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語り合おう！そして楽しく豊かなクラブライフを！
「宇宙の学校」では今月から 11 月にかけて、最終の

第２７６回例会

スクーリングに入ります。また、11 月の「いちょう

日 時：平成 30 年 10 月 11 日(木)12:30～14:30

祭り」への奉仕活動参加をお願いしています。皆様の

場 所：八王子エルシィ

ボランティア活動への積極的な参加をよろしくお願

出席者：49 名 出席率 80%

い致します。

（会員総数 63 名 休会 2 名 欠席 12 名）

最後に、10 月 18 日は、我がクラブの創立記念日で

会食とハッピーコイン披 露

す。創立 25 周年から丁度 2 年前に当たります。11 月

池田例会委員長の進行で会食に入り､田中交流担当

理事会では 25 周年事業の準備について議論を開始し

理事からハッピーコイン 25 件の披露があった。

たいと考えています。

（4～5 ページに掲載）
1．開 会

番外編ですが、シニアダンディーズの合唱指導者・

池田例会委員長

畑野かんな様が、ピアノ伴奏者として指導に関わっ

第 276 回例会の開催告知と配布資料の確認。
2．会 長 挨 拶

ている“日野市立七生緑小学校”が、ＮＨＫの全国合

馬場会長

唱コンクールで金賞（1 組のみ）を取り、6 連覇を達

本年も早や 10 月となり絶好の

成しました。毎年入れ替わる生徒を毎回育て上げる

季節を迎えました。そして今年も

手腕に心から敬意を表するものであります。

日本人がノーベル賞を受賞し誠

以上で、冒頭の会長挨拶を終わります。

に喜ばしいことであります。そこ

ここで時間を頂き、会員委員会への応援を兼ね会

から夢は飛んで、私達の“八王子

員増強について触れさせて頂きます。

「宇宙の学校」
”受講生の中から、

配布資料「待ったなしの会員増施策」をご覧くださ

20～30 年先に世界を舞台に活躍する科学者が育つこ

い。
（説明内容略）現状を十分に理解して頂き、多く

とを大いに期待したい所であります。

の会員による会員候補探しをお願い申し上げる次第

さて、今会期も第一四半期を終え、理事会の議論は

です。

活発化しており、委員長報告でお聞き頂ける通り各

3.バースデーカード贈呈

委員会の活動は順調に進んでおります。

10 月生まれの会員に池田会員手作りのバースデー

次に、9 月例会で「会費体系の変更」を提案し一定

カードが贈られた。

のご理解を頂きました。10 月理事会では、十分な理
解が行き渡っていない面があるとの声を聞きました。
本件は大変重要な案件でありますので、多少なりと
も疑問をお持ちの会員諸氏におかれましては、所属
の委員長等に質問をぶつける等で理解を深めて下さ
るようにお願いします。12 月の臨時総会で承認を得
て 1 月から新会費体系へ移行する予定です。本日幹
事より改定予算案を説明し、会員の皆様の更なるご

写真左から、山口、矢島、戸田、土井、立川、

理解を得たい所存であります。

馬場（会長）、古川、岡本、大野の各会員（敬称略）
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4．卓 話 「自動車屋から見た世界」 志村 髙

