第 9 期平成 24 年度(2012/7〜2013/6)活動
◇平成 24 年(20１2 年)

9/19 ホームページ更新
9/26 ￮第 3 回理事会 関戸公民館第 2 学習室

7/4 ￮第 9 期定期総会開催 京王クラブ会議室

￮関東中央ブロックプロジェクトの第 1 回会合
9/28 ￮近隣(八王子・日野・多摩)の第 3 回プロバスクラブ交
流協議会 (多摩市関戸の居酒屋)
￮「日本の伝統文化サロン(暮らしの中の礼儀作法)」
(連光寺の志学サロン)
10/3 第 100 回定例会(昼食会) 「旭鮨」
￮座談会「長寿の秘訣」パネラー：傘寿以上 6 名
￮10 周年記念準備プロジェクトのメンバー決定

就任した第 9 期理事の皆さん

10/5・8 俳句サークル「中学生俳句の選考会」

￮第 97 回定例会 京王クラブ会議室

10/12 俳句サークル「谺句会」

座談会「これからのプロバス活動に期待すること」

10/15 研修・親睦「モノレール沿線の散策」で立川防災館と
昭和記念公園へ

座長：小西加葉子会員

￮第 9 期スタートの懇親会 (京王クラブ)

10/22 10 周年記念準備プロジェクト第 1 回会合

￮プロバスニュース第 43 号発行

10/31 ￮第 4 回理事会 関戸公民館第 2 学習室
￮関東中央ブロックプロジェクトの第 2 回会合

7/11 八王子プロバスクラブを中村会長・関根幹事・稲田前幹事が

◇◇ 年
訪問し関東中央ブロックの第 2 回目の交流会打ち合わせ
度行事一
7/13 俳句サークル「谺句会」
覧⑼
7/24 近隣(八王子・日野・多摩)の第 1 回プロバスクラブ交流協議会
◇◇◇

11/2 俳句サークル「中学生俳句の最終選考会」
◇平成 24 年(20１2 年)
11/7 第 101 回定例会 関戸公民館第 3 学習室
￮講話「多摩の歴史 その 2 古墳時代の多摩」

(関戸公民館第 2 学習室)

多摩市教育委員会文化財担当係長 山崎和巳様

7/24 ホームページ更新

￮プロバスニュース第 45 号発行

7/25 第 1 回理事会 関戸公民館第 2 学習室
7/31 東京多摩ロータリークラブ定例会に中村会長・増山副会長・

11/9 俳句サークル「谺句会」
11/13 全日本プロバス協議会総会(神戸市)

関根幹事出席
8/1 第 98 回定例会 関戸公民館第 2 学習室

中村昭夫会長・増山敏夫副会長・滝川道子研修・親睦

講話「多摩市のみどりと環境行政について」
多摩市みどりと環境課主査 長谷川哲哉様

委員長の 3 名参加
11/16 ￮「日本の伝統文化サロン(ありがとうの大切さー江戸

8/10 俳句サークル「谺句会」

しぐさ)」(連光寺の志学サロン)

8/28 近隣(八王子・日野・多摩)の第 2 回プロバスクラブ交流
協議会（関戸公民館第 2 学習室）
8/29 第 2 回理事会 関戸公民館第 2 学習室
新入会の承認 鈴木泰弘・瀬尾日出男の両新会員

11/16、30、12/7 ￮「貝合わせ」の講義と実演(多摩中学校)
11/19 10 周年記念準備プロジェクト 第 2 回会合
11/21 研修・親睦「紅葉の高尾山(599m)を登ろう」
11/22 ホームページ

9/5 第 99 回定例会 関戸公民館第 1 学習室

更新

￮卓話「太極拳と気功に

11/28￮ 第 5 回理事会

よる健康法」 倉賀野

関戸公民館第

武士会員

2 学習室

￮新会員へバッチ贈呈

￮関東中央ブロッ

￮プロバスニュース
第 44 号発行

高尾山頂(599m)で参加の皆さん

クプロジェクト第 3 回会合
太極拳を体験中の皆さん

12/5 第 102 回定例会 関戸公民館第 3 学習室

9/11 料理サークル「料理

￮卓話 特別企画―ラジオの時代を振り返ってー

教室」 (関戸公民館

「心に宿るあの歌 皆で歌を！」中村昭夫会員

料理教室)

「戦中・戦後のラジオ事情」北村克彦会員

9/14 俳句サークル「谺句会」

￮第 9 期忘年会(京王クラブ) 来賓 13 名(東京多摩 RC,

料理教室参加の皆さん
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東京八王子 PC,東京日野 PC)出席

12/13 吉岡喜久恵会員「貝合わせ」の講義と実演(都立永山
高校)
12/14 俳句サークル「谺句会

関東中央地区交流会に参加されたプロビアン

2/22 「日本の伝統文化サロン(江戸の子育てー江戸しぐさ)」

12/15 多摩市中学生俳句大会表彰式(永山ベルブホール)

(連光寺の志学サロン)

中村昭夫会長、関根正敏幹事の 2 名参加東京多摩

2/27 第 8 回理事会 関戸公民館第 2 学習室

プロバスクラブ賞(5 点)授与

2/28 東京八王子プロバスクラブ主催「第 17 回生涯学習サ

12/19 10 周年記念準備プロジェクト 第 3 回会合
12/26 ￮第 6 回理事会 関戸公民館第 2 学習室
￮関東中央ブロックプロジェクト第 4 回会合
◇平成 25 年(2013 年)

