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第 13期平成 28年度(2016/7〜2017/6)活動 

◇平成28年(2016年) 

7/6 第13期定期総会 関戸公民館第2学習室 

 

 

 

 

 

 

￮第145回定例会 関戸公民館第2学習室 

卓話「富士山はいつ噴火するか」大澤亘会員 

￮プロバスニュース第6７号発行 

￮第1３期スタートの懇親会(京王クラブ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/8 俳句サークル「谺句会」 

7/22 歌を楽しむ会 

7/23 ホームページ更新公開 

7/27 第1回理事会 関戸公民館第2学習室 

8/3￮第146回定例会 永山公民館4階視聴覚室 

￮ワールドキャンパス多摩(WCT)で多摩プロバスかるた 

展示・紹介・かるた取り大会 倉賀野武士会長・西村政晃 

副会長・大澤亘総務委員長他8名参加 

8/9 東京多摩ロータリークラブ例会に倉賀野武士会長・西村 

政晃副会長・上田清幹事が挨拶訪問 

8/12 俳句サークル「谺句会」 

8/19 歌を楽しむ会(カラオケ大会) 

8/31 第2回理事会 関戸公民館第2学習室 

9/5 全日本プロバス協議会第1回東日本ブロック交流会 

京王プラザホテル八王子で開催 倉賀野武士会長・西村 

政晃副会長・秋山正仁研修・親睦委員長・登坂征一郎 

広報委員長・平田哲郎・神谷真一・滝川道子・小西加葉子 

・北村克彦・澤雄二・中村昭夫各会員の 11名参加 

9/7￮第147回定例会 関戸公民館第2学習室「多摩中央警察 

署館内における犯罪発生状況と対策」のテーマで講話  

多摩中央警察署 生活安全課長 本多英樹氏 

￮プロバスニュース第68号発行配布 

9/8 俳句サークル「谺句会」 

◇平成28年(20１6年) 

9/14 総務委員会「ミニ卓話の実施について」 

9/19 歌を楽しむ会 

9/20 ホームページ更新公開 

9/21 総務委員会「会則等改定案検討」 

9/28 第3回理事会 関戸公民館第2学習室 

10/5 第148回定例会 関戸公民館第2学習室 

ミニ卓話「秋はスズメバチにご注意！」上田清会員 

「古希の富士登山報告」鈴木達夫会員 

「こどもの目」古澤靖雄会員 

10/7 俳句サークル「谺句会」 中学生俳句大会1次選考 

10/13～14 俳句サークル「谺句会」が「からまつ」主催乗鞍・ 

高山吟行会参加 

10/17 「多摩市主催「リオ 2016大会・感動ありがとう」 

倉賀野会長他4名参加 

10/21 歌を楽しむ会 

10/26 第4回理事会 関戸公民館第2学習室 

10/28 第8回多摩地区3PC交流合同ゴルフコンペに参加 

GMG八王子ゴルフ場 当クラブ 4名(登坂・澤・北村・ 

川久保・・谺句会メンバー)八王子5名日野7名 

10/31 俳句サークル「谺句会」 中学生俳句大会最終選考 

11/2 第149回定例会 関戸公民館第2学習室 

￮講話「忍藩と行田の足袋」埼玉浮き城プロバスクラブ 

元会長渡邉栄一氏 

￮プロバスニュース第69号発行配布 

11/10 滝川道子会員の出前講座「江戸しぐさ」多摩中学校 

一年生150名へ「礼儀作法は思いやり、ありがとうは 

奇跡の言葉」のテーマ 

11/11 俳句サークル「谺句会」 

11/18￮歌を楽しむ会 

￮ホームページ更新公開 

11/29 全日本プロバスクラブ協議会全国大会 北九州市小 

倉ホテル「アルモニーサンク」中村昭夫会員兼全日本

プロバス協議会常任理事・監査、滝川益男会員参加、 

11/30 第5回理事会 関戸公民館第2学習室 

 

 

 

 

 

 

 

 

第13期定期総会 第13期の理事に就任した皆さん 

第13期スタートの懇親会参加の皆さん 
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2016年の忘年会に参加した皆さん 

12/7￮第150回定例会 関戸公民館第2学習室 

卓話「建築設備と暖房システムの訪欧調査」のテーマ

鈴木達夫会員 

￮忘年会 京王クラブ 参加者33名(お客様東京多摩RC

２,名、東京八王子PC5名、東京日野PC2名)、 

12/9 俳句サークル「谺句会」 

12/17 東京多摩RC主催 第12回多摩市中学生俳句大会 

優秀作品表彰式 永山公民館ベルブホールで開催 

倉賀野武士会長より東京多摩プロバスクラブ賞5名 

へ贈呈 

 

12/28 第6回理事会 

◇平成29年(20１7年) 

1/11 第151回定例会 関戸公民館第2学習室 

￮講話[イスラム世界との交流を通して得た知見～イス

ラム世界をチョット覗いてみませんか？～]川崎重工

業(株) 元海外営業本部長 藤井国男氏 

￮プロバスニュース第70号発行配布 

1/12 八王子プロバスクラブの新年会倉賀野武士会長・秋山 

正仁研修・親睦委員長参加 

1/13 俳句サークル[谺句会] 

