東京日野プロバスクラブ

平成３０年２月１５日発行

２９年度会長標語：融和と宥和、そして楽しい例会
平成 29 年度（2017 年度）

会長・小西 弘純

平成３０年１月１８日

理

事

第 85 回 例会の記録等

会

議案：幹事報告の通り。

日（木）18：00～20：00
第 85 回 1 月例会 司会：例会委員・小島

馨

新年懇親会司会：例会委員・小林 昭治
日時：平成 30 年１月１８日（木）17：00～17：30
会場：立川グランドホテル二階
資料：例会次第、理事会議事録、プロバス便り 86 号
新年会案内
会員３９名出席者３５名９０％
同会場にて、平成 29 年～30 年度新年会開催 20：00 迄
コンサート「モンゴルからの風」奏者 梅木秀徳氏

会長挨拶

代理：奥

幹事・宮地 公平
クラブ第 8 年度 第７号

幹事報告

日時：平成 30 年１月１１日（木）10:00～12：00
場所：日野市勤労青年会館
出席７名欠席２名

修兵

新年明けましてお目出当ございます。
本日は私ども日 野プロバスクラブ の 新年懇親 会 へ 、八王子 プロバ
スクラブ、多摩プロバスクラブから多数の方々のご参加をいただき
誠にありがとう御座います。「ふれあって 高めよう、プロバスの力」
とい う私 達プロ ビアン の 共通 のテー マのもと楽 しい時 をお 過ごし
いただきたい と 思っておりま す。ここで、新年に当り静養中 の小西
会長より皆様へのご挨拶を代読させて頂きます。
『新年を迎え 皆様、ご健勝 のことと思 いま す。東京日野 プロバスク
ラブ新年会にお集まりいただき誠にありがとうございます。
私は、昨年 11 月半ばに少し胸に痛みがあったので、軽い気持ちで
病院を訪ねまし た。心電図や 胸の写 真、血液検査などして から、医
者 の結 果 説明 で 「心 筋 梗 塞 」 と 診断 さ れま し た。 「緊 急 手 術 」とな
り、そのまま手術室に向いました。左手首 よりカテーテルを挿入 し、
ステント投入など意味不明 のまま無事終わりました。しかし、自身心
臓だけは 丈夫と思っていましたので 、「心臓神経症 」の様な症状 が

第８７号

宮地

公平

・新年懇親会 他 PC から１2 名参加予定
・八王子 PC 生涯学習サロン 2.22～5.10 開催
・会則改正の主要部分の審議終了。最終確認中
3～4 月理事会案配布予定。
・次期会員手帳作成は、３０年度版とする。
・2・3 月理事会会場：多摩平産業連携センタ－
・１月 新入会員 魚住 徹 氏
・今後の予定（議事録記載）

にこにこワンコイン

平成３０年１月

1 月総額 5000 円（８名） 29 年度累計 34,500 円
後藤一郎 明けましておめでとうございます。 新しい仲間が沢山
増えました。皆で楽しい一年といたしましょう。

横山好忠 おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
山本英次 賀春！今年の年賀状で、毎年の賀状のお届けを止めさせ
ていただきます。との賀状を出しましたところ多くの方から「ま
だ早い」「そうだ、止めよう」とのご意見を戴いて迷ってます。
奥 修兵 正月４日、息子の珪藻（プランクトン）の顕微鏡写真の
製造過程が NHK テレビにて紹介されました。私にとってもうれ
しい正月のプレゼントでした。
小林昭治 「はれのひ」の問題で、私達の業界では改めて地元の美
容室を利用していただけるよう身を引き締めてサービスに心がけ
ようと申し合わせました。
小島 馨 東京八王子プロバスクラブ、多摩プロバスクラブの皆さ
ま、今日はご出席くださいまして有難うございます。楽しくお飲
みくださいね！
疋田久武 謹賀新年！あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願い申し上げます。
曺 一男 明けましておめでとうございます。今年もいろいろとお
世話になります。会員皆様のご健康を祈願して！

ありました。そんなことで 3 ヶ月間が経ってしまい、会長職として一
番重要なイベント、公式行事 の務めを果たすことが出来ませんでし
た。この間、会員皆様 には、ご迷惑をお掛けしてしまい、ご心配いた
だきました。感 謝しか ありませ ん。東京 日野 プロバスクラブ 新年会
のおめで たい 席で申し 上げる のは 如 何か と思いま したが 、年賀状
に「100 才超えを目指 し、そのための下準備 と思い、今回 の病気発
見にありがとうと思っております。」と書かせて頂きまし た。
皆様方にもお身体にはご自愛いただき 、酒はほどほどに 、十分
な睡眠をとり、塩分控えめでバランスの良い日常を過ごされ元気
な 100 歳クラブになる 事を目指したいと思います。
本日 1 月 18 日は再度の手術中かと思います。もうすでに静養も
あきてしまい 、皆様方お仲間に戻りたいと思っています。今後共
よろしくお願い致します。
平成３０年１月 18 日

東京日野プロバスクラブ会長

小西

弘純』

１月の誕生祝い

五人衆

新年懇親会スナップ

奥副会長開会挨拶

八王子プロバス会長
武田洋一郎様

渋

和気あいあいの会場

谷
氏の乾杯挨拶

小島・浅川さん・宮地

横山・高村さん

多摩プロバス副会長
澤 雄二様

折笠・青島・小島・吉村

飯田さん・奥・後藤

アトラクション
プロフェッショナル・ホーミー歌手 梅木 秀徳氏
モンゴル・ホーミー協会認定歌手
鷲尾・後藤・篠原・土方・山本

モンゴルで歌い継がれてきた伝統的歌唱法
一人で二つの声を同時にだして 謡う喉歌

宮地・立川さん・武田さん・奥

フィナーレ輪になって歌おう「荒城の月」

熱唱！カラオケ大会

中締めの挨拶
全日本副会長

立川さん

全日本監査 中村さん

幹事：宮地公平

本日は、八王子 PC、多摩 PC から多数のご参加をいただき、盛大に
日野プロバスクラブ新年会を実施することができました。
本当にありがとうございました。

今年は、平成３０年、実質的には

平成最後の年となると思いますが、ちょうど 30、本日は、三本締め
でいきたいと思います。

最初の一本は八王子 のため、二本目は

多摩のため、最後は日野のため

（三本締め）

このあと、軽い２次会も準備しております。ご参加ください。

編集発行：情報委員会

曺さんの見事な高音

朝倉さんと青島さん

山本英次、矢野凱弓、疋田久武、曺一男、田口賀夫
ホームページ：https://www.hinopc.com/