ロン」開講式に理事中心に 7 名参加
3/1 吉岡喜久恵会員「貝合わせ」の授業(東愛宕小学校)
3/1、４ 出前そろばん教室 古澤靖雄会員(東愛宕小学校)
3/6 第 105 回定例会兼昼食会 レストラン「木曽路」

1/9 第 103 回定例会 関戸公民館第 3 学習室

￮お洒落教室 「男のお洒落その 2」小西加葉子会員と

￮交換卓話「大道芸の生い立ちと実演」東京八王子プロ

パーソナルカラーリスト吉田理子様

バスクラブ下田泰造様
￮プロバスニュース第 46 号発行
1/10 滝川道子会員「江戸しぐさ」の講演(国土館大学)

￮プロバスニュース第 47 号発行
3/8 俳句サークル「谺句会」
3/9 多摩市主催みらい会議「ESD 特別シンポジウム」 大澤

1/19 俳句サークル「東京地区新年句会」

亘・滝川道子・村上伸茲各会員出席

1/22 ホームページ更新
1/23 10 周年記念準備プロジェクト 第 4 回会合

◇平成 25 年(20１3 年)
3/11、13、14、15 出前そろばん教室 古澤靖雄会員(多摩第

1/30 第 7 回理事会関戸公民館第 2 学習室
2/6 第 104 回定例会 関戸公民館第 2 学習室

二小学校)
3/13 ￮推薦者会議と有識者会議 関戸公民館第 2 学習室

講話「市政に対する方針とこれからの対策」

次期理事候補者の推薦決定

多摩市長 阿部裕行様

￮グルメサークル (根津の貝名物店「かき慎」)

2/7 東京八王子PC下田泰造様教養・マナー授業で「大道芸

3/22 ￮ホームページ更新

よもやま話―江戸商人の真髄を語る」(永山高校)

￮10 周年記念準備プロジェクト第 5 回会合

2/8 俳句サークル「谺句会」

3/25 料理サークル 「料理教室」(関戸公民館料理教室)

2/13 関東中央ブロックプロジェクト最終回会合

3/27 第 9 回理事会関戸公民館第 2 学習室

2/14 増山敏夫会員の交換卓話「ブータン王国に旅して」(東

3/28 全日本プロバス協議会関東ブロック会長・幹事会議

京八王子プロバスクラブの定例会)
2/20 第 2 回全日本プロバス協議会関東中央地区交流会

中村昭夫会長・関根正敏幹事参加
4/3 第 106 回定例会 関戸公民館第 2 学習室

(多摩アカデミーヒルズー当クラブがホスト開催)

講話「緑と環境を守るために」サステナブル・アカデミ
ー・ジャパン代表下重喜代様
4/5「森永乳業多摩工場」の見学と昭和記念公園散策

１５

6/26 第 13 回理事会(新旧合同で第 4 回)総会運営 関戸公
民館第 2 学習室
6/28 「日本の伝統文化サロン(茶道―濃茶のいただき方)」
(連光寺の志学サロン)

◦ 森永乳業多摩工場にて

昭和記念公園の花畑にて

4/10 10 周年記念準備プロジェクト 第 6 回会合
4/12 俳句サークル「谺句会」
4/19 ドラフト会議で次年度の各委員会の委員決定
4/23 10 周年記念準備プロジェクト 最終会合
4/24 第 10 回理事会(新旧合同で第 1 回) 関戸公民館和室
4/27 「日本の伝統文化サロン(茶道―お薄のいただき方)」
(連光寺の志学サロン)
5/1 第 107 回定例会 関戸公民館第 2 学習室
￮卓話「私とお茶」菊池宣子会員

第 10 期スタートの懇親会参加の皆さん

￮プロバスニュース第 48 号発行
5/3 近隣プロバスクラブとの交流囲碁(八王子台町市民セン
ター)
5/9 東京八王子プロバスクラブ主催「第 17 回生涯学習サロ
ン」閉校式に理事 4 名出席
5/10 俳句サークル「谺句会」
5/13・14 俳句サークル吟行「乗鞍」へ 5 名参加
5/15￮ホームページの更新
￮研修・親睦日帰り旅行で横浜みなとみらい地区から山
下公園へ 見学訪問先①北朝鮮工作船の展示館②横
浜赤レンガ倉庫2 号館③横浜港大桟橋国際客船ターミ
ナル④氷川丸⑤横浜マリンタワー⑥1 時間 45 分かけ
て豪華客船ロ
イヤルウイン
グのベイクル
ーズ
5/23 近隣プロバス
クラブとの交流ゴ

研修・親睦日帰り旅行の皆さん

ルフコンペ (相武 C.C).に 4 名参加
5/28 多摩 ESD 研修会に中村昭夫会長・村上伸茲会員出席
5/29 第 11 回理事会(新旧合同で第 2 回) 関戸公民館第 2
学習室
6/5 第 108 回定例会 関戸公民館第 2 学習室
卓話「ヤマハいろいろ」鈴木泰弘会員
6/8 多摩プロデュース研究会に中村昭夫会長出席
6/14 ￮第 12 回理事会(新旧合同で臨時第 3 回)議案書確認
関戸公民館第 1 学習室
￮俳句サークル「谺句会」
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