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□■
日
場

理事会

□

時
所

平成26年７月10日(木) 10時～12時
日野市民会館・３階第一会議室

開

会

開会の辞 司会・大島芳幸副幹事、会長挨拶、議長
選出のあと、書記・奥修兵会員、議事録署名人・小島康
義会員・渡辺 明会員を選出した。
第1号議案 平成25年度事業報告が平成25年度矢野
凱弓幹事より報告。
第2号議案 平成26年度事業計画並びに収支予算が
平成26年度後藤紀之幹事より報告。
両議案共、全員拍手により承認された。
閉会の辞tが副幹事より行われ閉会された。

佐藤 郁夫委員長
＜第４４回例会＞

日
会

時 ：平成２６年７月１７日(木) 12:30～14:30
場 ：高幡不動尊 客殿2階

【出席報告】 会員総数
32名
本日の出席者 27名
出席率
84.38％
【配付資料確認】

■会長挨拶

平成25年度臨時総会

にこにこワンコイン 山本英次例会委員長
篠原昭雄会員 実行委員長になってしまいました。東京
日野プロバスクラブの発展に向けてご
協力をお願いします。
後藤一郎会員 “祝” 新年度スタート
鷲尾・後藤コンビ離陸・ＯＫ
山本英次会員 いよいよ鷲尾新年度の始まりです。
五周年記念事業の準備期間として大事
な１年です。皆様のご協力を望みます。
奥 修兵会員 例会委員会の古狸になりそうです。
今年度もよろしくお願い致します。
矢野凱弓会員 鷲尾年度のスタートおめでとうございま
す。後藤キャプテン、幹事ごくろうさまです。
向こう一年よろしくお願いします。
大島芳幸会員 今年度会計担当・副幹事を仰せつかり
ました。皆様のご協力賜りますよう、お
願い致します。
小島さん、カレーライスごちそうさまでし
た。美味しかったです。>
(昼食代も節約して頂きました。)
佐藤郁夫会員 今日から例会委員会、どうぞよろしく。
一生懸命務めます。
小西弘純会員 新年度おめでとうございます。
情報委員会から皆様にお願いすること
が多くなりました。今年度一年間よろしく
お願い致します。
小島 馨会員 新たな気分で皆さんと和やかな会にな
る様務めます。
中村代志子会員 今年度会員委員長として一年間お世話
になります。明るく・楽しい・よき仲間が
増えます様に頑張ります。皆様のご協
力を切に願います。
泊谷時男会員 本年度も例会委員会で頑張ります。
横山好忠会員 今年度のスタートを記念して=

鷲尾 昭夫会長

この度は図らずも会長と
いう重責を担うことになりま
した。お受けした以上は出
来る限りの力を尽くしたい
と思います。会員皆様のご
支援、ご協力をお願い申
し上げます。
さて、クラブの目的は会則第4条にある通り、「生き生き
と活動し、知り合いや視野を深めと共に、豊かな人生経
験を生かして地域社会に奉仕する事」にあります。
この目的の実現に向けて会員相互の理解と親睦を更
に深める場を数多く設けるとともに、地域社会への働き
かけの場も増やしていきたい、例えば日野・飛火野ロー
タリークラブ、各地のプロバスクラブとの交流を始め、日
野市に関連する各種行事への積極的参加とか、例会の
場を生かして会員相互の交流を図る手立てを考えると
か、していきたいと考えます。
来年度は5周年記念事業を控えており、これを成功さ
せるべく記念事業実行委員会を立ち上げましたが、委
員会活動を通じて会員参加で知恵を出し合い、企画し
実行する中で目的に向かって一歩でも二歩でもすすめ
ていけると思います。
以上をとりまとめ平成26年のテーマは・・・
１．培った知識と経験を生かし、自己実現と社会貢献
を図る>
２．そのためにも心身ともに健康維持を心がける>
３．会員の総力を発揮できるよう、和を重んじ、寛容の
精神をもってクラブの運営を行う>
と致します。
重ねて会員皆様のご支援、ご協力をお願いします。

本日の合計
累
計
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12名
12名

6,000円
6,000円

□ 幹事報告

後藤 紀之幹事

同好会報告

１．7月27日(日)11時より第14回「ひの
よさこい祭」の開会式が行われます
が、当クラブからは鷲尾会長、山本
副会長、須藤地域奉仕委員長が出
席されます。
2．今年度、八王子ＰＣは浅川さん、多
摩ＰＣは西村さ んが幹事に就任さ
れました。3ＰＣの交流を活発に計
って行きたいと思います。
3．6月28日(土)に平成25年度の会計監査を榎本会員、
松澤会員より後藤(一)会長同席の下、お受け致しまし
て決算報告書通り承認を受けました。別紙平成25年
度臨時総会議案書をご参照下さい。

