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第 14期平成 29年度(2017/7～2018/6)活動 

◇平成 29年(2017年 

7/5 ◦第14期平成29年度定期総会 

関戸公民館第2学習室 

第1号議案～第7号議案を 

審議し可決された。 

 

◦第157回定例会 関戸公民館第2学習室 

卓話「英文学と釣り」滝川益男会員 

◦プロバスニュース第73号の発行配布 

◦第14期スタートの懇親会(京王クラブ) 

 

 

7/14 俳句サークル「谺句会」 

7/21 歌を楽しむ会 

7/26 第1回理事会 

8/2 第 158 回定例会 関戸公民館第 2 学習室 卓話「イ

ザという時役立つパッククッキング」滝川道子会員 

8/9 ◦八王子プロバスクラブと当クラブとの初めての高 

尾山吟行会(八王子PC9名多摩PC8名参加)  

◦ワールドキャンパスで「礼法講座」滝川道子会員 

8/11 俳句サークル「谺句会」 

8/30 第2回理事会 

8/3 聖ヶ丘中学校でパッククッキング教室開催滝川道子 

・藤嵜喬子両会員 

9/6 ◦第159回定例会 関戸公民館第2学習室  

卓話「今思うあの戦争(太平洋戦争)」中村昭夫会員 

◦プロバスニュース第74号の発行配布 

9/8 俳句サークル「谺句会」 

9/9 東京土建組合婦人部へパッククッキング教室開催 

滝川道子・藤嵜喬子両会員 

9/22 歌を楽しむ会 

9/26・27 全日本プロバス理事会(奈良市)中村昭夫会員 

参加 

9/27 第3回理事会 

9/30 俳句サークル からまつ合同句会に参加 

10/3・6俳句サークル 中学生俳句大会第一次選考会に 

協賛 

10/4 第160回定例会 ザ・スクエア3階会議室 

講話「武蔵国一之宮 多摩市一之宮小野神社の歴史

と変遷」のテーマで(公財)多摩市文化振興財団学芸

員 橋場真理子氏 

10/13 俳句サークル「谺句会」 

10/18 葛飾柴又へ研修・親睦バスツアー(16名参加) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/19 俳句サークル からまつ吟行会に参加 

10/25 第4回理事会 

11/1 第161回定例会 関戸公民館第3学習室 

交換卓話｢懐かしの映画とその音楽｣－グレンミラー 

物語―東京八王子PC立川冨美代氏 

 

 

◇◇◇   年度行事一覧(28)   ◇◇◇ 

  ◇◇◇ 

 

第14期定期総会 

第14期 

理事の

皆さん 

第14期スタートの懇親会 

寅さん記念館

前で参加の皆

さん 

柴又駅前の寅さん

像を囲んで 



 

 

２９ 

◇平成29年(20１7年) 

11/1 プロバスニュース第75号の発行配布 

11/10 ￮俳句サークル「谺句会」 

￮出前授業「パッククッキング教室」こぶし会館で開催 

11/17 歌を楽しむ会 

11/20 ￮俳句サークル 第13回多摩市中学生俳句大会の 

最終選考会に協賛 

￮ホームページのリニューアル更新公開 

11/24 出前授業 多摩中学校1年生144名に日本の伝統 

文化「日本人のマナー江戸しぐさ・礼法」 来賓；世界

の教育関係者30名参加で滝川道子会員 

11/28 第2回東日本プロバス交流会 (八王子エルシィ) 

