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平成２７年度（2015 年度） 会長・山本英次
平成２７年９月１７日

第５８回例会の記録等

幹事・大島芳幸
クラブ第６年度第 03 号

理事会および５周年実行委員会
日時：平成 27 年 9 月 10 日（木）09：00～12：00
場所：市民会館３階会議室
実行委員会 9 時より
12 名出席
（欠席 5 名）
理事会 11 時より 8 名（欠席 3 名、代理出席 1 名）

第 5８回例会

（第６年度第 2 回）

日時：平成 27 年 9 月 17 日（木）12：30～14：50
会場：高幡不動尊 宝輪閣地下１階（初めての利用）
出席：27 名（出席率 87.1％） 欠席：4 名
配布資料 9 枚 12 頁を司会黒澤直明例会委員が確認

会長挨拶

山本英次会長

本日は日野プロバスが発足して丁度満５年目で、ま
さに当初予定したクラブ５周年記念日に当たります。
先代貫主の法要という大事なお寺の都合により、式
典は 11 月 19 日開催に変更しましたが、秋晴れを期
待したいと思います。不覚にも５年ぶりに大風邪を
ひきました。健康管理に一層努め、万全の体調で皆
さまと共に１１月を迎えたいと強く願っています。

にこにこワンコイン

Ｈ27 年 8 月

6 名で 3,000 円（昼食時の司会発表順に掲載）
小西弘純：昨日、多摩ロータリーのガバナー公式訪
問で、水野ガバナーにご挨拶しました。
鷲尾昭夫：8 月 22 日サガン鳥栖とマリノスの前座試
合に出た小 6 の孫がＪリーグの始球式のボールを
蹴りました。ちゃんと放送で名前を呼ばれたとの
こと、大喜びの嫁からメールが来ました。
山本英次： あいにくの大雨となりましたが、今日が
本来の五周年記念日です。残り２ヶ月となりまし
たが、体調に注意して過ごしましょう。
後藤紀之：情けない事に痛風の発作が出てしまいま
した。好きなお酒も控えています。

後藤一郎：良い事も悪い事もありません。何か良
い事がありますように！
渋谷文雄：9 月 3 日、中国天安門前で展開された
軍事パレードを特別席で観て来ました。驚きま
したので 1 コイン。

幹事報告

大島芳幸幹事

・光バンドコンサートの入場整理券を八王子プロ
バスと多摩プロバスにもお送りした。
・9 月 2 日の例会委員会炉辺談話に会長と出席。
今年度の卓話や会員スピーチの件等に活発な意
見が出されていた。各委員会でも会合を開かれ
る際には、会長・幹事をお誘い下さい。
・9 月 7 日、少し遅れていた高幡不動尊川澄貫主
への新任挨拶を会長・幹事で行った。
・八王子ＰＣ20 周年事業の一環として「輝く宇宙
八王子展」が 10 月 18～31 日、サザンスカイタ
ワー八王子４階で開催されるとの案内があった。
・第１０回「たかはたもみじ灯路」が１１月２２
～２３日午後５～８時に開催される。約 2400
個の灯篭が設置される。是非ご参加を。

委員会報告
○例会委員会
小島康義委員長
・例会での卓話の充実を図るべく全会員よりのスピ
ーカー推薦を文書で依頼（例として特定会員テー
マのシリーズ化や友人知人等外部講師の招聘）
・ランチメニューを多様化していく、本日はおにぎ
り。年間予算の範囲内でメリハリを付けていく。
○情報委員会
矢野凱弓委員長
プロバスだより 58 号を本日発行し、休会者を含め
配布した。市外在住者への日野広報配布も継続中。
○会員委員会
澤田研二委員長
特記事項はないが、新会員勧誘活動をお願いする。
○研修委員会
林 良健委員長
鶴田博士による専門講座を 10 月 15 日例会にて開

