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□ 理事会・５周年実行委員会
日
場

山本英次会員 次年度のクラブ役員の全てが内定しま
した。皆様のご協力に感謝申し上げま
す。正式な発表は4月例会にて>
小西弘純会員 いよいよ5周年記念誌の準備に入りま
す。皆様のご協力よろしくお願いします。
泊谷時男会員 3月17日無事73才を元気で迎えることが
出来ました。まだまだ現役で頑張りま
す。
佐藤郁夫会員 永かった確定申告期が終わり、ホッとし
て居ます。毎年同じ正月の様です。
残任期間があと数ヶ月がんばります。
小林昭治会員 何事もなく元気に生活出来ていることに
感謝して。
市川資忠会員 もう春です。
行動の季節になりました。
曺 一男会員 腰の手術が無事すみました。
ありがとうございます。
小島 馨会員 明日から甲子園球場に東海大付属菅
生高校と愛媛県立今治高等学校の応
援に行ってきます。

時 平成27年3月12日(木) 9時00分～12時00分
所 日野市民会館・３階第1会議室

□開 会

佐藤 郁夫 例会委員長

＜第５２回例会＞
日

時 ：平成２７年3月19日(木)
12時30分～14時30分
会 場 ：高幡不動尊 客殿2階
【出席報告】
会員総数
34名
本日の出席者 25名
出席率
73.53％
【配付資料確認】

■ 会長挨拶

鷲尾 昭夫 会長
大分暖かくなってきました。
啓蟄も過ぎ冬ごもりの虫が動き出す
頃となりました。
寒さでこもり勝ちだった我々も、あら
ためて活動の活発化を図りましょう。26
～27年度もあと3ヶ月になりましたので
委員長を中心とした委員会活動の具
体化に取り組んでいただきたいと思い

本日の合計
累
計

5,500円
48,500円

■委員会報告

ます。
同好会活動としては、コーラスが軌道に乗りつつあり4
月2日にはロータリーとの合同ゴルフコンペ、4月14日に
は一泊“のんびり草津の旅”があります。多くの方の参加
を得て懇親の実をあげていきましょう。
今日はメンバースピーチに代えて、ゲストに村瀬彰吾
さんを迎え「郷土史を語る」と題して講演をしていただくこ
とになっています。関心はあるものの知っているようで知
らない、又聞いたことのない日野多摩地区の郷土史に
ついて興味あるお話を頂きますのでご期待下さい。
講演に十分な時間をとりたいと思いますので、ご挨拶
はこれまでとさせていただきます。

□ 幹事報告

11名
85名

○例会委員会
佐藤 郁夫 委員長
4月のメンバースピーチは篠原昭雄会員にお願いして
おります。
○情報委員会 小西 弘純 委員長
52号を配付させていただきました。
お目通し下さい。
5周年記念誌の準備に入り、5周年
実行委員会にご出席なさっている会長
経験者など役員経験者の皆様には年
度ごとについてお書きいただきたく原
稿用紙をお渡し致しました。5月頃にな
りましたらその他に会員全員にお書きいただきたいと思っ
ています。テーマは①「プロバスと私」、②「5周年にあた
って」、③テーマなし自由からお願いしたいと思います。
原稿の締切は全て7月中旬を予定しています。皆様のご
協力をお願い致します。

後藤 紀之 幹事

1．東京八王子プロバスクラブより2月26日「第19回生涯
学習サロン」開講式へ鷲尾会長・後藤前会長・幹事後
藤が出席いたしました。

にこにこワンコイン 佐藤 郁夫 例会委員長
後藤紀之幹事 来年度もシミュレーター教官を継続する
ことになりました。まだまだボケる訳には
いきません。
篠原昭雄会員 創立5周年記念事業は、実行委員や会
員の方々の積極的なご尽力で、その基
本形ができ、着々と準備が進んでいま
す。ありがとうございます。

○会員委員会
林 良健 委員
皆様に配付してある「会員手帳」に
余白がなく新会員の皆様には掲載が
遅れて申し訳ありません。現在印刷所
と交渉中です。もう暫くお待ち下さい。
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○研修委員会
横山 好忠 委員長
今日は郷土史のお話を村瀬彰吾先
生にお願いしました。平成14年1月・NH
K大河ドラマ、新撰組の放映決定の際、
新撰組特別主幹として活躍し、2005年
人間土方歳三、新撰組副長秘め物語を
出版。講演活動等。特に幕末期の江戸
城ヘの遷都では多摩地区にも数々の歴史が御座いま
す、この分野では面白い裏話などの研究者であります。
機会があって郷土史の研修を兼ねてお話をして頂きた
いと思います。尚ご希望があれば再度お願い出来ます
のでよろしくお願いします。

