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第 7 期平成 22 年度(2010/7〜2011/6)活動

◇平成 22年(2010年)

7/2 俳句サークル「谺句会」

7/7 ￮第7期定期総会 関戸公民館第2学習室

              就任した第7期理事の皆さん

    ￮第73 回定例会 関戸公民館第2学習室

￮ [オープンプロバス]準備打ち合わせ

￮第７期スタートの懇親会(京王クラブ)

7/13 東京多摩ロータリークラブを鴻池会長、大澤副会長、

神谷幹事が表敬訪問

7/21 ￮グルメサークル(UBRiＡＣＯイタリアレストラン)

     ￮「オープンプロバス」のプロジェクト会議

7/26 多摩市市役所を鴻池会長、大澤副会長、神谷幹事

      が表敬訪問

7/28 第1回理事会 関戸公民館和室(8F)

8/4 第74回定例会 関戸公民館第2学習室

    ￮ 卓話「終戦記念日に思う＜戦争体験談＞」永島仁、

    平田哲郎の両会員から

    ￮「環境問題」で 7月度の炭酸ガス排出量の調査依頼

8/6 俳 句 サ

ークル「谺句

会」

8/25 第 2 回

理事会 関戸

公民館第2 学

習室

◇平成2２年

(201

0 年)

9/1 第75 回 定例会 関戸公民館第 2学習室

    卓話「山手線一周ウォーキング」鈴木達夫会員から

    7 月度二酸化炭素排出量調査票の回収

9/3 俳句サークル「谺句会」

9/12 第4回

全日本プロバス協議会(旭川)に鴻池会長・滝川道子地域奉

仕委員長・滝川益男研修・親睦委員が参加

9/21 「多摩プロバスクラブフェア 2010」の会場設営と準備

9/22～27 「多摩プロバスクラブフェア 2010」の開催 関戸公

民館7階市民ギャラリ

ー

ギ

ャラリ

ー会場

内

9/25 「多摩プロバスクラブフェア 2010」の特別イベント開催

関戸公民館8階大会議室

9/29 第3回理事会 関戸公民館創作室

10/1 ￮俳句サークル｢谺句会｣ 特別イベントで滝川道子地域

￮グルメサークル       奉仕委員長の「江戸しぐさ」講演

     (柳橋の

亀清楼)

亀

清楼の

前で参

加メン

バーの

みなさん

10/5 東京日野プロバスクラブの発足式 鴻池会長・神谷幹

事が参加

10/6 第76 回 定例会 関・－つむぎ館第1会議室

￮ 東部地域包括支援センターの大城・蓑和・小出の３名

による「認知症サポーター養成講座」

    ￮｢環境問題｣で 7月度炭酸ガス排出量調査結果報告

    ￮多摩プロバスクラブフェアの総括

10/13 ゴルフサークル（花咲C．C．）

10/17 東京八王子プロバスクラブ15周年記念式典に鴻池会

長・大澤副会長・神谷幹事・平田広報委員長・滝川会

員が参加

10/20 歴史散策「武

蔵国分寺跡・

ハケ・殿ヶ谷
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戸庭園など」を散策

10/27 第4 回理事会

      関戸公民館第        歴史散策の参加メンバー

2 学習室

11/5 俳句サークル「谺句会」

11/10 第77 回 定例会 関戸公民館第1学習室

     ￮ 講話「ふりかえって」渡辺幸子多摩前市長

￮「環境問題」で 10月度炭酸ガス排出量の調査依頼

11/17 晩秋の里山

ウォ-キング

（小山田緑地）

小山田緑地の道標にて参加メンバー

11/18・19 旅のデザインサークル（「真田六文銭を訪ねて」

上田・松代・戸隠の旅）

11/24 ￮料理サークル（ベルブ永山消費生活センター）

￮第 5回理事会 ベルブ永山消費生活センター

12/1 第78回定例会 関・一つむぎ館第1会議室

    ￮講話「多摩における養蜂の実践」大木貞嗣様

￮「環境問題」で 10 月度炭酸ガス排出量調査票回収と中

間報告

￮忘年会(聖蹟桜ケ丘赤坂飯店)

        忘年会に参加のみなさん(内家族3名を含む)

12/3 俳句サークル「谺句会」

12/13 そろばん塾(南豊ヶ丘小学校)

12/21 釣りサークル(城ケ島)

12/18 中学生俳句大会表彰式参加

12/22 第6 回理事会 関戸公民館第2学習室  釣りサークル

◇平成 23年(20１1年)

1/7￮俳句サークル「谺句会と新年会」

￮上半期の会計監査実施

1/12 ￮第79 回定例会 関・一

つむぎ館第1会議室

￮「環境問題」10月度の

炭酸ガス排出量結果報告     「谺句会」の新年会

￮新春カルタ大会 関・一つむぎ館第3会議室

1/18 ￮理事推薦委員会 関・一つむぎ館第2会議室

￮有識者会議 関・一つむぎ館第4会議室

1/19 グルメサークル(シュ

     －クル)

1/26 第7回理事会 関戸

     公民館第2学習室

2/2￮ 第80 回定例会 多摩永山      グルメサークル

      情報教育センター「美膳」 定例会前に昼食会

    ￮ 座談会 テーマ「我々が取り組む環境問題」とエコ活

動のアンケート調査

                座談会の状況

2/4 俳句サークル「谺句会」

2/7～8 そろばん塾 (東寺方小学校で 65名)

2/17～18・22 そろばん塾 (瓜生小学校で 55名)

2/23～25 そろばん塾 (多摩第 2小学校で 120名)

2/23 第8回理事会 つむぎ館第1会議室

2/24 八王子プロバスクラブの「生涯学習サロン」開講式4

名参加

3/2 第81回定例会 関戸公民館第2学習室

    ￮卓話「私にとって走ること」山田喜一会員から

    ￮「環境問題」1月度二酸化炭素排出量調査票の回収

3/4 俳句の会「谺句会」

3/6 美術サークル(       )

3/30 第9回理事会 連光寺志学サロン

4/1 俳句の会「谺句会」(山鳩句会と合同勉強会)

4/6￮第82 回定例会 関戸公民館第2学習室

次期委員会メンバー発表

￮座談会「東日本大震災を体験して」・募金活動

￮1 月度二酸化炭素排出量調査結果報告・表彰

4/8 横濱プロバス倶楽部創立10 周年記念式典に 5名参加

4/13 ゴルフサークル(花咲CC)

4/20・26 介護付有料老人ホームの講習・見学会

4/27 第10 回新旧合同理事会 関・一つむぎ館第1会議室

5/11 第83 回定例会 関戸公民館第2学習室

講話「多摩市の現状について」多摩市副市長後藤康久

5/13 俳句サークル「谺句会」

5/15～16 横濱プロバス倶楽部と交流、一泊研修・親睦旅行

(箱根)

研修・親睦旅行参加メンバー    横濱プロバス倶楽部の皆さんと交流

5/25 第11 回新旧合同理事会 関戸公民館第2学習室
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6/1 第84回定例会 関戸公民館第2学習室

    ￮卓話「私の山登り五十年」西村政晃会員から

    ￮「環境問題」4月度二酸化炭素排出量調査表の回収

6/10 俳句サークル「谺句会」

6/15 臨時理事会 関・一つむぎ館

6/29 第12 回新旧合同理事会 関戸公民館第2学習室

6/26 立川防災館見学と昭和記念公園散策