講する。氏は日野市在住、平成 25 年 5 月ＪＡＸＡ
研修会の際お世話になった宇宙科学の権威で宇宙
航空研究開発機構・相模原キャンパスの元所長
○地域奉仕委員会
土方尚功委員長
特別な報告事項はありません。
○五周年記念実行委員会
篠原昭雄委員長
第 12 回実行委員会議事録に基づく総括説明。
続いて奥委員による式典・祝賀会の詳細な説明。
前日（11 月 18 日）午後 3 時準備作業開始、当日
は会員集合 10 時前、式典開始は 10 時半、来賓祝
辞 5 名、記念講演（航空評論家小林弘之氏）
、記念
撮影。第 2 部の祝賀会は 12 時半から 2 時まで。会
員約 30 名、ゲスト約 30 名の計 60 名。10 テーブ
ルの会食膳。乾杯に今年復刻された 130 年前の地
ビール、トヨダビールを用意する。また、澤田委
員より記念事業の一環として光バンドコンサート
を共催する内容が詳細に報告された。また小西委
員より当日配布予定の「５年間のあゆみ」を鋭意
作成中であること、更に小島義康委員より慰労会
企画として 12 月 17 日 18 時スタートの屋形船・
大江戸（品川）が紹介され、案内文書により参加
が募られた。

自転車安全講習

日野警察

江田祐一警視

江田交通課長によ
る 1 時間の充実し
た講習。24 分のビ
デオ研修に始まり、
6 月改正の道路交
通法「自転車の講
習制度」の解説。３年間に２回の違反で 3 時間の
講習（5,700 円）を義務づけ。受講せぬと 5 万円
の罰金。自転車の安全原則（左側車道が原則、歩
道は例外で歩行者優先、車道寄り走行。安全ルー
ルの遵守、特に信号、二人乗りや並進の禁止、飲
酒運転、携帯利用や傘さし運転は厳禁。なお、自
転車の荷台カバーを交番で無料配布している由。
最後に「振込め詐欺」注意喚起あり。

８月の誕生月スピーチ

２名

誕生月スピーチ
○澤田研二（71）終戦前年出生
で戦中派。実家は農家で、低学
年時に遊んだ防空壕の記憶が
鮮明に残っている。戦争はいけ
ません。
○田村豊章 (68) ７０歳になる
とゴルフ場利用税が免除にな
るのが楽しみです。
プロバスソング斉唱はアカペラなので本日は省略
小島馨副会長による簡潔な閉会の辞と 10 月の五周
年実行委員会・理事会は高幡不動会場にて朝 9 時、
と確認があり、2 時 50 分散会

五周年記念企画

光バンドコンサートの共催

クラブ発足以来、地域貢献の一環として「愛のサウ
ンドフェスティバル」にささやかな支援を続けてき
たが、五周年を寿ぐ本年は後援会と共催する運びと
なった。

9 月 26 日（土）
大ホールがほぼ埋め尽くされる盛況。
11 名にパワーを増した光バンドが歌い奏でる見事な
13 曲 2 時間の舞台に酔いしれた。東京光の家田中理
事長は謙遜されたが、海外演奏やプロとの共演も多
いレベルの高い音楽。長年司会を務める高田敏子さ
んが 20 数年のコンサートの思い出を映像と語りで
盛り上げる。大坪日野市長の祝辞、澤田後援会長が
プロバスについて懇切丁寧な説明をされた。写真に
あるように、多くのプロバス会員が後援会の役員と
して貢献している。

同好会報告
○ゴルフ同好会
矢野凱弓会長
・10 月 30 日第６回多摩３プロバスコンペ（相武）
・11 月 5 日ロータリーとのコンペ（メープルＰ）
・11 月 27 日当クラブ第８回コンペ（長竹）を紹介
○ＰＰ同好会
小西弘純会長
10 月の
「神楽坂でお座敷を楽しもう“たいこもち”」
企画に本日 10 名の参加あり、若干名追加募集中。
○コーラス同好会
林 良健会長
練習は現在 15 名で楽しく推進中。五周年祝賀会で
初演予定。指導の柴田プロには４曲お歌い頂く。
○写真同好会
山本英次会長
５周年記念写真展の申込み用紙を配布
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