1/19 日野プロバスクラブの新年会上田清幹事・秋山正仁研 

修・親睦委員長参加 

1/19～24 第12回多摩市中学生俳句大会優秀作品展示  

京王聖蹟桜ケ丘店5階AB館連絡ブリッジギャラリー 

1/20￮ホームページ更新公開  

￮江戸東京博物館「戦国時代展」見学・大相撲１月場所

13日目観戦に 23名参加    

 

 

 

 

 

 

 

 

◇平成29年(20１7年) 

1/21 からまつ東京地区新年句会に谺句会から岡野一馬 

会員以下8名参加 

1/24 東京多摩RCで卓話「食は世界を駆け巡る」のテーマ 

で西村政晃副会長 

1/25 第7回理事会 

2/1 第152回定例会 関戸公民館第2学習室 

講話「災害時の取組みについて～地域福祉活動を通じ 

て～自助・互助・共助・公助」多摩市社会福祉協議会 

法人管理課係長 大久保雅司氏 

2/8 グルメサークル「藤田のうなぎ」17名参加 

 

 

 

 

 

 

2/10 俳句サークル「谺句会」 

2/16・23 古澤靖雄会員が連光寺小学校で出前授業 

「そろばん教室」(10：40～12：15) 

2/20 鎌倉プロバスクラブで卓話ｔ「世界から見た日本への 

評価」のテーマで中村昭夫会員 

2/22 第8回理事会 

2/23 八王子プロバスクラブ開催「生涯学習サロン」開講式 

西村政晃副会長・神谷真一監査・滝川益男・北村 

克彦・滝川道子各会員5名参加 

滝川道子会員3/9「江戸しぐさ」の講座担当予定 

3/1￮臨時総会開催 関戸公民館第2学習室 

議案「会則一部改定の件」を採決で出席者全員賛成 

平成29年3月1日から施行 

￮第153回定例会 

関戸公民館第2 

学習室 

卓話「電気はとっ 

ても切りにくい」 

小池博会員 

プロバスニュース第71号発行配布 

3/2・3 古澤靖雄会員が瓜生小学校で出前授業 

「そろばん教室」(13：35～15：10) 

3/8・15 古澤靖雄会員が聖ヶ丘小学校で出前授業 

「そろばん教室」(9：35～10：20/10：45～11：30) 

3/9 東京八王子プロバスクラブ開催「生涯学習サロン」で 

滝川道子会員「江戸しぐさ講座」の担当講話 

江戸東京博物館見学・大相撲1月場所観戦した皆さん 

 

 

 

 

 

 

 

臨時総会 
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3/10 俳句サークル「谺句会」 

3/13・14・16 古澤靖雄会員が多摩第二小学校で出前授業 

「そろばん教室」(8：45～10：20) 

3/17 歌を楽しむ会 

3/18 ホームページ更新公開 

3/22 第9回臨時理事会「次期理事候補」の検討 

3/29 第10回理事会「次期理事候補者」の決定 

3/30 お花見会21名参加永山駅より乞田川沿いを歩く 

→「かごの屋」で懇親昼食(参加者の皆さん下記写真) 

4/5 第154回 

定例会  

関民戸公 

民館第2 

学習室 

ミニ卓話 

「長寿の 

秘訣(PartⅡ)」倉賀野武士・鈴木達夫・山田正司・大澤 

亘・村上伸茲各会員 

4/12 新旧合同のドラフト会議(会員の配属案検討) 

4/14 俳句サークル「谺句会」 

4/21 歌を楽しむ会 

4/26 第11回新旧合同理事会(次年度活動計画案検討) 

5/10 三笠会館せいせき亭で昼食会(参加者27名)引続き 

第155回定例会 関戸公民館 

第2学習室 卓話「多摩の湧水散策」高村弘毅会員 

プロバスニュース第72号発行配布 

5/11 東京八王子PC生涯学習サロン閉講式へ倉賀野武士 

会長・秋山正仁研修・親睦委員長・稲田興・北村克彦・

滝川道子各会員参加 

5/12 俳句サークル「谺句会」 

5/17 新旧合同第12回理事会(議案書の検討) 

5/24￮地域奉仕委員会主催で「多摩市の湧水探査」の実査に 

11名参加 

￮歌を楽しむ会 

5/30 新旧合同第13回理事会 

6/7 第156回定例会 関戸公民館第2学習室 

卓話「目指せ 10万人！訪日客招致多摩市大作戦」澤雄

二会員 

6/9 俳句サークル「谺句会」 

6/14 第14回新旧合同理事会(総会議案書印刷他) 

6/21～22 鎌倉・湯河原・沼津への研修親睦一泊旅行、湯河 

原温泉郷の伊藤園ホテル「四季採」へ 

その初日6/21AM11：00～PM3:：30鎌倉プロバス

クラブと交流(鎌倉プリンスホテル・バンケットホ

ール)と観光（鎌倉大仏見学）を実施 

◇平成29年(20１7年) 

6/21 鎌倉PCとの交流会場「鎌倉プリンスホテルパケット 

ホール」にて参加者の皆さん、その後鎌倉大仏へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/21～22の 

一泊研集親睦 

旅行で湯河原 

温泉郷伊藤園 

ホテル前にて 

 

 

 

沼津御用邸の 

前にて 

 

 

6/23 歌を楽しむ会 

6/28 第15回新旧合同理事会 

 

 

 


