第 6 期平成 21 年度(2009/7〜2010/6)活動
◇平成 21 年(2009 年)
7/01 第 6 期定期総会 ◦第 61 回定例会 ◦慰労会（パルテノ
ン多摩）
7/03 俳句の会「谺会」
7/05 裁判員セミナー 「審理」上映
と東京地方裁判所立川支部

11/20 中村、関根両会員が南豊ヶ丘

小澤一政次席書記官の解説

小学校で国際理解授業を行う

7/13-18 「ワールドキャンパス多摩」に会員有志がイベント

11/27 第 5 回理事会 岡野事務所

参加やカンパに協力

12/1 釣りサークル

7/15-16 釣りサークル(伊豆方面)

12/2 第 66 回定例会と交流親睦忘年会(京王クラブ)

7/29 第 1 回理事会 岡野事務所
7/30 村上会長、鴻池副会長、登坂
幹事が東京多摩ロータリークラブを表敬訪問
8/5 第 62 回定例会 関戸公民館
◇平成 21 年(2009 年)
8/7 俳句サークル「谺句会」
8/9 美術サークル(小山田緑地)
8/10 村上会長、鴻池副会長、登坂

12/4 俳句サークル「谺句会」

幹事が渡辺多摩市長を表敬訪問

12/12 美術サークル(一本杉公園)

8/19-20 釣りサークル(多摩川)

12/23 第 6 回理事会 岡野事務所

8/26 第 2 回理事会 岡野事務所

◇平成 22 年(2010 年)

9/2 第 63 回定例会 関戸公民館

1/1 当プロバスクラブのホームページを新装公開した。

9/4 俳句サークル「谺句会」

URL:http://www.tokyo-tama-probusclub.com に変更

9/4 多摩市中学校校長会で「プロバス体験教室へのお誘

1/13 第 67 回定例会 関戸公民館第 2 学習室

い」を配布説明

卓話 永田宗義会員「私と健康-彩り空間の美を求め」

9/16 ￮多摩市小学校校長会で上記と同じ配布説明を行う

1/17 ￮俳句サークル「谺句会」と「からまつ会」の合同句会

￮長池公園自然館見学と散策
￮美術サークル(小山田緑地)
9/30 第 3 回理事会 ひじり館
10/2 俳句サークル「谺句会」
10/7 第 64 回定例会 関戸公民館
卓話 山田喜一会員「地域における民生委員の役割」

￮滝川道子会員が諏

10/14 グルメサークル フランス料理「エル・ダンジュ」

訪五丁目集会所で

10/16 ゴルフサークル(花咲 CC)

江戸しぐさの講演

10/25 美術サークル(多摩川)

1/21 滝川道子会員が連光

10/28 第 4 回理事会 岡野事務所

寺向岡一丁目集会所

11/4 第 65 回定例会 つむぎ館

で江戸しぐさの講演

渡辺多摩市長の講話「多摩市の街づくり」

1/27 第 7 回理事会 岡野事務所

11/6 俳句サークル「谺句会」

2/3 第 68 回定例会 関戸公民館第 2 学習室

11/15 ￮全日本プロバス協議会パーティに会員が参加

￮卓話 北村克彦会員「電波の利用―放送を中心に」

￮美術サークル(長池公園)

￮座談会「身近な環境問題」

11/16 同上理事会を傍聴、交流会にも参加

2/5 俳句サークル「谺句会」

11/18 小山内裏公園ウォーキング

2/10 臨時理事会(現理事と次期理事と合同)
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2/17 多摩歴史ウォーキング「絹の道」を歩く

￮座談会「団地の高齢者対策」
￮ 「オープンプロバス」「環境問題」の２プロジェクトチー
ム発足
5/16 美術サークル(福生多摩川くじら運動公園)
5/24～25 一泊研修･親睦旅行(栃木県益子)

2/22～25 古澤靖雄会員が「そろばん教室」多摩第 2 小学校
2/24 第8回理事会 岡野事務所
3/1～2 古澤靖雄会員が「そろば
ん教室」 南豊ヶ丘小学校
3/2 つりサークル(道志川)
3/3 第69回定例会 関戸公民館

「フォレスト益子」の前で

第 2 学習室
￮TIC 横畠様の卓話「世界の高齢者の暮らし方・生き方」

5/28 第 11 回理事会(現理事と次期

￮座談会「高齢者問題」

タヌキの像の前で

理事と合同) 関戸公民館第

3/5 俳句サークル「谺句会」

1 学習室

3/5・8 古澤靖雄会員が「そろばん教室」 東寺方小学校

6/2 ￮「オープンプロバス」のプロジェクト会議

3/10 古澤靖雄会員が「そろばん教室」 瓜生小学校

￮「環境問題」のプロジェクト会議

◇平成 22 年(2010 年)

6/2￮第 72 回定例会 関戸公民館第 2 学習室

3/14 美術サークル(深大寺)

講話 TIC 会員 3 名のご婦人「外国人から見た多摩ニュ

3/17 ＮＨＫ日本放送協会見学

-タウンの住み心地と日本人への要望」

3/31 ￮第 9 回理事会(現理事と次期理事と合同) パルテノン

6/4 俳句サークル「谺句会」

多摩 4 階学習室

6/16 臨時理事会(現理事と次期理事と合同)

￮お花見(多摩市宝野公園)

つむぎ館第 2 会議室
6/29 ￮東京都埋蔵文化財センターと旧富澤家邸宅の見学

4/7 第 70 回定例会 関戸公民館第 2 学習室
￮卓話 蓮池守一、山田正司会員「多摩の歴史」

縄文の村で

￮座談会「多摩の歴史」

￮「環境問題」のプロジェクト会議

4/9 俳句サークル「谺句会」
4/11 美術サークル(小山田緑地トンボ池上の桜広場)
4/27 カメラ談義と撮影、そしてウォーキング(昭和記念公園)
4/28 第 10 回理事会(現理事と次期理事と合同) 関戸公民館
創作室
5/7 俳句サークル「谺句会」
5/12￮臨時総会で「理念」を改定議決 関戸公民館第 1 学習
室
￮第 71 回定例会 関戸公民館第 1 学習室
卓話 山田正司会員「プロバス寺子屋」
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