第 10 期平成 25 年度(2013/7〜2014/6)活動

訪問先①相模原市立博物館②宇宙科

◇平成 25 年(2013 年)

学研究所(JAXA)
JAXA にて

7/3 ￮第 10 期定期総会 京王クラブ会議室

打ち上げ
ロケット
の前で
参加の
皆さん
第 10 期定期総会

第 10 期の理事に就任した皆さん

第 109 回定例会 京王クラブ会議室

10/24 第 2 回近隣 3 プロバスクラブ合同ゴルフコンペ(相武

￮卓話「あの日・あの時」瀬尾日出男会員

CC)増山敏夫・鈴木達夫・北村克彦・関根正敏 4 会員

￮プロバスニュース第 49 号発行

の参加（全参加者は 20 名）

￮第 10 期スタートの懇親会(京王クラブ)

10/30 第 4 回理事会 関戸公民館第 2 学習室
￮八王子プロバスクラブ囲碁同好会の一泊二日の

7/12 俳句サークル「谺句会」

合宿に堀内陽二・関根正敏両会員参加

7/17 市民活動支援センター主催「災害時身近にできる応急

11/6 第 113 回定例会 関戸公民館第 3 学習室

措置」の学習会へ地域奉仕員 4 名参加

￮講話「介護予防～いつまでも自分らしい生活を」

◇平成 25 年(20１3 年)

山田喜一会友

7/24 ホームペページの更新

￮プロバスニュース第 51 号発行

7/29 近隣 3PC 交流会(八王子エルシーホテル)

11/7 中学生俳句最終選考会(京王クラブ) 増山敏夫会長・

7/31 第 1 回理事会 関戸公民館第 2 学習室

北村克彦幹事と谺句会から登坂征一郎会員・蓮池守

8/7 第 110 回定例会 関戸公民館第 2 学習室

一会友が出席

調査結果発表「第二次世界大戦における日本への評

11/8 俳句サークル「谺句会」

価」中村昭夫会員

11/10 創立10 周年記念事業第 1 回市民企画講座(関戸公民

8/9 俳句サークル「谺句会」

館と共催)東大名誉教授・理学博士 瀬川爾朗先生の

8/14 みんなで歌おう会

「首都直下型地震とそれを取り巻く環太平洋地殻変

8/28 第 2 回理事会 関戸公民館第 3 会議室

動」と題する講演 (関戸公民館 8 階大会議室)

9/4 第 111 回定例会 関戸公民館第 2 学習室
￮卓話「“江戸しぐさ”今日から身につく粋なマナー」
滝川道子会員
￮プロバスニュース第 50 号発行
9/13 俳句サークル「谺句会」
9/18 ホームページの更新
9/25 第 3 回理事会 関戸公民館第 1 学習室

瀬川爾朗先生
動」と

9/27 全日本プロバス協議会新体制への第 1 回理事会に

創立 10 周年記念事業「市民企画講座」

11/13 紅葉の御岳山ハイキングと御岳渓谷散策

平田哲郎、滝川益男両会員が同協議会の幹事として

行き先

出席

①御岳山

10/2 第 112 回定例会 京王デパート 8 階赤坂飯店

②玉堂美術館

昼食会、定例会議事ならびに座談会「これからのプロ

③御岳渓谷

バスクラブに

④「澤乃井」酒蔵

期待すること」

11/21 ホームページ更新

10/11 俳句サーク

御嶽神社境内で参加の皆さん

11/27 第 5 回理事会 関戸公民館ワークショップルーム

ル「谺句会」

11/30 第9回「日本の伝統文化サロン(貝合わせ)」(連光寺

10/23 社会見学会
１７

志学サロン)
11/29、12/6 多摩中学校へ出前授業「貝合わせ」解説と実技

2/14 俳句サークル「谺句会」

12/4 第 114 回定例会 関戸公民館第 3 学習室

2/25 出前授業「貝合わせ」の解説と実技 東愛宕中学校

￮卓話「目からウロコ、消費税の急所」澤雄二会員

2/26 第 8 回理事会 関戸公民館第 3 学習室

￮第10 期忘年会(京王クラブ) 来賓15 名(多摩RC・八王

2/27 八王子プロバスクラブの「第 18 回生涯学習サロン」開

子 PC・日野 PC・横浜 PC)会員 28 名・会友 1 名の出席

講式に当クラブから 3 名出席
10 周年記念事業「市民企画講座」
3/5 村山貢司氏
第 117 回定例会 創立
関戸公民館第
2 学習室

￮卓話「和製中国語」稲田興会員
￮プロバスニュース第 53 号発行
3/7 日野プロバスクラブの「生き方に学ぶ」講座に当クラブ
から 3 名出席
3/10 次期理事候補者の推薦決定の会長経験者会議と推薦
者会議
3/14 俳句サークル「谺句会」

