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2019～20年度 テーマ

号
素敵に輝いて 素敵なクラブライフを！
前年度幹事及び地域奉仕委員長からの議案説明、

定期総会・例会

引き続き監査報告、採決を諮り、第 I 号議案から第

日 時：令和元年 7 月 11 日(木) 12:30～15:30

Ⅳ号議案まで、一括審議、賛成多数で可決承認され

場 所：八王子エルシィ

た。次いで、

出席者：54 名 出席率 91.5 %

第 V 号議案 2019～2020 年度 一般会計予算（案）

（会員総数 61 名 休会 2 名 欠席 7 名）

第 VI 号議案 2019～2020 年度 活動準備資金特別

会食と総会・定例会

会計予算（案）について

齊藤例会委員長から進行について説明があり、会

一瀬幹事から説明があり、採決の結果、第 V 号議

食・定期総会・定例会が開催された。

案、第 VI 号議案は賛成多数で可決承認された。
第Ⅶ号議案 入退会等手続きに関する細則の改定
第Ⅷ号議案

第 23 回 定期総会

創立 25 周年記念準備委員会構成及び
活動計画(案)について

１．開 会

齊藤例会委員長

一瀬幹事より提案説明があり、詳細内容について

第 23 回定期総会を開催します。
（資料確認）

は杉山準備委員長が説明、審議の結果賛成多数で可
決承認された。

2．会 長 挨 拶

飯 田 会 長

１ 準備委員会構成（提案説明 一瀬幹事）
委員長

3.議長選任

杉山友一

副委員長 立川冨美代（委員長補佐）

恒例により会長が議長を務め、飯田会長が議長

同

席につき、会員総数・出席者数を確認、本総会が

下山邦夫 「八王子宇宙の学校」関係

委 員（第 21～25 期の会長・幹事・交流担当、

有効に成立したことを宣言し、議事に入った。

予定者・推薦者を含む）
岩島寛、武田洋一郎、馬場征彦、飯田冨美子、

4.書記・議事録署名人の選任

田中信昭、内山雅之、寺田昌章、一瀬明 浅川

書記に持田律三会員、議事録署名人に野口浩平

文夫、持田律三（2020 年度会長予定者の推薦

会員、鈴木はるみ会員が選任された。

による）
事務局 馬場征彦（兼務）

5.議 事

（注）活動の進展により、必要メンバーの補強を

議案は配布されているので、項目のみを掲載。

行う。

第Ⅰ号議案 2018～2019 年度 事業報告

2 記念事業については、素案が示されたが、今後

第Ⅱ号議案 2018～2019 年度一般会計決算報告

の準備委員会において、より具体的に検討される予

第Ⅲ号議案 2018～2019 年度活動準備資金特別

定なので、掲載を省略した。

会計報告

6.議長解任

第Ⅳ号議案 2018～2019 年 第 23 回生涯学習サ
ロン特別会計決算報告

7.閉 会
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時に幹事として

第 285 回 例会

参加したことが
ございます。そ

1．開 会

齊藤例会委員長

の折に合唱を拝

第 285 回例会開催を告げ、配布資料の確認。

聴し、シニアダ
ンディーズの質

2．会 長 挨 拶

飯 田 会 長

の高さに圧倒さ

定期総会のご挨拶でも申し

れた思いがあります。

上げましたが、会の運営は先

南ロータリークラブは現在 76 名、男性だけのクラ

輩の皆様が築かれた基盤の上

ブであります。プロバスクラブは女性の方がたくさ

に立ち、自然体で進めてゆき

んいらっしゃるのでその違いを強く感じます。南ロ

たいと考えています。その上

ータリークラブは男性だけのクラブですが、大変風

に各委員会の施策を加えて頂

通しが良く、素晴らしい会であります。

き、全員参加でクラブライフ

私は今期のスローガンとして“友情を力に”という

を楽しみながらプロバス活動を遂行していきたいと

ことを掲げました。本年度の奉仕活動はたくさんあ

願っています。

りますが、主だったものでは養護施設の人たちを海

今年のスローガンは『素敵に輝いて、素敵なクラ

水浴に連れて行くこと、彼らとバスケットボールを

ブライフを！』です。一人一人の笑顔が素敵に輝い

楽しむこと、また、アウトリーチコンサートとして、

てこそクラブの活性化につながると信じています。

発達障害の子どもたちと一緒に楽器の聴き比べなど

「笑い・ふれあい・高めあい」をモットーに進めた

で音楽を楽しむことも考えております。さらに、八

いと思います。

王子グランドゴルフ大会にも参加する予定です。こ

来年はプロバスクラブが創立 25 周年記念を迎え

うしたさまざまなイベントを通じて奉仕活動をして

ますので、その記念事業の為に準備委員会を設置し

いく考えです。

ます。当クラブの事業の従来からの 2 本柱でありま

八王子プロバスクラブにおかれましても益々のご

す「生涯学習サロン」の開催と「宇宙の学校」の事

発展とご活躍をお祈り申し上げ挨拶と致します。本

業の展開を支援していきたいと思います。

日はお招き頂きまして誠にありがとうございました。

「宇宙の学校」は来年 10 周年を迎えますので、創
立 25 周年記念行事と並行して記念行事を考えてい

4.新会員の紹介

きます。

山野 稔新会員の紹介

この 1 年、皆様のご協力をお願い申し上げてご挨

杉山 友一

山野稔さん

拶とします。

は昭和 21 年の
お生まれで 72

3.来賓ご紹介・ご挨拶

歳です。商社マ

東京八王子南ロータリークラブ

ンとして海外

会 長 福澤 武文様

で長い間お勤

東京八王子南ロータリークラブ

めされており

幹 事 横山 瀬如様
ご挨拶

ました。現在でも海外関係のコンサルタントのお

福澤 武文会長

仕事は継続されております。相武 CC のメンバーで

皆さま、今日は。ご紹介をいただきました南ロ

もあることからお知り合いになっており、会員と

ータリークラブの今年度会長を拝命した福澤で

してご推薦しました。

ございます。

山野 稔会員の自己紹介

私は八王子プロバスクラブの 20 周年記念行事の

① 只今ご紹介頂きました山野です。5 月の例会で
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は見学参加をさせて頂き、
ありがとうございました。

