を 4 年務めさせてもら

い、二回目の編集となりました。何とか有

終の美になったでしょうか。 東山 榮 