第 10 期忘年会に参加された皆さん

3/17 ホームページ更新

12/13 俳句サークル「谺句会」

3/17～19 出前授業「そろばん教室」 多摩市立第 2 小学校

12/14 多摩市中学生俳句大会の表彰式に増山敏夫会長・

3/19 「歌を楽しむ会」サークル

北村克彦幹事参加 東京多摩プロバスクラブ賞 5 句

3/26 第 9 回理事会 関戸公民館第 2 学習室

12/25 第 6 回理事会 関戸公民館第 2 学習室

4/2 第 118 回定例会 関戸公民館第 2 学習室

平成 26 年(20１4 年)

講話「NPO フュージョン長池の活動」NPO フュージョン

1/8 第 115 回定例会 関戸公民館第 2 学習室

長池 富永一夫理事長

￮卓話「客家とは？」稲田興会員

4/3 花見会の散策 唐木田駅→川井家→鶴牧西公園→奈

￮プロバスニュース第 52 号発行

良原公園→宝野公園→多摩中央公園→京王プラザホ

1/10 俳句サークルの「からまつ」東京新年俳句会

テル「樹林」(昼食)→解散

1/20 ホームページの更新
1/29 第 7 回理事会 関戸公民館第 3 学習室

川井家の枝垂

2/1 多摩市教育委員会主催「2050 年の大人づくり」ESD 事例

れ桜の前で

発表会(永山ベルブ)に大澤亘・古澤靖雄両会員出席

参加の皆さん

2/3 全日本プロバス協議会関東ブロック交流会(ホストクラ
ブは東京八王子 PC、八王子エルシーで開催)に当クラ
ブ会員16名参加 鹿児島南・北九州・新潟を含め13クラ

4/11 俳句サ

ブから参加

ークル「谺句会」

2/5 第 116 回定例会 関戸公民館第 3 学習室

4/16 次年度の委員会体制を次期委員長できめる

講話「映像・演劇プロデューサーとして」」日本映画テレ

4/18 「歌を楽しむ会」サークル

ビプロデューサ協会著作権副委員長 熊谷健様

4/30 第 10 回理事会(新旧合同で第 1 回) 関戸公民館第 2

2/8 臨時理事会 10 周年記念事業の検討

学習室

2/9 創立10 周年記念事業第2 回市民企画講座(関戸公民館

5/2 八王子 PC 主催の囲碁同好会に関根・上田両会員参加

との共催)気象予報士 村山貢司様の「温暖化と異常気

5/7 第 119 回定例会 関戸公民館第 2 学習室

象」と題した講演(関戸公民館 8 階大会議室)

￮創立 10 周年記念式典・祝賀会について事前打合せ
￮プロバスニュース第 54 号発行
￮新会員(高村弘毅・秋山正仁両
会員）へバッチ授与
5/8 八王子プロバスクラブの「生涯
学習サロン」閉講式に当クラブか
左側 秋山会員

１７

右側 高村会員

ら 6 名出席
5/9 俳句サークル「谺句会」
5/16 創立 10 周年記念式典・祝賀会(11 時～12 時 30 分・13
時～15 時) 多摩アカデミーヒルズ

増山敏夫会長挨拶

5/20 ホームページ更新

記念式典・祝賀会への参加者

5/22 近隣プロバスクラブ(八王子・日野・多摩)との交流ゴル
フコンペ(相武C.C.)を主催し 6 名(増山・北村・澤・鈴木・
登坂・関根各会員)参加
5/28 第 11 回理事会(新旧合同第 2 回) 関戸公民館ワーキ
ングショップルーム
6/4 第 120 回定例会 関戸公民館第 2 学習室
講話「手話について」多摩市聴覚障害者活動センター
木多浩子理事
◇平成 26 年(20１4 年)
6/11 第 3 回臨時理事会(新旧合同) 関・―つむぎ館会議室
6/13 俳句サークル「谺句会」
6/17 東京多摩ロータリクラブ 45 周年記念式典(京王プラザ
ホテル)に増山敏夫会長・北村克彦幹事出席
6/25 ￮第 12 回理事会(新旧合同で第 4 回) 関戸公民館
第 2 学習室
￮「蛍を観る会」 聖蹟記念館の公園
6/27 ￮滝川道子会員 多摩中学校一年生全員へ「礼法に
ついて」出前授業
￮UR 都市機構東日本賃貸住宅本部で「多摩プロバス
かるた」の紹介披露と「多摩NT 設計・建設と再生―
市民の立場から」のテーマで山田正司副会長講演

１７