昼

○ゴルフ同好会
矢野会長、渡辺幹事ゴルフ同好会
①日野プロバス独自の第6回コンペ開催案内
日 時
12月16日（火）
コ ース
長竹ＣＣ インコース
８時31分より5組予約済みです。前回14名を上回る盛
会を期待しています。
②日野RC・飛火野RC、３クラブ合同ゴルフ会の案内
日 時
10月2日(木) 8時30分スタート
コ ース
小金井カンツリー
当クラブが幹事で開催されます。会員券が日本一高
いので有名ですが、6組予約しました。参加費は割高
ですが、話の種にと思う方の参加を募ります。
③八王子・多摩・日野３プロバス第3回合同コンペ案内
日 時
10月23日（木）
コ ース
相武ＣＣ
詳細は幹事クラブの多摩ＰＣより後刻案内されます。
前回（5月22日）は24名の盛会で日野ＰＣより10名が参
加でした。
○旅行同好会
一泊旅行を計画していますが早急に決定して報告し
たいと思っています。
○写真同好会
写真は個人プレーが多く、今年度も「東京都写真1000
人展」に参加出展しました。昨年度の作品を後方に展
示してあります。今年度は10名位の方に出展をお願
いしたいと思っています。
今後はホームページ投稿も考えたいと思っています。
○コーラス同好会
5周年記念を目指してコーラス同好会を立ち上げます。
指導者 柴田啓介 現役のオペラ歌手
本日の参加希望者 16名
今後、会場、伴奏者など詳細を決めていきます。
又、「日野プロバスソング」作曲のお願いしたいと思っ
ています。

食

今日の昼食は例会委員会小島 馨
副委員長の自家製カレーライスと泊谷
会員他、女性会員のお手伝いをいた
だき、皆様満足顔で美味しいカレーを頂きました。

■委員会報告
○例会委員会
佐藤 郁夫委員長
来月8月ははじめて「ナイター例会」と称し、夜間例会
を聖蹟桜ヶ丘「京王クラブ」で行います。
○情報委員会
小西 弘純委員長
第44号「プロバスだより」で昨年度の会報が終了しまし
た。皆様のご協力に感謝申し上げます。
自前のホームページが出来ました。後日技術面を教
わりに日野RCの山靴様を訪ねる予定です。
今年度より壇上でお話しいただく方には全て原稿を
書いて頂く事になりました。よろしくお願いします。
○会員委員会
中村代志子委員長
一年間委員一丸となりクラブ創立5周年に向け会員40
名を目標に“新会員の募集”に力を入れたいと会員委員
会6名全員一致の願いでスタートしておりますが、それに
は会員一人ひとりの協力が必要です。良き仲間を皆さん
と一緒に増やしていきましょう。ご協力を切にお願いしま
す。尚、5周年に向けてコーラス同好会を計画中です。
○研修委員会
横山 好忠委員長
第1回目の開催は「済州島」で、“のんびり研修癒し旅
行組”と“ゴルフ組”に別れて行いたいと思います。以後
の予定は配付資料でご確認下さい。
○地域奉仕委員会
須藤 正義委員長
前年度実施事項を引き続き実施する事を基本とし、併
せて２つの事項を追加し活動します。
①多摩川・浅川クリーン作戦、新選組まつり、日野よさこ
い祭の協力と参加。
②使用済み切手・ペットボトルキャップ回収、献血の協
力、吹き矢体験の促進指導、牛乳パック燈篭づくり、
夢ふうせん・正秋バンド協賛
○５周年記念事業実行委員会報告
篠原 昭雄実行委員長
配付資料に従い、実行委員１５名の
構成について、記念事業の担当委員
会、予算概算130万円、実行委員会開
催について、今回を第１回実行委員会
として、毎月例会終了後に行うこと、委
員会別の記念事業細目について説明
がありました。

誕生日スピーチ
※小西弘純会員(誕生日7月13日)
7月13日の誕生日をwebで調べますとかなり
有名人がおりますが、1940年7月13日私と全く
同じ生年月日の有名人はパトリック スチュワ
ートさん、スタートレックなどに出演されています。世界の
人口は現在約72億人。365日で割ると約2000万人の方
が同じ誕生日と云う事になるのかな？
※佐藤郁夫会員(誕生日7月31日)
運動会で足の速い孫がリレーのアンカーを走った。し
かし、勝つ事が出来なかった。祖父として人生こういうこと
もあるんだと悟した。いいこと云ってなだめたつもりだった。

■
■閉

プロバスソング斉唱
会

山本 英次副会長

本日の鷲尾新年度のスタートが無事に切れました事
をお慶び申し上げます。
今年度は、５周年記念行事を構築するためにも、大事
な期間となります。
篠原5周年事業実行委員長からの説明にありましたよ
うに、会員の総力を挙げての協力が必要です。
皆様には、心して事業の推進にお力をお貸しくださ
い。本日の７月例会を閉会いたします。
編集・発行
情報委員会
小西弘純・小林昭治・田口賀夫・曺 一男・矢野凱弓
ホームページ http://www.hino-rotary.org/2013/2013p04.html
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