東京日野プロバスクラブ

第６２号
201６年１月 21 日発行

創立平成 22 年 9 月 16 日

平成２７年度（2015 年度） 会長・山本英次
平成２７年１２月１７日 第６０回 例会の記録等

理

事

会

日時：平成 27 年 12 月 10 日（木）10：00～12：00
場所：高幡不動尊客殿 2 階控室
全員出席 10 名

第 60 回例会

（第６年度第 5 回）

日時：平成 27 年 12 月 17 日（木）12：30～14：40
会場：高幡不動尊客殿２階
司会：佐藤郁夫
出席：28 名（90.3％） 欠席：3 名 資料は例会次第、
会報、年間予定表、研修・卓話資料等 6 枚。

会長挨拶

山本英次会長

先月は盛大裡に五周年記念行事を催す事が出来、皆
さまのご尽力に心より感謝します。早くも次の役員
選出方法等の議論も始まっていますが、残りの任期
半年も頑張ります。どうぞよろしくお願いします。

にこにこワンコイン

Ｈ27 年 12 月

＜計 12 名で 6,000 円＞ （例会での発表順に掲載）
曺一男：今月 29 日に 70 歳到達、ようやくプロバス
青年部を卒業です。
後藤紀之：５周年も無事終了しホッとしています。
皆さまどうぞ良い年をお迎え下さい。
泊谷時雄：孫が全国高校サッカー選手権に山梨県代
表で出場、正月は「追っかけ」です。
矢野凱弓：日野プロバスらしい手造りの立派な五周
年行事の成功を祝って。
篠原昭雄： 実行委員を始め全会員のご協力で立派な
記念行事ができ、ありがとうございます。今夕は
慰労と反省を兼ねた会を楽しくやりましょう。
山本英次：皆さまの協力により盛大裡に五周年行事
を終了出来ました。次の半年もどうぞよろしく。
林良健：行事を通じてケジメがつき、次への飛躍す
る基盤ができました。ありがとうございました。
後藤一郎：
「五周年」あちこちで褒められました。皆
さん、ご苦労様でした。

幹事・大島芳幸
クラブ第６年度第 06 号

渡辺明：11 月 3 日に 72 回目の年を迎えました。
奥修兵：先日、息子が本を出版しました。親にとっ
ても嬉しい出来事でした。
久保正男：１年間無事乗り越えられそうです。体力
的、精神的にも。入会１年になりますが、活動内
容も少しづつ理解できて、これから皆さんと一緒
に頑張りますのでよろしくお願いします。
黒澤直明：11 月 27 日長竹ＣＣで優勝しました。優
勝のため忘年会の幹事となりました。

幹事報告

大島芳幸幹事

① 12 月 8 日に四役会、10 日に理事会を開催した。
② 八王子ﾌﾟﾛﾊﾞｽより２０周年記念誌が届いたので
同記念式典参加者 7 名に配布します。
③本日は 3 時にチャーターバスが来ますので屋形船
慰労会に参加の 22 名はご利用下さい。なお、例会
後に臨時理事会を３時までの予定で開催します。
④五周年式典に臨席頂いた川澄貫主へのお礼言上に
会長と幹事が参上。高幡不動尊「山報」93 号を頂
いたので、本日全員にお配りした。

委

員

会

報

告

○例会委員会
小島康義委員長。
1 月は新年例会で午後 5 時より立川ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙです。
年会費半年分と新年会費の用意をお願いします。
○情報委員会
矢野凱弓委員長
11 月は例会が無かったので、会報 61 号は五周年
記念特集号となりました。沢山頂いた祝辞等の詳
細は小西委員が編集中の記念誌に掲載されます。
○会員委員会
澤田研二委員長
特注したクラブ標章付きジャンパーを未収の方が
おられます。申込みサイズをお引き取り下さい。
○研修委員会
林良健委員長
詳細な資料に沿って 2 月の相撲部屋と江戸東京博
物館、３月の寛永寺と上野公園、５月の菊永裕行
市立病院副院長による研修講座について説明。