「ホームオフィス」、
「自分で輸入販売するのでは無

あの時皆さまが 楽しそうに、
生き生きと活動されて

く、あくまでも欧米の中小企業の相談に乗り、アイ

おられた様子に感銘を受けました。そして「組織力

デアを出し、彼らの対日輸出の実現に向けて支援す

のある、エレガントなシニアクラブ」だと解釈しま

る」会社で、今もアメリカミズーリ州の会社と契約

した。
この度 その様なクラブに入会をさせて頂けた

を継続しています。このあたりについては 又機会

ことは大変に光栄です。先輩の皆さま方を見習いな

があればお話させて頂くことにしたいと思います。

がら努力して参りたいと思いますので、よろしくご

④ 私の趣味は MLB 観戦、旅行、下手なゴルフ、そし

指導をお願い致します。

て最近新たに加えた「美術館巡り」です。

② 私は S21 年 10 月生まれの 72 歳、三重県出身で

MLB の大ファンです。
今はもっぱら TV 観戦ですが、

す。戦後の生まれで、まさにベビーブーマーの走り

2、3 年前迄は、アメリカへ出張する度に野球観戦を

でした。S39 年 10 月には東海道新幹線が開通し、東

してきました。過去 20 年間で観戦した試合数は 120

京オリンピックが開催されました。しかし高校 3 年

～130 は下らないと思います。中でも 2001 年 シア

の秋でもあり、残念ながら ゆっくりと TV 観戦を楽

トルマリナーズに入団したイチロー選手のシアトル

しむ余裕は無かったと記憶しています。
来年夏の
「オ

でのデビュー戦、2007 年ボストンレッドソックスに

リンピック・パラリンピック東京大会」こそは、世

入団した松坂大輔選手のカンザスシティでのデビュ

界のアスリート達の活躍を TV 中継を通して ノン

ー戦を現地で観戦したことは「忘れられない思い出」

ビリ、ゆっくり、ジックリと観戦出来る事を楽しみ

です。

にしています。

今をときめく大谷翔平選手は未だ TV 中継でしか

私は７年前に妻をガンで亡くしました。以来独

見たことがありません。もしエンジェルスが 9 月に

り暮しで、日野の百草園に住んでいます。子供は 44

なっても頑張っているなら、本拠地アナハイムに大

歳の双子の息子と 39 歳の娘がおりますが、3 人共

谷選手の応援に行きたいと思っています。

其々家庭を持ち、フランス、日本、アメリカに住ん

旅行ですが、国内旅行はもっぱら温泉めぐりです。

でいます。この為 私と子供達 3 家族揃った「家族全

普段一人暮しで何から何まで自分でやらざるを得な

員集合」は 2 年に一度位でしょうか。普段はスマホ

い私には 、小さな温泉宿での上げ膳据え膳はまさに

のラインで連絡しあっています。

非日常の世界で、大好きです。

私は 57 歳から 約 10 年間、月一ですが、町のシニ

海外旅行は全て手作り旅行です。昨年春 4～5 月

ア料理教室に通いました。この事もあり独り暮しに

の 40 日間、"センチメンタルジャーニー "と称して

なってからは、「味の良し悪しは別にして」
、余程の

「ヨーロッパ鉄道一人旅」を企画して、昔家族と住

事情がない限り、食事は自分で作っています。最近

んだ街や旅行した場所を 15 か所選び、過去を偲び

になって漸く分かって来たことは 「掃除・洗濯・料

ながら回って来ました。幸い天候に恵まれ、病気に

理等の家事は幅も広くなかなか奥が深い」と言うこ

もならず、事故にもスリにもあわず 、無事に一人旅

とです。これからは家事にも、もう少ししっかりと

を終えることが出来ました。羽田空港を出る時は、

取り組んで行かねばと思っています。

まあこんなに長い一人旅はこれが最後だろうと思い

③ 私は現役のサラリーマン時代は商社勤めで、
米国

ながら出発したのですが、羽田への帰りの機内では

2 回とヨーロッパのベルギー1 回、合わせて 15 年間

「これだけ元気に回って来られたのだから、もう一

程 家族共々暮らしました。55 歳後半、2 度目のアメ

度行けるかも・・・」と思ってしまいました。未だ