した。各々の中身の整理はしておりませんので、必要

「自動車屋から見た世界」という

に応じて各管理担当部署で行ってください。

タイトルでお話を致しました。

(3)印刷の自前化でプロバスクラブの「ご案内」を刷

当日会場で回覧をさせて頂きまし

新しています。写真を多く掲載しますが写真が不足

た冊子資料を参照しながら、そこ

しています。各同好会の責任者から掲載したい写真

に掲載されております事例をいく

を 1 枚、年内までに幹事へ提出してください。

つか挙げ、話をさせて頂きまし

6．委員会活動報告

た。その中に「女性とドライバー」というものがあ

(1) 例会委員会

りました。皆さんのご関心が深かったようですの

池田委員長

本日は欠席が多く出席率も低くなっています。欠

で、それについて寄稿欄(5 ページ)にてその掘り下

席の場合は事前連絡を必ずお願いします。

げた内容を掲載致しました。時代により車も人も大

会員の状況 会員総数 63 名 休会 2 名

きく変わってきていると思います。是非ご一読して

出席者 49 名 欠席者 12 名 出席率 80%

頂きたいと思います。
5．幹 事 報 告

(2) 情報委員会
寺田幹事

持田委員長

・プロバスだより 275 号を配布いたしました。今月

(1)先月の会費改定提案に伴い予算を修正しました。

号は八木会員の編集担当でした。佐々木研吾会員、久

この修正予算案は予算立案時の会員の算出条件を変え

野久夫会員、阿部治子会員、八木啓充会員の寄稿を頂

ずに、純粋に会則変更に伴う変化を取り上げて算出し

きましてありがとうございました。

ました。即ち後期から従来の会費 3,000 円／月を会費

・HP への 9 月 1 ヶ月間のアクセス回数は 238 回でし

2,000 円／月に変更して、会費合計が 190 万 2 千円とな

た。先月が 250 回、今後内容をより充実させてアク

ります。

セス数を増加させてゆきたい。

後期から例会参加費 1,000 円を例会参加時に徴収

・そのためには、プロバスの活動の予定を HP に極力

する事に変更して、例会参加費は 22 万 3,200 円にな

入れていく考えです。今回は 11 月までの「宇宙の学

ります。後期会費と例会参加費を加えて予算と比較

校」の予定を折り込んだ。今後、生涯学習サロンの予

すると約 15 万円収入が減少します。この理由は例会

定なども入れていく。

参加費で、活動会員の出席率を 90％にした事と、1 月

・HP の古いデータ（写真含めて）を更新させるため、

新年会時、6 月懇親会時の例会での食費相当分を除い

手始めにシニアダンディーズの内容を更新させる。

た 4 ヶ月分で計算している為です。

今後同好会活動データも見直す予定です。

従って出席率 90％で収入が減ることと、2 ヶ月分

(3) 会員委員会

の食費相当分の収入が減るため、支出予算に組入れ

岡本委員長

① 新会員推薦のお願い

ていた 1 月、6 月の補助費支出をやめる事は理にかな

会員増強施策の一つとして会員の皆様に新会員推

っており、実費で行う事にしました。

薦のお願いの依頼文を発行してご協力を得たい。

11 月の野外研修は前期のため、従来と同じ予算の

② 新会員増強 PR

10 万円を補助します。これらを含めて支出の項の予

9 月度の会員委員会での打ち合わせの通り、9/15

備費が、予算の約 9 万 1 千円から修正予算では約 13

市民活動協議会の団体が主催した「地域活動に参加

万 6 千円となります。

するきっかけ作りの場～お父さんお帰りなさい in 南

尚会則の変更と、この修正予算については 12 月の

大沢」に、岡本、有泉の正副委員長が参加した。

臨時総会に提案します。

当日は雨降りで出足がわるく、参加者は 250 人位

(2)資料及び備品の管理責任者と保管場所、理事分掌

であった。この中で 2 人の参加者に当クラブの PR を

業務の見直しと、印刷の自前化に伴い印刷業務分担

して、面接も実施した。

を決めた資料と、新入会員や来賓に準備する物を示

③ 休会中の会員である米林伸恭会員と阿部幸子会員

す資料が出来ました。諸規定集に盛り込みます。

の近況を調査中。

又備品の保管ケースとレターケースの整理をしま

④ 竹内賢治会員復帰に伴う連絡網の改正（会員委）
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(4) 研修委員会