誕生日スピーチ
○篠原昭雄会員(誕生日3月7日)
生まれた昭和6年当時は満州事変
が起こったときです。太平洋戦争が始
まったのが中学3年生の時でした。
私はこれまでに先輩、先生方に引っ
張っていただき支えられてここまで来ら
れたことに感謝しています。
○泊谷時男会員(誕生日3月17日)
友人から“今現役で仕事出来るのは
幸せだぞ”と云われました。1月にテレ
ビ出演したところ、今現在も反響が続
いてクラブに出席出来ない時がありま
した。益々頑張りますので一緒によろ
しくお願い致します。
○久保正男会員(誕生日3月21日)
長野県木曽郡で生まれ、学校は岐
阜県に越境入学みたいな形で通って
おりました。趣味は囲碁も将棋もします
が、どちらかというと将棋の方が好きで
す。将棋も体力が必要で桜ヶ丘にある
プールに通ってます。ゴルフも好きです。

○地域奉仕委員会 須藤 正義 委員長
1．第2回日野新選組まつり実行委員会
が3月27日(金)に行われます。私(須藤
委員長)と土方委員が出席予定です。
2．多摩川・浅川クリーン作戦が4月19日
(日)に行われる旨の通知がありました。
皆様の参加をお願いします。

□ 同好会報告
○ゴルフ同好会

矢野 凱弓 同好会会長
いよいよゴルフシーズン到来で来月よ
り毎月コンペが予定されています。
4月2日は相武ＣＣにてロータリーとの
コンペで、当クラブより11名が参加します。
5月26日には相武ＣＣにて多摩地区３
プロバス合同コンペです。日野プロバス
が本年の幹事クラブです。
6月12日には長竹ＣＣで第７回クラブ
独自コンペが開催されます。

卓

話

※テーマ「郷土史を語る」
村瀬 彰吾 様
スキーが縁で日野市役所に奉職、
だるまストーブを囲んでいた当時が懐
かしい。一番の思い出は
「ごみ」の収集改革。
定年退職後も嘱託で
音楽関係の仕事。ある日馬場市長に「ふる
さと博物館」の改革を託され「新選組歴史
館」に改名し館長に就任。それを機に新選
組について猛勉強し「土方歳三」の本も出版しました。
天正18(1590)年6月23日八王子城を豊臣秀吉軍が攻
めて北条軍を破った。と云う話からお江与の方、静の子
について、信忠との婚約など伺うことが出来ました。

○写真同好会

山本 英次 同好会会長
5周年記念事業の一環とし
て「日野の四季」の表題で写
真展を行います。
来賓控室にて展示を行い
ますが、控室の中には、写真
を展示できる壁がありません
ので、屏風のように折りたた
みながら立てられる「Ｄ２プラダンクリア」というプラスチッ
クの板を５枚購入とＡ４判写真を張る紙製の額縁を30枚
購入します。合計（材料費１5,115円＋プリント代11,940円）
＝27,055円の予算を確保したうえで、展示会に臨むつも
りです。クラブの皆様のご協力をお願いいたします。

■プロバスソング斉唱
■閉 会

山本 英次 副会長

本日は、日野市役所から村瀬彰吾様をお迎えして楽
しいお話を伺えました。
ＮＨＫの大河ドラマの２～３本分を見たような気がいた
します。暗い話題の多かった日野市にこの様な明るく楽
しい職員がいらっしゃる事は市民として頼りにしたいと思
います。
まだまだ興味あるお話が沢山あるようですから、これか
らのメンバースピーチを楽しみにしてゆきましょう。
村瀬さんの演奏したジャズのＣＤがありますので、お
買い求めください。
本日の例会を閉会いたします。

○旅行同好会
小島 康義 同好会会長
のんびり草津温泉バスの旅の参加者
募集の結果6名の参加となりました。今
回は少人数でありますが実施する事と
致します。尚、詳細については後日連
絡致します。
○コーラス同好会
林 良健 同好会幹事
４月「練習」のご案内
・４月９日（木）18:00～20:00
平山交流センタ－
・４月１６日（木）9:30～11:30
高幡不動尊 客殿２Ｆ
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