リカ勤務が終わりに近づいた頃 私は決心をしまし

元気な内に、期間を少し短くした 「センチメンタル

た。

ジャーニー第 2 弾」を企画したいと思っています。

「辞令が出れば日本に帰るが、会社は辞める」そし

⑤ 以上が私の大まかな自己紹介です。独り暮しも７

て「自分一人で、欧米の中小企業の対日取引を支援

年が経過し、今では「なんだか気楽だなあ」と思う

するビジネスコンサルタント MEL Associates を立

ことも多くなりました。しかし「ああしろ、こうし

ち上げる」と決心しました。ワンマンカンパニーで

ろ、あれはダメ、これはダメ」と厳しく私に指示命
3

令を出した妻がいない。これだけは残念です。これ

会の少ない会員の方中心に私とチャットするセッシ

からも 独りの生活が続きますが、明るく元気に、楽

ョンを設けるつもり。是非ご協力を。

しく前向きに、生きて行きたい。
そんな気持ちです。

・昨日、八王子南ロータリーの例会に会長のお供で

今後 このクラブで交流をさせて頂く中で、
新しい経

出席しました。八王子の５つのロータリーの会長・

験が積めることを楽しみにしております。

幹事が見えられており、各ロータリーの活動状況、

最後になりましたが、改めて皆様のご指導ご鞭撻

今年度の目標などの披露があり勉強させていただき

のほどをお願い致しまして、私のご挨拶とさせて頂

ました。

きます。本日はありがとうございました。
8．各委員会活動報告（新年度活動方針）
5.ハッピーコイン披 露

(1) 例会委員会

田 中 副 会 長 か ら ハ ッ ピ ー コ イ ン 25 件 の

齊藤委員長

会長の基本方針に沿って笑顔

披 露 が あ っ た 。 (7～ 8 ペ ー ジ に 掲 載 )

で語り合うクラブライフの時
間を楽しめるように円滑な運

6.バースデーカード贈呈

営を目指します。ついては

飯田会長より、恒例の池田会員手作りのバースデ

1）例会欠席の時は 2 日前ま

ーカードが 7 月生まれの会員に贈られました。

でに所属委員長へ連絡をして
下さい。
2) 例会受付は開会 10 分後には着席しますので、受
付の配置図を参照に着席願います。
3) 会食の時間は 30 分取るように致します。豊富な
話題で親睦を深めて下さい。
4) 連絡ボックスへの投函物は開会１時間前に受付
に届けて下さい。
(2) 情報委員会

河合委員長

情報委員長の河合です。

写真左から有田、髙取、濵野、（会長）、岩島、

今年度一年間よろしくお願い

浅川の各会員。(敬称略)

します。
7．幹 事 報 告

情報委員会活動は前年度持

一瀬幹事

・新年度重責を担うこととな

田委員長のもと、情報発信活

り ま し た が精 一 杯 頑張り ま

動、特にプロバスクラブの対外

す。よろしくご支援をお願い

的な窓口である「ホームペー

します。

ジ」の内容改善に見るべきものがありました。本年

・年間のスケジュールを従来

度もこの良き流れを引き継ぎ、更に充実できればと

とちょっと変えてクリアホル

考えています。
情報委員会の事業は

ダーにしました。狙いは持ち
運び性の向上。ご利用下さい。

① 会員の情報誌としての「プロバスだより」
の発行。

・会長方針にあるように例会を楽しいものにするべ

② 生涯学習サロン事業の記録を目的とする「抄録」

く種々トライすることを考えています。

の作成。
③ 対外的な情報発信の窓口としての
「ホームページ」

具体的には、例会前にも歓談時にコーヒーを供せ

の維持管理と的確な情報の発信であります。

るように検討中。とにかくコミュニケーションの密
度を上げていきたい。来月からの幹事報告の一部の

今年度は新会長の前向きなスローガンの趣旨を実

時間を使って普段あまり皆さんの前でお話しする機

現できるよう、8 人という少数の委員会メンバーで
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はありますが、プロバスクラブの広告塔の役割を果