有田委員長

に夕方から接近する予報で、スポイトロケットのみ

① 野外研修

とし、15 時で終えて帰宅するよう図りました。丁度

「今、八王子の大学がおもしろい！」に 47 名とい

終えた後、すぐ強い雨が降り始めて、なんとか皆さん

う沢山の参加申込をいただきました。当日の訪問先

には大きな迷惑はお掛けしなかったと思います。で

等は「野外研修のご案内」を参照ください。実りある

きなかったテーマは最終日に取り入れます。10 月は

楽しい研修にしましょう。

13 日北高校会場第 3 回スクーリング、21 日工科大会

② 自主学習会

杉山会員

場閉校日、28 日教育センター本部会場第 3 回スクー

八王子「老年研究会」第 1 回学習会を開催します。

リングです。

参加者は当日、直接会場にお出かけください。

尚「宇宙の学校」推進会議を開き、次年度の計画に

10 月 22 日（月）午後 3 時から午後 4 時 30 分

ついて審議を始めました。まだ報告はできませんが、

テーマ「八王子市内老齢者の現状と課題」

少し定員を増す計画を審議しています。

講師 八王子市福祉部 高齢者いきいき課

7．同好会活動報告

立川寛之課長

(1)ゴルフ

持田律三

会場 八王子大横保健福祉センター

3 プロバス合同ゴルフコンペ 10/19 GMG ゴルフ場

（実施報告を 5 ページに掲載）

当クラブコンペ 11/30 GMG ゴルフ場

(5) 地域奉仕委員会

一瀬委員長

奮ってご参加ください。

第 23 回の生涯学習サロンカリキュラムが確定しま

(2)お茶の会

した。今後は登録募集のための「お誘い」の作成、印

池田ときえ

10 月 21 日(日) 台町市民センター文化祭

刷、発送（12 月下旬）という作業です。プロバス会

(3)古典芸能鑑賞会

池田ときえ

員の全員の参加登録と一般会員の参加勧誘を是非お

能楽鑑賞 能「鉢の木」 狂言「木六駄」

願いします。

12 月 2 日(日)1 時半から 国立能楽堂(千駄ヶ谷)

(6) 交流担当

田中担当理事

文楽鑑賞 「菅原伝授手習鑑」
「団子売り」

本日は、亡き大野聖二様（当クラブの初代会長）に

12 月 18 日(火)2 時から 国立劇場小劇場(半蔵門)

因んで、遠く長崎壱岐プロバスクラブとの関連をご

席に限りがあり。早目の申込みを。

紹介します。これは「プロバスだより」242 号（2016

(4)麻雀

杉田信夫

年 1 月 14 日発行）に浅川前理事から既に紹介された

開催日 毎月第 3 火曜日 1 時～5 時 於 びおら

ものですが、
「1997 年、壱岐プロバスクラブ発足記念

会費 1,500 円。

式典に、大野聖二会長のご臨席を頂きありがとうご

最近メンバー減少。ボケ防止のためご参加を!

ざいました。
」に始まる同クラブ発足にからむ初代会

(5)フラダンス

根本照代

長・末長徳春様からのお便りです。何せ当東京八王子

11 月 4 日(日) 東急スクエアー2 階(10 時～12 時)

プロバスクラブも発足したばかりでありましたが、

初めて外部での発表の機会を得ました。是非ご

「因みに、発足した壱岐プロバスクラブの会旗や徽

来場をお待ちしております。

章は、八王子プロバスクラブの承諾のもと、同クラブ

8. その他

のものを採用させてもらった。同クラブの大野会長

(1)大野聖二さんを偲ぶ会

佐々木研吾

も、この式典に招かれ参列、後続クラブの誕生を喜び、

9/26 八王子市長はじめ約 100 人が参加。当クラ

早くも、姉妹クラブの締結の話さえ聞かれた。
」……

ブからは 18 名参加。この中で特に大野さん作詞

20 年以上前の話です。

のプロバス賛歌が絶賛されました。

(7) 宇宙の学校

下山 PJ リーダー

(2)いちょう祭り協力者募集

9 月例会の「宇宙の学校」報告の後、9 月は 2 回の

大澤敬之

11 月 17 日～18 日 いちょう祭り開催

スクーリングを行いました。13 日が北高校で、傘袋

プロバスクラブは例年同様協力体制を取りますの

ロケットと熱気球でした。共に人気テーマです。30 日

で、各委員会へ要員要請をしています。参加者名簿

が東京工科大でしたが、当日は台風 24 号が関東地方

の提出をお願いします。
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9. プロバス賛歌斉唱

本日より宜しくお願い申し上げます。 宮崎 浩平
◆9 月 15 日、男性合唱団コールプレアデス創立 30 周
年記念演奏会が盛況の内に終了しました。ご来場誠
に有難うございました。

