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第 8 期平成 23 年度(2011/7〜2012/6)活動 

 

◇平成23 年(20１1 年) 

7/6 プ￮ロバスニュース第37 号発行 

7/8 俳句サークル「谺句会」 

7/12 東京多摩ロータリークラブに大澤会長、中村副会長、

稲田幹事3 名で挨拶訪問 

7/25 ホームページ更新 

7/26 多摩市役所に大澤会長、中村副会長、稲田幹事3 名 

で挨拶訪問 

7/27 第1 回理事会 関戸公民館創作室 

8/3 第86回定例会 関戸公民館第2学習室 

￮卓話「武道に魅せられて」 

小西加葉子会員から 

￮「環境問題」7 月度二酸化炭素排出量 

調査依頼 

8/11 グルメサークル(駒形どぜう本店) 

 

 

 

 

 

 

駒形どぜう本店にてグルメの好事家5 人衆 

8/12 俳句サークル「谺句会」 

8/31 第2 回理事会 つむぎ館第2 会議室 

9/7 第87 回定例会 関戸公民館第2 学習室 

￮講話「東日本大震災・被災地の現状と私達にできること」

(社)Hearth 代表理事 横畠文美様  理事 近藤繁様 

 

 

 

 

 

 

講演中の横畠文美様 

￮創立10 周年記念のプロジェクトメンバー発表 

￮「環境問題」7 月度二酸化炭素排出量調査表回収 

￮プロバスニュース第38 号発行 

9/9 俳句サークル「谺句会」 

9/12 大阪プロバスクラブ創立10 周年記念式典に大澤会 

長、神谷前幹事、滝川研修・親睦委員長の 3 名参加 

9/15 日野プロバスクラブ創立1 周年記念式典に大澤会長、 

鴻池前会長、稲田幹事、神谷前幹事の 4 名参加 

9/19 ホームページ更新 

9/21 東日本大震災被害者への救援物資(衣類)収集 

9/28 第3 回理事会 関戸公民館和室 

10/5 第88 回定例会 関・一つむぎ館第1 会議室 

￮卓話「知のミュージアム 多摩・武蔵野検定(愛称：タマ

ケン)」 山田正司会員 

￮「環境問題」7 月度二酸化炭素排出量調査結果報告 

￮創立10 周年記念プロジェクト第1 回会合 

10/7 研修会として「登戸研究所資料館」(川崎市・明治大学 

生田キャンパス構内)見学 

10/14 俳句サークル「谺句会」 

10/18～19 旅サークル「上高地紅葉狩りと安曇野散策」 

10/26 第4 回理事会 

つむぎ館第1 

会議室 

10/28 中学生俳句大 

会選考に参加 

11/2 ￮第89 回定例会 

関・一つむぎ館      梓川から穂高を望む(8 名の会員) 

第1会議室 講話「青少年とどう向き合うか～学校・家 

庭・社会～」 多摩中学校長 原島久男様 

￮「環境問題」10 月度二酸化炭素排出量調査依頼 

￮養蜂サークル 10 名の会員参加で発足 

￮プロバスニュース第39 号発行 

￮創立10 周年記念プロジェクト第2 回会合 

11/4 グルメサークル(「海皇」ハイファン) 

11/11 俳句サークル「谺句会」 

11/14 ホームページ更新 

11/16 ゴルフサークル(花咲カントリー倶楽部) 

11/17 第1 回関東中央地区交流会(八王子エルシー会館) 

に大澤亘会長以下7 名参加 

11/24 横濱プロバス倶楽部との交歓会 

-12：00～13：10「多摩の紅葉狩りとニュータウン散歩」 

-13：15～16：00「交歓会と多摩の歴史紹介」(桜美林 

多摩アカデミーヒルズ「レストラン・クレール」、旧富澤 

家住宅、パルテノン多摩内「歴史ミュージアム」) 

 

 

 

 

 

 

 

旧富澤家住宅の前庭に集った交歓会参加の皆さん 

小西加葉子会員

直心影流の構え
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11/30 第5 回理事会 関・一つむぎ館第2 会議室 

12/3・4 「東日本大震災支援サンタキャラバン」に参加 

◇平成23 年(20１1 年) 

12/7 第90 回定例会 「美膳」大和室 

￮座談会 テーマ「多摩プロバスクラブのこれから」 

新入会員の紹介：森川静子新会員 

マイツリ―計画への募金活動 

￮「環境問題」10 月度二酸化炭素排出量調査書回収 

￮第8 期忘年会 「美膳」大和室 参加24 名＋御家族 

2 名、来賓8 名 

第8 期忘年会に参加した皆さん 

12/9 俳句サークル「谺句会」 

12/17 市民企画講座(共催 関戸公民館) テーマ：「裁判員 

になるかもしれないあなたへ」 講師：後藤 昭教授 

(一橋大学大学院法学研究科) 会場：関戸公民館8 

階大会議室 

 