印をします。会員が自分は支払ったかを確認でき、

たしていきたいと考えます。

誤解を無くします。領収書は名刺サイズの 2 つ折

会員の皆様には、原稿や情報の提供について、積

りカードで胸札の裏面にありますので、支払時に

極的なご協力をお願いします。
(3) 会員委員会

提示してください。
寺田委員長

・集金の役割分担を明確にして集金・出欠記録をと

会員委員長の寺田です。1 年

る。記録をとることにより、無断欠席者を減らす

間宜しくお願いをします。報告

ことや、欠席者や病気、休会者へのフォローが容

は 3 点です。1 つ目は

易になる。

① 会員委員会方針です。

・学習サロンでの集金業務での混乱（例会費とお茶

会員の高齢化が進むなか、ク

代の混同等）を防ぐ。

ラブの活力向上のために若手

テーブルを 2 つ設け（例会委員会とは別）、会員番

新入会員の増員を図るととも

号に応じて 3 カ所に分けて集金を行います。

に、会員相互のふれあいのキッカケを増やす。又プ

（第 4 週のサロン時も同様）

ロバス会員からの集金業務の改善を行う。

集金は本日から行いましたのでご存知の通りです。

1. 新入会員 5 名を獲得する。

② 2 つ目は先程紹介がありました新入会員の山野

・会員一人一人の協力を願う。皆様のご協力を節に

さんを歓迎します。

お願いします。

所属は「宇宙の学校」で、会員数は 61 名となりま

・「お父さんお帰りなさいパーティー」へ参加。

した。

これは市民活動協議会が主催している地域の活

③ 3 つ目は退会者・休会者のお知らせです。

動博覧会。シニアを対象に地域で行われている

退会者 前期：石田雅巳会員、
大野聖二会員（逝去）、

様々な活動への参加の「キッカケの場」として行

米林伸恭会員（逝去）の 3 名。

うイベントで、充実したセカンドライフにつな

後期：阿部幸子会員、志村高会員、渋谷文雄会員（逝

げることを目的に開催している。前年度 1 人の

去）、広瀬智子会員、山形忠顯会員、竹元正美会員、

実績。

大澤敬之会員の 7 名。

2. 新入会員 5 名のうち、2 名は女性会員の獲得を目

休会者 前期に引き続いて佐々木研吾会員、竹内賢

指す。女性比率を 21％から 23％にしたい。

治会員の 2 名です。

3. 会員の顔写真を会員名簿に入れ、名前にルビを

(4) 研修委員会

付け会員間相互の認識を高め、ふれあいのキッ

山口委員長

① 卓話

カケを増やす。
（既に皆様に配布されていると思

テーマによっては外部の方

います）

へ の依 頼も 検討す る こと と

顔写真で一部の方は暫定的な物を使用させて

し、基本的には会員によるも

いただきましたが、本日終了後写真撮影を行い、

のとする。

次年度には新しい物に修正します。

特に新規入会会員による自

4. プロバス会員からの集金業務の改善を行い、集

己紹介を兼ねた卓話をお願い

金時会員への声かけ運動を行う。

する。

・プロバス会員からの集金業務（除くハッピーコイ

② 野外研修

ン、募金、八王子プロバスクラブ会員以外からの集

魅力的、体力的に無理のない、また道路事情の考

金）を、会員委員会でその月の集金を纏める（会費、

慮等、可能な範囲難しい条件をクリアしたい。多数

例会費、行事参加費、学習サロン等）ようにする。

の参加をお願いする。

声かけ運動で会員情報の入手をはかる。

③ 同好会の活性化

・プロバス会員の領収書（胸札の裏面）を作り、会

昨年発足した自主学習会を継続し今期も新たな

員委員会の一覧表への記録と共に、領収書欄に捺

案件を立ち上げたい。
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(5) 地域奉仕委員会

武田委員長

める声がある。このことから、高度な理解を必要と

１ 今年度は、来年創立 25 周

する講座は向かないことがわかる。

年記念年のプレ年度という事

③ 会員の皆様の話し手の積極的な応募を期待しま

もあり、新たな門出に向け、

す。また委員会からお願いされた場合は快くお受け

ここでサロンの運営について

願いたいと思います。

課題を抽出し、見直しを図る

現在、既に 4 名の方が手を挙げられております。

年度と捉えています。

会員皆様のご協力なくして、サロン運営は成立しま

２ 運営方針

せんので、委員も頑張りますが絶大なご支援をお願

（ⅰ）会長方針に沿った運営

いいたします。

テーマとして 3 本建て

(6) 交流担当

田中担当理事

・笑い

演芸 (笑いを具現化する 落語)