武田洋一郎

◆先日の私共夫婦の二人展には、馬場会長を初め大
勢の仲間の皆様にお忙しいところご来場いただきま
して大変ありがとうご座居ました。
10．閉 会

矢島 一雄

◆矢島会員の 170 歳二人展、歴史を重ねた「写真」

飯田副会長

と「絵画」のオシドリ芸術に大いに感動しました。

本日の例会はほぼ予定時間に

やがて二人で 200 才偕老同穴を祈っています。

終わることができました。例会委

杉山 友一

員長のご努力に感謝いたします。

◆自主学習会「老年研究会」に多数の会員のご賛同

会員増強につきましても全員に

を頂き有難うございました。後ほど委員会報告の折

よる取り組みをお願い致します。

第一回例会の詳細なご連絡を申し上げます。

次回の例会は野外例会となり

杉山 友一

ますので日程・場所・時間を間違えないようにお願い

◆第 39 回八王子いちょう祭りはいよいよ 11/17～18

致します。11 月 8 日(木)午前 8 時 50 分、八王子駅南

日の両日、開催されます。プロバス会員の皆様の御協

口みずほ銀行前です。

力をいただき誠に有難う御座います。是非お時間が

以上をもちまして本日の例会を終了いたします。

有りましたらお遊びに御来場をお待ち申し上げてお

ハッピーコイン

大野

10 月 6 日には日野市立七生緑小学校のＮコン 6 連覇
達成 ‼

征彦

シニアダンディーズも頑張らなくては。田中 信昭

特訓中です。良いステージをめざしております。応援

◆10 月 14 日に、
「ユニークな音楽会」を致します。

立川冨美代

「芸大・同声会」ならではのプログラムです。パイプ

◆87 才!! 90 代まであと指 3 本です。健康に産んで

オルガンと、お琴と、ヴォーカルの「ハッピー！なコ

くれた両親に感謝、だまって私の生き方を見守って

ラボの音楽会」です。

くれる家族に感謝、楽しく過ごさせてくれ助けてく

山形

忠顕

（コメント「芸大・同声会」は芸大音楽学学部の同窓会）

ださる仲間に感謝、すばらしい老後を下さった神様

◆今回よりコイン再開 台風一過 10 月 1 日より

に感謝、あと少し人に役立てる人間でいたい。元気

「ソウル」へ さすが飛行機はガラガラ 来月はイ

立川冨美代

ギリスに行って来ます。

◆パラスポーツに活動する人たちの素晴らしさにた

野口 浩平

◆10 月 6 日から 9 日迄仕事以外で初めて台北、
台中、

だただ脱帽、感動、ますます活躍されることをお祈り
土井

馬場

◆Ｎコンで日野七生緑小学校が何と 6 連覇達成！

ルの舞台に立ちます。回数は少ないですが頑張って

して。

飯田冨美子

にはノーベル医学・物理学賞を本庶博士が受章！

文雄

王子生涯学習サロンに出演します。クリエイトホー

にプロビアン 23 年、バンザ－イ

戸田 弘文

◆二つの「おめでとう」を申し上げます。10 月 1 日

◆シニアダンディーズは 10 月 27 日、昨年に続き八

ください。

◆またひとつ年をとりました。

ーション抜群です。ハッピー！

優勝６連覇、日野市会報号外発行。日野は良い町。引
渋谷

宝蔵

LINE のやりとり。スタンプの楽しい事。コミュニケ

幸二

◆わが住む街七生緑小学校が全国歌唱コンクールで
っ越して来たら！

岡本

◆最近 LINE はじめました。高校 2 年の孫娘と毎日

◆バースデーカード 10 回頂きました。有難うござい
ました。

ります。

高雄へ義理の妹夫婦と夫婦 2 組で観光旅行をしてき

俊玄

ました。台風 25 号が私達の進路を避けてくれたので

◆プロバスクラブ例会に戻って参りました。病気養

各地を無事に見て廻れました。久しぶりに義妹夫婦

生中には皆様に御心配を頂き有難う御座います。
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と歓談ができました。