○地域奉仕委員会
土方尚功委員長
11 月のたかはたもみじ灯路参加と 12 月のよさこ
い祭実行委員会（久保委員出席）の報告。
山本会長より関連報告：理事会決定を受け 12 月 11
日に社会福祉法人夢ふうせん 湯口理事長、浅野
施設長、庄司事務長を訪
ね、寄付金を贈呈。昨年
まで続けてきた、バザー
商品寄贈に代わる福祉施
設支援活動です。
○篠原昭雄五周年実行委員長より謝意の表明。指名
を受け特別会計担当の中村代志子委員より収入
131 万円、本日迄の支出 75 万円、今後発生予定の
記念誌制作費用等を勘案しても予算内に収まると
の概括報告。また、小西弘純委員より記念誌作成
は原稿の打ち込みを外注している段階で、発刊は
来年３月頃との見通しが報告された。
○後藤一郎全日本プロバス理事より 11 月 21 日横浜
で開催された理事会の報告。詳細資料は大島幹事
が保管。特記事項は第 7 回全国総会が北九州市に
て 16 年 11 月 13 日（日）に開催決定。世界遺産
の在る魅力的な町なので可能な方は参加しましょ
う。２月に詳細案内と意向調査があります。

同好会 および その他 報告
○ゴルフ同好会
矢野凱弓会長
11 月 27 日 11 名により第 8 回日野プロバス・ゴル
フ大会が長竹ＣＣで開催され、黒澤氏が５回目の
優勝を果たしチャンピオンに返り咲いた。雲一つ
ない晴天に恵まれたが、午後は風が出て難しかっ
た。田村氏が強豪を抑えてドラコン賞を獲得。

○ＰＰ同好会
小西弘純会長
次回は２月にスカイツリー見学を企画中。
○写真同好会
山本英次会長
５周年記念展を無事終え、今後につき検討中。
○コーラス同好会
林 良健会長
皆様の初演評価は如何でしょうか。1 月 24 日の
同好会新年会で今後の活動を相談します。柴田先
生を核に好きな人で続けたいと思っています。
○奥修兵会員：ご子息（奥修博士）が上梓した珪藻
類の顕微鏡写真集を回覧し、内容を概略紹介。
○鷲尾昭夫会員：日野市社会福祉協議会の評議員会
出席の報告と関連行事の案内。

卓話『笑いの健康学 part2 』
」 澤田研二会員

林良健会員

「 あなたの笑顔が、人生を変える！」５頁の詳細
なレジメに沿った 50 分の教育講座。林氏は要請さ
れての緊急登板が多いが、プロ
の経営コンサルタントとして
完璧な対応。会場の笑いを取り
ながら「笑顔は幸せへのパスポ
ート」を様々な事例を上げなが
ら力説。
多くの会員が頷いていた。

11 月と 12 月の誕生月スピーチ
山本英次：（11 月誕生月スピーチ
26 日）良い夫婦の日 11 月 22 日
は亡妻の 8 年目命日。健康長寿なら良いのですが
老後破壊や長生きリスクも心配しています。
渡辺明：11 月 3 日で 72 歳。高齢者運転講習に参加。
丁寧な運転を心掛け問題なしでした。
後藤一郎：母の胎内に 1 年近く居るのだから生後直
ぐ 1 歳というのは気に入っている。正月で一斉に
歳を重ねると言うのも良いと、数え年礼讃。
曺一男：12 月 29 日に 70 歳。 後藤キャプテンの
唱える「プロバス青年部」を卒業します。
大島芳幸：12 月 21 日 64 歳ですが依然最若手です。
雪の日の佐世保生まれで名前に「ゆき」が付いた。
○プロバスソング斉唱
○閉会の辞：小島馨副会長 本日はご苦労さまです。
1 月例会は 5 時開始で、6 時から新年会です。

五周年行事慰労会

東京湾の屋形船

品川の「大江戸」にバスは 4 時過ぎ到着。薄暮のお
台場風景を満喫しつつ多彩なコース料理を賞味。
レインボーブリッジから勝鬨橋まで行く。船内では
五周年総括の主要委員談話。引続きカラオケ大会で
大いに盛
り
り上がる。
午後 7 時
マエま に下船。
え
バスで日
野
野に戻る。
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