１）主要イベントの広報・参加要請（当クラブ創立

・ふれあい

医療・福祉

・高めあい

歴史・文芸（近代史・国文学[令和

25 周年記念事業、全日本プロバス協議会次回総会）
２）近隣友好クラブとの連携

にちなんで]）

３）他クラブとの会報誌等の交換とクラブ内への広

（ⅱ）改革案をベースに学習サロンスタイルの検討

報活動

初心に戻り「地域奉仕と呼べる学習サロンとは」 ４）他クラブを訪問し、活動の活発なクラブに学ぶ
を考えよう。

５）全日本プロバス協議会との連携窓口

（ⅲ）運営の省力化

(7) 宇宙の学校

少ない人手で効率よく運営するための方策を

下山 PJ リーダー

今年度の「宇宙の学校」は、

考えよう。

プロバス便り第 284 号にあるよ

(ⅳ）地域の活動への積極的な参加

うに、応募者全員を受けいれる

・いちょう祭り・健康フェスタ・
「Dr 肥沼の偉業

ことが出来た。八王子学園を会

を後世に伝える会」

場とさせていただいた結果で

３ 説明

ある。そして 6 月 9 日からスタ

基本的には、初心に戻り八王子プロバスクラブの

ートし、すでに 4 回スクーリン

生涯学習サロンの在り方について、勉強していきま

グを行ったが、どこも、90％前後の出席率で順調に

す。

滑り出している。

① 特別講話は別にして、
サロンテーマ講師は原則と

皆様のご協力に感謝する。

して会員で行う。会員の知見・経験をご披露し、話

① この各会場でスムースに運ぶため、会場側と事務

題を提供して、参加者と話し合うという実のあるサ

局との漏れがないよう細かい注意が必要である。

ロンが望ましい。

② ボランティアの人数事前把握と対策

世間の多々ある各種講座とは違った性格の講座であ

③ 次年度 10 周年に向けて新しいステージの構築、

るべきである。

検討を目指します。

仮に会員の話し手の数が予定の 12 コマ数に達し

なお本日はやぶさ２が、リュウグウに再度の着陸、

ない場合は、無理して外部講師を求めない。集客数

サンプルを採取する日ですが成功したとのニュース

が問題ではない。とはいえ、最低限の集客は必要で

が流れています。
（午前 11:00 頃）

あるが。
② サロンというからには講義形式ではなく、対話

9. 宇宙の学校支援の会

形式の運営を基本としたい。

代表 飯田会員

八王子「宇宙の学校」支援の会代表の飯田です。

一般会員は、比較的高齢者が多く、また女性が 80％

会員各位には八王子「宇宙の学校」の運営、実施に

を占めていること。23 回サロンのアンケートにも、

あたり、財政面、活動面で様々なご支援を頂き改め

“高齢者の今後の生き方”をテーマにした講座を求

て感謝申し上げます。今年度も引き続きご支援をお
6

願いする次第です。活動面でのご協力を頂ける場合

の隅には夏ミョウガが顔を出す、ＨＡＰＰＹなり。

は「宇宙の学校」の下山 PJ リーダーに是非ご相談

荻島 靖久

下さい。

◆「宇宙の学校」がはじめて八王子学園八王子中・
高等学校で開かれました。高校生の司会、そして中

10. 同好会活動

学生・高校生のアシスタントによる第１回の授業が

古典芸能鑑賞同好会

池田会員

おわりました。本園の理科の先生の生徒たちへの細

・9 月 7 日「能を楽しむ会」
（能衣装の美と着付け）

かい配慮となにげない支援がそこにはありました。

北野市民センター 午後 1 時 30 分から
ゴルフ同好会

プロバスメンバーの方々には開校前から中学生がア

持田会員

シスタントをできるかなと不安と心配をかけました

・10 月 25 日㈮ 八王子プロバスコンペ GMG

が、あたたかい見守りで順調に無事に第１回を修了

・11 月 15 日㈮ 多摩３プロバスコンペ GMG

することができました。ありがとうございました。
塚本 吉紀

11. プロバス賛歌斉唱

◆24 期地域奉仕委員長を仰せつかりました。皆様
のご支援よろしくお願い申し上げます。
武田洋一郎
◆茶会に出かけようとした折、玄関で無意識とな
り、たおれてしまい頭を 6 針ぬいました。元気とな
り、また、よろしくお願いします。 阿部 治子
◆今期、研修委員長を担当することになりました。
どうぞよろしくお願いいたします。 山口 三郎
◆84 回目の誕生日を昨日迎えました。バースデー