 

 

 

新入会員左側：森川静子 

右側：藤嵜喬子       講演中の後藤 昭教授 

12/28 第6 回理事会 関・一つむぎ館第1 会議室 

◇平成24 年(20１2 年) 

1/11 第91 回定例会 関戸公民館第3 学習室 

新入会員の紹介：藤嵜喬子新会員 

￮講話「韓国から始まった私のキャリアデザイン」 

ワークショップデザイナー 増田みつ枝様 

￮「環境問題」10 月度二酸化炭素排出量結果報告 

￮プロバスニュース第40 号発行 

￮創立10 周年記念プロジェクト第3 回会合 

1/20 ￮俳句サークル「からまつ東京新年句会」 関戸公民館 

￮埼玉浮き城プロバスクラブの設立記念式典(行田市の

ベルビィアイトピア) 平田哲郎元会長出席 

1/24 ホームページ更新 

1/24・26 出前そろばん教室 貝取小学校 

1/25 第7 回理事会 関・一つむぎ館第2 会議室 

1/25～31 中学生俳句大会入賞作品展示(京王百貨店ブリッ

ジ展示場)―東京多摩ロータリークラブに協賛 

2/1 第92 回定例会 関戸公民館第3 学習室 

￮卓話「ブータンとはどんな国？GNH(国民総幸福)と 

は？」 増山敏夫会員 

￮「環境問題」1 月度二酸化炭素排出量調査依頼 

￮創立10 周年記念プロジェクト第4 回会合 

2/10 俳句サークル「谺句会」 

2/20～24 出前そろばん教室 多摩第2 小学校 

2/23 八王子プロバスクラブ主催「生涯学習サロン」開校式 

大澤亘会長・神谷真一副幹事出席 

2/28 第1 回日本の伝統文化サロン (連光寺の志学サロン) 

2/29 第8 回理事会 関・一つむぎ館第2 会議室 

3/7 第93 回定例会 関戸公民館第1 学習室 

￮卓話「茶のこころ」 森川静子会員 

￮「環境問題」1 月度二酸化炭素排出量調査書回収 

￮プロバスニュース第41 号発行 

￮創立10 周年記念プロジェクト第5 回会合 

3/9 俳句サークル「谺句会」 

3/14 推薦会議と有識者会議 関・一つむぎ館第4 会議室 

3/20 ホームページ更新 

3/28 第9 回理事会 関・一つむぎ館第3 会議室 

4/4 第94 回定例会 関戸公民館第2 学習室 

￮講話「多摩市の小・中学校が進めるＥＳＤについて」 

多摩市教育委員会指導主事 中谷愛様 

￮「環境問題」1月度二酸化炭素排出量結果報告・表彰式 

￮創立10 周年記念プロジェクト第6 回会合 

4/12 お花見 桜ケ丘記念公園(聖蹟記念館付近) 参加20名 

お花見に参加した皆さん 

4/13 俳句サークル「谺句会参加の山梨桃の花吟行」 

4/18 ドラフト会議「次年度の委員会メンバーの選出」 

関・一つむぎ館第2 会議室 

4/23 中村昭夫副会長他3 名多摩市教育委員会訪問「ＥＳD 

の進め方」の提案と相談 

4/25 第10 回理事会新旧合同 関・一つむぎ館第2 会議室  

4/27 第2 回日本の伝統文化サロン (連光寺の志学サロン) 

5/2 第95 回定例会 関戸公民館 第1 学習室 
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￮座談会「大震災にどう備えるか」 

￮創立10 周年記念事業プロジェクトの企画案の報告 

◇平成24 年(20１2 年) 

5/2 プロバスニュース第42号発行 

5/9 グルメサークル (浅草「蔵」) 

5/10 八王子プロバスクラブ主催

「生涯学習サロン」閉校式 

大澤亘会長・神谷真一副幹事出席  

5/11 俳句サークル「谺句会」 

5/17 ホームページ更新 

5/30 第11 回理事会新旧合同 関・一つむぎ館第2 会議室 

6/6 第96 回定例会 関戸公民館第 

2 学習室 

卓話「皆で歌いましょう」 藤嵜 

喬子会員 

6/8 俳句サークル「谺句会」 

6/13 臨時第12 回理事会 関戸公民 

館第2 学習室 

6/22 「日本の伝統文化サロン」 (連光寺の志学サロン) 

 

 

 

6/25 ゴルフサークル (八王子GMG) 

6/27 第13 回理事会新旧合同 関戸公民館第2 学習室 

新入会の承認 倉賀野武士・菊池宣子の両新会員 

伝統文化サロンに

集った皆さん 

グルメサークル

に集った皆さん