      西村政晃会長・秋山正仁研修・親睦委員長・登坂征一

郎広報委員長・倉賀野武士・神谷真一・滝川益男・ 

中村昭夫各会員７名参加 

11/29 第5回理事会 

12/6 第162回定例会 関戸公民館第2学習室 

    ①創立15周年事業について意見交換-西村会長 

    ②改正個人情報保護法について-大澤亘会員 

12/6 忘年会 京王クラブ 会員・会友24名参加 

    お客様；八王子PC武田洋一郎会長他3名日野PC奥

修平兵副会長他2名 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/8 俳句サークル「谺句会」 

12/16 第 13 回多摩市中学生俳句大会表彰式 永山公民館

ベルブホールで開催西村政晃会長から 5 名に「多摩

プロバスクラブ賞」の授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/22 歌を楽しむ会 

12/27 第6回理事会 関戸公民館第2学習室 

◇平成30年(20１8年 

1/10 第163回定例会 関戸公民館第2学習室 

   ￮講話「やさしい相続・遺産の話」三井住友信託銀行 

多摩桜ヶ丘支店 主任財務コンサルタント中村浩康様 

    ￮プロバスニュース第76号発行配布 

1/11 東京八王子 PC 新年会(八王子エルシィ)澤雄二・鈴木

泰弘・秋山正仁・中村昭夫・滝川益男各会員5名参加 

1/12 俳句サークル「谺句会」 

1/15 ホームページ更新公開（JimdoでのHP） 

1/18 ￮東京日野 PC 新年会(立川グランドホテル)澤雄二・鈴

木泰弘・秋山正仁・中村昭夫・高村弘毅各会員 5 名参

加 

    ￮「サロンこの指止まれ」にて出前講話「江戸しぐさ」 

滝川道子会員25名参加 

1/19 歌を楽しむ会 

1/20 「パッククッキングの実演と試食」町田市小野路公会堂

の防犯セミナー22名参加にて滝川道子会員 

1/31 第7回理事会 関戸公民館第2学習室 

2/7 第164回定例会 関戸公民館第2学習室 

   交換卓話「皇室のお姿」東京八王子PC竹元正美様 

2/9 俳句サークル「谺句会」 

2/16 埼玉浮き城 PC で交換卓話 西村政晃会長「私の山登

り 60年」 

2/20 東京八王子PC主催の「生涯学習サロン」開講式へ 

    澤雄二・鈴木泰弘・秋山正仁・登坂征一郎・上田清・北

村克彦・滝川益男各会員7名参加 

2/23 歌を楽しむ会 

2/28 第8回理事会 関戸公民館第2学習室 

3/6 古澤靖雄会員そろばん出前授業 聖ヶ丘小学校 3 年

13：45～15：20 

3/7 第165回定例会 関戸公民館第2学習室 

   ￮交換卓話「江戸日本橋の歴史」東京日本橋PC 吉田誠

男様 

     ￮プロバスニュース第77号発行配布 

3/8 古澤靖雄会員そろばん出前授業 多摩第2小学校3年 

   13：45～14：３０ 

3/9 俳句サークル「谺句会」 

3/15古澤靖雄会員そろばん出前授業 多摩第2小学校3年 

14：35～15：20 

3/16 歌を楽しむ会 

3/28 第9回理事会 関戸公民館第2学習室 

3/31 からまつ合同句会 

◇◇◇  年度行事一覧(２９)  ◇◇◇ 

◇ ◇◇◇ 



３０ 

◇平成 30年(2018年) 

4/4 第166回定例会 関戸公民館第2学習室 

   傘寿(80 歳)を迎える秋山正仁・神谷真一・小池博・

登坂征一郎・中村昭夫各会員によるミニ卓話「今、思

うこと」のテーマ 

4/11 第10回臨時理事会でドラフト議論 

4/13 俳句サークル第129回「谺句会」 

4/18 第11回新旧合同理事会-15期活動計画案、予算検討 

4/20 ◦歌を楽しむサークル 

◦第11回近隣3PCゴルフ交流大会 多摩PC幹事役 

16名参加(八王子6名、日野7名、多摩3名) 

ＧＭＧ八王子ゴルフ場 

4/25 第12回新旧合同理事会 

5/9 第167回定例会兼昼食会 木曽路多摩店にて昼食 

ランチ「第15期」の委員会毎の活動方針懇談 

 

 

 

 

 

 

昼食会(グループー1)      昼食会(グループー2) 

5/10 東京八王子PC主催の「生涯学習サロン」閉講式へ 

西村政晃会長・鈴木泰弘幹事・登坂征一郎広報 

委員長・北村克彦会員4名参加 

5/11 第130回俳句サークル「谺句会」 

5/16 第13回新旧合同理事会「議案書の内容検討」 

5/18 歌を楽しむ会 

5/23 第14回新旧合同理事会「内容決定」 

5/25 全日本プロバス協議会常任理事会へ常任理事の 

中村昭夫会員が監事として参加①全国大会・総会の 

開催②新役員候補③各ブロック毎の活動協議決定 

5/30 第15回新旧合同理事会「印刷に向けて」 

5/31 横濱プロバス倶楽部のバーべキュー大会に滝川益 

男会員・秋山正仁研修・親睦委員長が参加交流 

6/6 第168回定例会 関戸公民館第2学習室 

放映 NHK BS「東京タイムカプセル」多摩市版(30分) 

懇談と反省会 

 

 

30分間の放映と 

皆で懇談会 

 

 

 

6/8 第131回俳句サークル「谺句会」 

6/20 ◦第16回新旧合同理事会「議案書完成」 

   ◦創立15周年プロジェクト会議 

6/22 歌を楽しむ会 

6/24 ホタル観賞会 都立桜ケ丘公園「とんぼの広場」 

6/27 第17回新旧合同理事会「準備完了」 

 

◇◇◇   年度行事一覧(30)   ◇◇◇ 

  ◇◇◇ 

 