12．閉 会

田中副会長

カードも今年も頂けました。ありがとうございまし

新年度の総会も滞りなく無

た。

事済みました。

高取 和郎

◆また 1 年、よろしくおねがい致します。

ご審議お疲れ様でした。これ

浅川 文夫

からの 1 年間会長方針である

◆新たな年度、副幹事として緊張して業務に当たっ

「素敵に輝いて、素敵なクラブ

ていきたいと思います。皆様よろしくお願い致しま

ライフを！」のスローガンのも

す。

有泉 裕子

と、素晴らしい１年になるよう

◆飯田丸の出港を祝って！！

馬場 征彦

活動をしたいと思います。

◆本年度会員委員長を務めます寺田です。1 年間宜

本日は年度初めにふさわしい例会となりました。

しくお願い致します。同世代の若い仲間となる新入

どうぞ皆様今年度も変わらぬご支援をよろしくお願

会員の山野稔さんを歓迎します。

い致します。

◆白内障と緑内障の同時手術を受けて直ぐに 84 才

くれぐれも健康にはご留意なされ 8 月 8 日にはお

寺田 昌章

の誕生日を迎えることになりました。年を積ねると

元気な姿でお目にかかれます事を願っております。

いうことは、不具合も積ねることのようです。

本日は誠にありがとうございました。

目出度さも薄曇りなり梅雨の空
岩島 寛
◆新しい年度のスタート、幹事として会長を支え精

メ

デ

タ

ウスグモ

つ

ゆ

ソラ

一杯つとめたいと思います。皆様のご支援よろしく

ハッピーコイン

お願い致します。

一瀬

明

◆７月なのに梅雨が明けない。本格的な暑い夏の季

◆今年の梅雨は梅雨らしい梅雨。雨も又よし。自然

節早くこい。海開き山開き、27 日土用の丑、ウナ

には逆らわずにハッピーに行きたいものです。

ギを食べて体力をつける。庭にはクチナシの花、庭

一瀬
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明

◆今年で 7 回目の亥年を迎えました。非常にハッピ

おりますが、今年度は八王子学園の体育館をお借り

ーです。

し、同学園の中学生の皆さん方に、子ども達のお手

濵野 幸雄

◆「素敵に輝いて 素敵なクラブライフを！」をス

伝いをするテクニカルスタッフとして活躍して貰う

ローガンに、一年間取り組んで参ります。ご協力を

ことになりました。新しい「宇宙の学校」の始まり

宜しくお願い致します。

といえます。

飯田冨美子

◆本例会で、新年度最初の入会者、山野稔さんをご

従来は、プロバスクラブの方及び大学生ボランテ

紹介します。皆様どうぞ宜しくお願いいたします。

ィアが参加者への指導を受け持って今日まで進めて

杉山 友一

きましたが、今回は従来の考え方を一新して、中学

◆令和元年、飯田丸が船出しました。明るく、楽し

生の皆さんにも指導してもらうことになりました。

く、元気よく皆で盛り上げていきましょう。

参加されたのは、八王子学園中等部の皆さん方、

杉山 友一
◆今日、はやぶさ 2 のリュウグウへの第 2 回タッチ
ダウン、朝からライブ中継をやっています。成否は
もう決まっているが未発表。

下山 邦夫

◆新飯田会長発足おめでとうございます。私も齊藤
総勢 25 名です。
（写真 勢ぞろいした中等部の皆さん）

新委員長のもとがんばっていきます。野口 浩平

司会などは高校生が担当しましたが、中学生はテ

◆9 日高尾へ「イワタバコ」を撮影に行ってきまし

クニカルスタッフとして工作の指導に活躍しました。

た。残念ですが未だ咲いていませんでした。

事前研修を受けたとはいえ、
中学生の皆さん方が、

八木 啓允
◆シニア・ダンディーズは 7 月 6 日老人施設「楢の

子ども達の相談相手として、一生懸命、相談に乗り、

里」に七夕コンサートとして訪問演奏しました。

工作の指導をしている姿や司会進行を見事こなした

2013 年はじめて訪問演奏して以来 6 年間続けてい

ことに感激しました。

ます。今回は懐かしい歌をたくさん歌い皆さんはと

完成した熱気球の打ち上げには子ども達の大きな

ても喜んでくださいました。9 月 7 日はいちょうホ

歓声が響き渡りました。親御さん達も記念の写真撮

ールに出演します。只今猛練習中です。

影に熱中していました。

立川冨美代
◆娘家族がシンガポールから日本へ 4 年振りに戻っ
てきました。しばらくは孫とも遊べそうです。又、
今朝はやぶさ 2 がリュウグウへ着地成功したニュー
スがありました！共にＨＡＰＰＹ！ 持田 律三
◆テニスプレーヤー憧れの「ウインブルドンテニス
大会」に行き、センターコートの前で、夫婦で記念
写真をとって来ました。ハッピー！ 有田 進治
◆新しい年度が始まりました。又、本日新入会員山
野稔様をお迎えすることになりました。今後のご活