寺田 昌章

化に対し、介護予防に力点おいた、市民力・地域力を

◆11/4 フラダンス同好会で初めて、外部での発表会

活かした「地域包括ケアシステム」を柱にした八王子

に参加します。お時間のある方はご覧下さいませ。

市の高齢者対策の紹介でした。なかでもソーシャル・

根本 照代

インパクト・ボンドという「成果連動型官民連携事業」

◆奈良興福寺中金堂を拝観し、野外ステージで古澤

の取組みは、他の自治体からも注目を集める先進的

巖さんのバイオリンの音色を楽しんできました。

なもので、参加者は大いに関心を持った様子でした。

内山 雅之

講演終了後、活発な質疑応答があり、自主学習会

◆今月 71 才になります。今後ともよろしくお願い
します。

は盛況裡に終了しました。

山口 三郎

寄

◆今年の「野外研修」は 47 名という沢山の参加申し
込みをいただきました。心からお礼を申し上げます。

女性とトラック

楽しく、実りある「野外研修」となるよう研修委員会
一同がんばります。

けます。昔はトラックの運転といえば厳つい男でし

◆来年 2 月から始まる第 23 回生涯学習サロンのカリ

た。腕力が必要ですし、もちろん足の力も必要でした。

キュラムが確定しました。プロバス会員の皆様の

あの大きいハンドルと重いクラッチペダルは、大変

明

な重労働です。しかし、トラックもずいぶん進化し力

◆懸崖菊の蕾が大きくなりました。本年は極暑続き

を使う運転は過去の事となりました。厳つい男の居

で菊栽培は厳しい年でしたが 11 月には開花します。
楽しみです。

場所は時代が進むにつれて縮小しています。

大澤 敬之

女性がトラックに乗れるようになったのは、乗用

◆“お帰りなさいＤr 肥沼”のフェスティバルに

車の経験をしている事もあります。大型トラックの

おこしいただいた会員の皆様有難うございました。

運転はだいぶ乗用車に近くなってきています。

予想以上の多くの市民の皆様がこられ盛会でした。

何と言っても１番なのはパワーステアリングのほぼ

Ｄr 肥沼の気持を今の若い人達にも伝えようと市内

標準装備化でしょう。

の三小、六中、長房中、八王子学園の子供たちに参加

遥か昔は、主にアメリカの乗用車に多かったもの

していただきました。ドイツの歌をはじめ日本の童

です。そして、パワークラッチはもちろ

謡等を合唱、合奏、吹奏楽の演奏、ダンスをし、盛大

ん、オートマチックトランスミッション

な応援をいただきました。大人はドイツビール、ドイ

搭載、トラックには殆どなかったエアコ

ツワイン、ソーセージをオープンカフェで楽しみ会
話をはすませていました。

志村 髙

昨今、大型トラックの女性ドライバーをよく見受

有田 進治

絶大なるサポートをお願いいたします。一瀬

稿

ンと至れり尽くせりです。

塚本 吉紀

それから、もうひとつ、女性がこの分野で仕事がこ
なせる理由があります。それは、荷積み荷下ろしをし

第 1 回「老年研究会」開催 研修委員会 有田進治

なくてもよい仕事が増えてきたからです。

第 1 回の八王子「老年研究会」
（代表：杉山友一会

どういう事かと言いますと、出発、到着先のフォー

員）が 10 月 22 日（月）15 時から 16 時 30 分まで八

クリフト等もありますが、コンクリートミキサー車、

王子大横保健福祉センターにおいて 33 名という多数

アームロール車、セミトレーラー、フルトレーラー等

の参加を得て開催されました。当日は、講師として八

女性が腕力を使わなくても仕事ができるようになり

王子市福祉部高齢者いきいき課の立川寛之課長をお

ました。彼女らの運転姿はみごとなものです。その様

迎えし、
「人口減少時代のまちづくり」と題し、幅広
い観点から多々示唆に富むご講演をいただきました。
内容は、大きく 2 テーマあり、一つは、迫りくる人

子、右手はドアーに肘をのせ煙草を片手にハンドル
を手のひらでまわし典型的な熟練ドライバーの風格
です。勇ましい女性たちです。

口減少社会を迎え、地方公共団体の存続危機にあっ

話は変わりますが、昭和 30 年代後半ニッサン車の

て、八王子市がいかに持続可能な都市を目指してい

ブルーバードに女性仕様のファンシーＤＸという車

くかの取組みの説明でした。もう一つは、急速な高齢

がつくられました。
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花瓶、傘立て、ウインカー音はオルゴール、内装、