（写真 熱気球の打ち上げに大きな歓声が……）

躍を期待すると共に、当クラブの今年度の益々の発

終了後の反省会では、指導する場合、一緒に座って

展を願って。

子ども達の目線になる大切さなどの意見も出ており、

田中 信昭

真摯に取り組んだ姿勢がうかがえました。
「宇宙の学校」に

八王子「宇宙の学校」が世代を超えて協同するプ

初登場！！ 中学生テクニカルスタッフ

ロバス固有の教育プロジェクトに成長したことを実

情報委員会

感しています。（情報委員による取材）

本年度の「宇宙の学校」
（第９回）は既に始まって
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でしょう。これらに会うと、圧倒されるだけで、言

寄

葉はしばらく出てこない。例えば 13ｍの大画面に亘

稿

って、躍動感あふれる「大世界の柵 坤 人類から

プロバスクラブに入会して

神々へ」はまさに、棟方の大宇宙であり信仰の表現
寺山 政秀

だ。我々日本人には、ピカソより心に響くものがあ

この 5 月にこのプロバスク

る。これが板に鑿によって刻み出されたのだ。板は

ラブに入会させていただいて

こんな大きなものはないから繋ぎ合わせてある。そ

から、3 か月になります。例会

の繋ぎ合わせのためにおこる線やずれもが決して邪

に 3 回出席させて頂きました。 魔にならず全体の中で返って引き立て役をする。他
先輩の皆さまが生き生きと活

にも 54 枚の連作屏風、有名な二菩薩釈迦十大弟子、

躍されている姿を見て感銘を

女人観世音菩薩板画巻など、見応えのあるものばか

深くしております。また沢山

り。棟方は日本独自の芸術を打ち上げた世界的作家

の元気をいただいております。

だと確信する。だってピカソよりも私には訴えてく

6 月には「宇宙の学校」の開会式、第 1 回スクー

るものが多いのだから。

リングにも参加させていただきました。アメリカの

なお常設展示場には、大正から昭和にかけて活躍

前オバマ大統領が、アメリカが他国との競争に負け

した版画作家の小コーナーもあった。
（恩地幸四郎、

ないように、教育改革の柱として、STEM 教育（理数

平塚運一、前川千帆、川上澄生ほか。
）

系教育）を推進して以来、世界各国が情報社会に遅
れをとらないようにと、理科系教育を推進してきま

「棟方志功展」を観て その２

したが、来年 10 周年を迎える「宇宙の学校」はまさ

池田 ときえ

にその先端を行っているのではないか、と思いを巡

「わだばゴッホになる！」と油彩画に没頭していた

らせていました。また、2020 年からは小学校におい

棟方が版画に転向したのは、川上澄生の作品に感銘

てプログラミング教育が必修化されます。

を受けたからだという。今回の会場にある初期の作

今、世界においてグローバル教育と情報教育は、

品群「星座の花嫁」(1926)は、川上そっくりのエキ

教育の最重要課題のひとつであると言われています。 ゾチックで繊細な表現である。
この様な時代に先駆けて小学生に科学的関心を持た

しかし、川上澄生は二人はいらない。その後の試

せる企画は大変に素晴らしいものであると、感動い

行錯誤を経て、
「大和し美し」(1936)で棟方は棟方と

たしました。参加していた小学生の目が輝いている

なった。絵と字が混然一体となり 26ｍの画面に溢れ

のが印象的でありました。

ている。陽刻の字を彫る苦労はいかばかりか。

これからも、先輩の皆さまにいろいろ教えていた

続く大作はいずれも 78 枚、120 枚もの版木を組み

だき、活動をしていきたいと思いますので、よろし

合わせているが、原画を拡大して各版木に割り付け

くお願いいたします。

る、その行程、作業量を思うと気が遠くなる。
また、ひとつのテーマを数十枚の版で表現するス

「棟方志功展」を観て その １

タイルには、巻物あり屏風ありで絵物語を見るよう
下山 邦夫

な楽しさがある。
「二菩薩釈迦十大弟子」や
「鐘渓頌」

美術鑑賞同好会では、5/25～7/7 府中市美術館で

では版木に収まりきらず、はみ出しそうな人物の造

開かれた棟方志功展を鑑賞した。私は皆さんと一緒

形がおもしろい。

には出かけられなかったので後日一人で見学した。

視力の衰えも関係してか、後半は陰刻の文字、拓

再度は見られないだろう所の、貴重な機会である。

本刷りなどが見られるが、それもまた新たな魅力・

紹介してくださった池田会員に感謝する。

表現となっている。数ある作品の中で私は
「華狩頌」

棟方の板画はみなさん馴染があるだろうが、ここ

が好きだ。弓を持たず、鉄砲を持たず、心で花を狩

に会した大作、連作に一挙に出会うことはなかった

る、の意だそうな。十数年前に駒場民芸館で一目惚
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れした作品です。欲しいなあ。

俳 句 同 好 会 便 り

1964 年の大冷害と東京オリンピック
橋本 鋼二

私の一句〈七月の句会から〉

来年のオリンピックの入場券購入希望者の抽選が

河合 和郎

あり、悲喜こもごもの人たちがテレビに映ってい

渋谷さんが亡くなり、山形さんが退会されて、俳

た。私自身、1964 年の東京オリンピック開会式を

句同好会も少し寂しくなった。俳句に興味のある会

生で見たくて、夫婦プラスそれぞれの両親の名前で

員の皆様、どうぞ同好会の句会を覗いて下さい。見

応募し、開会式の入場券１枚が当たったときのこと

学大歓迎です。

を思いだす。

梅雨寒が異常に長かった今年は冷夏になる恐れ

1964 年の北海道は天候不順が続き、冷夏で生育が

があるとか。穏やかな季節の移ろいを願うのみ。

遅れた作物が 9 月下旬、例年より早く厳しい霜で大

驟雨去り人波戻る交差点

打撃を受けた。北海道東部での現地調査からとって

矢島 一雄

日常いつでも目にする町中の光景を捉えて一句に。

返し、快晴の東京で開会式を見た。その感動と興奮

句材はどこにでも。俳句は観察眼が勝負。

が冷めやらず、式典終了後、競技場の内外をゆっく

なつかしき面影秘めて白牡丹

りと見て回った。夕暮れの競技場に聖火が輝いてい

池田ときえ

花から受けるイメージを繊細な感覚で一句に。

たのが脳裏に残る。

作者は「懐かしき面影」を心の奥深く秘めて。

この年の大冷害で特別予算が付き、
札幌市羊ヶ丘に

ステテコや今日は一日何もなし

ある農林省の研究機関に最先端の植物環境調節施設

田中 信昭

軽妙洒脱で俳諧味満点。ステテコでくつろぐ男の

（ファイトトロン）が建設された。天候に左右され

姿。暑いときはこのスタイルに限りますな。

ることなくいつでも冷害の発生する環境を作れるよ

鋭き声や木々の間見やるほととぎす 飯田冨美子

うになり、研究が進めやすくなった。天皇・皇后、

今年は殊の外時鳥の声が多く聞かれる。朝夕や夜

皇太子、ニュージーランドの首相といった研究分野

の闇の中でも。鋭い声に思わず見上げる作者。

とは関係の浅い方々まで視察されるなど注目される

父の日や贈り物来る年となり

施設となった。この施設を使って冷害研究者として

馬場 征彦

これはこれで嬉しい事。同じ品物でも、子供や孫

10 年余を過ごした。1969 年には当時世界 3 大ファ

から届くと嬉しさが一入なのはなぜだろうか。

イトトロンの一つといわれていたオーストラリアの

七夕の飾り坊主も雨に泣く

キャンベラにある CSIRO（連邦科学技術研究機構）

野口 浩平

今年の梅雨空は日照時間が平年の 10％以下とか。

の研究所の施設を使い、1 年間研究生活を送ること

テルテル坊主もこの長雨には勝てなかった。

が出来たのもこの年の冷害がきっかけだった。

夕立や百円ショップの傘を手に

東山 榮

夕立に振り込められたのが百均のお店だったとは。
楢の里「七夕コンサート」
シニアダンディーズ

不幸中の幸いか。でも、少し待てば晴れるのに。
立川 冨美代

明滅を交はす蛍の闇深し

河合 和郎

今年は梅雨寒で蛍がほとんど飛ばず、明滅を交わ
す程の乱舞は見られなかった。来年が心配。
編集後記：令和元年 7 月となり、プロバスクラ
ブの新体制 2019 年度の船出となりました。こ
2013 年以来 6 年続く訪問演奏に顔なじみになった

の目出度い年度初めの会報の編集担当ができた

皆さんは素敵な笑顔で迎えて下さいました。
「ふるさ

こと、また、五輪の観戦チケット抽選に当選し

との歌」を一緒に歌いました。田中さんのミュージ

たことで良い年度の始まりです。 持田律三

カルメドレーもパワー全開。次はクリスマスに。
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