俳 句 同 好 会 便 り

ガラス、その他いくつもの女性仕様の装備車でした。
トラックの将来ももっと扱いやすく益々女性向きに

私の一句～十月の句会から

河合 和郎

俳句同好会の例会も早や 80 回を越えた。7 年間の積

なるでしょう。
いずれにしても、コンピューターの発達によるも

み重ねである。メンバーはそれぞれの個性を発揮し

のです。そのコンピューター発達により自動運転は

て俳句会を楽しんでいる。苦労して生み出した句が

あたりまえの時代が来るでしょう。

どう評価されるかは、まさに「句会の醍醐味」である。

現在はハイブリット、ガソリン、ディーゼル、天然

そんな緊張感が老い行く思考を少しでも活性化させ

ガス等が入り混じりです。

ることができれば、俳句もまた良薬の一つ。

実は、100 年くらい前も入り混じりで、蒸気機関、

稲妻や天地の合間測るやに

ガソリン、電気と今と同じ状況だったのです。外国で

東 山

榮

地震、雷、火事と続く稲妻をこんな風に詠んだ句は

は意外と電気自動車に人気があり、電気式バスもあ

初めて。鋭い観察眼の賜。まさに光りの測量。

りました。しかし、長距離走行ができませんので市内

夕映えの人影長し秋の暮

の活用だったのです。結局のところガソリンが生き

矢島 一雄

秋の夕景の一コマを詠む。今日も一日が終ってし

残ったのです。

まったという淋しさ。そして明日への希望も。

そのような訳で今は同じような中間期なのです。

その中に青きもありて蔦紅葉

いずれインフラが整えば電気専門になり、車もロボ

池田ときえ

彩の対比で蔦紅葉の色模様を詠んだ。その中にと

ット化するでしょう。その時代になれば、女性の仕事

言う導入が上手い。絵心プラス詩心の一句。

はトラックに限らず、重機や船舶等益々広がりを見

ぶどう棚雲入れ替はる甲斐の空

せるでしょう。

田中 信昭

見上げる葡萄棚の合間に覗く、刻々と変わる雲の
流れから、季節の変わり目を感じ取っている作者。

マンションは今！

東山

榮

時代祭馬糞を拾ふ影の人

マンションは利便性とか景観がよいからといって、

飯田冨美子

華やかな表舞台と裏方を対比させてユーモラスな

1960 年頃から購入した方が多いが、今そのマンショ

一句になった。俳人は馬糞も句材にしてしまう。

ンが経年とともに問題が発生しております。

中天を煌めく一機いわし雲

まず建築 30～40 年経たマンションは建物に劣化が

馬場 征彦

飛行機を詠んだ句は多いが、この句はすっきりと

生じ、大修理、建替え等の問題が発生し、大修理につ

爽やか。鰯雲の季語の斡旋もいい。

ては修繕積立金では賄えないことがあり、その原因

中秋の名月愛でつ茶碗酒

渋谷 文雄

は販売に際してデベロッパーが、将来生じるであろ

これはもう言うこと無しの一句。月を愛でつつ酒

う修繕費を安く見積もることがあり、いざ大修理と

を楽しむ。雑念のないつぶやきは俳句を深くする。

いう時には資金が不足するという事態が発生します。 五百羅漢会ひたき人の在しけり

山形 忠顯

また建替えについては住人の 4/5 の賛成が必要で

「父への思慕が五百羅漢の中にその面影を如実に

ありますが、高齢者は終の棲家として考えているか

みつけた」と作者。無季だが父を恋う渾身の一句。

ら、今更建替えの必要はない等の意見があり、なかな

行く人のそれぞれなるや大花野

か決定に至らない状況にあります。

河合 和郎

秋空の下で、三三五五花野で遊ぶ人々の姿が眩し

行政としても問題視しており、東京都では都民の

い。しかし、子供たちの姿が少ないのが気になった。

約 1/4 がマンション住まいでありますので、現在関
編集後記
今回はハッピーコインがなんと 25 件もあり、
申告書も 10 行の長さのものがあり、両方新記
録のようです。結構でした。
情報委員会・東山榮

係各方面と有効な方策を検討中であります。
註：共同住宅のうちアパートは建物全体を個人が所
有し、マンションは建物内部の区切られた部分を
個々人がそれぞれ所有するものをいう。
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