◇◇◇

年度行事一覧(34)
◇◇◇

サッカー大会を南豊ヶ丘フィールドで開催
主催は 2020TAMA 協議会、代表澤雄二会員メンバー；
神谷真一・堀内陽二・中村昭夫各会員で多摩プロバ
スクラブの後援で実施

第 16 期令和元年度(2019/7～2020/6)活動
◇令和元年(2019 年)
7/3◦第 16 期令和元年度定期総会
関戸公民館第 2 学習室
第 1 号議案～第 6 号議案を
審議し可決された。

◇◇◇

第 16 期定期総会

第 16 期
理事の

主催者澤雄二代表 エリトリア大使

皆さん

挨拶

国際親善サッカー開始

挨拶

9/18 ボランティアセンター連絡会に上田清会員出席

◦第 181 回定例会 関戸」公民館第 2 学習室
◦プロバスニュース第 85 号の発行配布
◦第16期スタートの懇親会 京王クラブ会員22名参加

9/20 高村弘毅会員を中心に乞田川と多摩市の水環境調査
澤雄二・北村克彦・増山敏夫・小池博・上田清・飯
作金彦各会員参加
9/25 第 3 回理事会
9/26 東京ベイゾーン見学会バスツアー
桜ケ丘 7:45 発⇒東京ビックサイト⇒視察船｢新東京
丸｣乗船(約 1 時間)⇒昼食⇒国際福祉機器展見学⇒
お台場周辺見学⇒新国立競技場・赤坂御所経由帰路
桜ケ丘 16:50 着

第 16 期スタートの懇親会参加者

7/5 ホームページ更新
7/12 俳句サークル｢谺句会｣
7/16 東京多摩ロータリクラブ例会に北村克彦会長・高村
弘毅副会長・秋山正仁幹事訪門して小早川 RC 会長に
挨拶
7/17 多摩市役所・関戸公民館へ北村克彦会長・高村弘毅
副会長・秋山正仁幹事訪問し関係者に挨拶
7/31 第 1 回理事会
8/7 第 182 回定例会 関戸公民館第 2 学習室
交換卓話 四街道プロバスクラブ顧問 丸井定郎様
小島浩平様同行 テーマは「プロ野球うら話し」
8/11 永山公民館(ベルブ永山)にて、ワールドキャンパス
in 多摩主催の文化体験・有難うイベントに北村克彦
会長他参加
8/16 俳句サークル｢谺句会｣
8/28 第 2 回理事会
9/4 第 183 回定例会 関戸公民館第 2 学習室
◦卓話「私のゴルフ人生」飯作金彦会員
◦プロバスニュース第 86 号の発行配布
◦ホームページ更新
9/13 俳句サークル｢谺句会｣
9/14 アフリカ外交団チームと多摩市民チームと国際親善

参加者の皆さん(21 名)

選手村ビルトクルーズ船

レインボーブリッジとビル群

コンテナクレーン群

10/1 聖蹟桜ケ丘駅で赤い羽根募金で飯作金彦・堀内陽
二・両会員、多摩センター駅で北村克彦会長・高村
弘毅副会長、永山駅前で澤雄二・山田正司両会員の
共同募金活動した。
10/2 第 184 回定例会 関戸公民館第 2 学習室
自由討論会でテーマ｢これからのプロバス｣
10/11 俳句サークル｢谺句会｣
10/30 第 4 回理事会
11/4 ホームページ更新
11/6 第 185 回定例会 関・一つむぎ館 3 階第 2 会議室
◦講話よこはま高度実装技術コンソーシアム 顧問
宮代文夫氏テーマ「未来の年表に見る 5G の活用」
◦プロバスニュース第 87 号の発行配布
11/8 俳句サークル「谺句会」
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第 16 期令和元年度(2019/7～2020/6)活動
◇令和元年(2019 年)
11/13 横濱 PC バーベキュー大会に伊藤健一・小林務・滝
川益男の 3 会員参加
11/14～3/31 「多摩の宝物展」に多摩プロバスかるた展示
される
11/15 多摩3 地区PC合同ゴルフコンペ 八王子PC がホス
トクラブで GMG 八王子ゴルフ場にて 21 名参加
11/27 第 5 会理事会
12/4 ◦第 186 回地例会 関戸公民館第 3 学習室
卓話「健康は健幸(すこやかにしあわせ)」松山洋一
会員
◦忘年会 京王クラブ宴会室にて 17:00～19:00
お客様：多摩ロータリークラブ小早川昌稔会長他 1
名、八王子 PC：飯田冨美子会長他 2 名、日野 PC 後
藤紀之会長他 2 名の 8 名、会員出席者 22 名
ショウタイムに多摩の「南京玉すだれ」同好会 3
名で披露

中締め後
の皆さん

南京玉すだれ―演技-2

南京玉すだれー演技-4

12/13 俳句サークル「谺句会」
12/18 多摩市湧水調査「水と親しむ会」

参加さの皆さん

講義中の高村弘毅会員で

12/25 第 6 回理事会
スケッチ画は増山敏夫会員
◇令和 2 年(2020 年)
1/8 第 187 回定例会 関戸公民館第 3 会議室
講話「全日本プロバスとは」全日本 PC 顧問 森山功様
◦プロバスニュース第 88 号の発行配布
◦ホームページ更新公開

◇◇◇

1/9 八王子エルシィでの八王子 PC 新年会に北村克彦会
長・澤雄二地域奉仕委員長の 2 名参加
1/10 俳句サークル「谺句会」
1/15 ボランティアセンター連絡会・懇親会 山田正司会員
参加 「多摩プロバスかるたの紹介とかるたと遊ぶ」
1/16 立川グランドホテルでの日野 PC 新年会に北村克彦
会長・高村弘毅副会長・澤雄二地域奉仕委員長・登
坂征一郎広報委員長の 4 名参加
1/26 からまつ新年句会
1/29 第 7 回理事会
2/5 第 188 回定例会 関戸公民館第 2 学習室
講話「健康に役立つ食事の話」多摩市健康センター管
理栄養士 永井真理子氏
2/14 俳句サークル「谺句会」
2/19 ボランティアセンター連絡会に飯作金彦会員出席
2/20 多摩市湧水調査「水と親しむ会」諸般の事情に鑑み
中止
2/23 バスツアー7:30～16:30「天皇誕生日一般参賀・湯島
天神梅まつり・東京タワーの眺望」諸般の事情に鑑
み中止
2/26 第 8 回理事会
2/27 八王子 PC 生涯学習サロン開講式に北村会長・秋山正
仁幹事・澤雄二地域奉仕委員長・鈴木泰弘会員参加
3/4 プロバスニュース第 89 号の発行配布した。
3/4 第 189 回定例会から諸般の事情に鑑み 6 月までの
プロバスクラブの各委員会の諸活動全面中止
4/1 第 190 回定例会 5/6 第 191 回定例会 6/3 第 192
回は中止された。
6/3 日・１０日・17 日 臨時理事会開催⇒第 16 期は通常通
り 6 月末で終了、第 17 期は 7 月から開始。⇒7-8 月
は現理事により執行し、9 月より新体制とする。
議案書検討、総会準備、役員人事検討。
6/24 定期理事会 議案書完成・送付、総会準備、理事等
人事検討。
7/1 第 17 期定期総会 関・一つむぎ館 3 階第１会議室
◦第 16 期の活動報告・決算報告・その他(7 月-8 月の
計画、予算は暫定的に現理事が作成・執行)審議・採
決で全議案が承認された。
◦第 193 回定例会
7/8 新・旧合同理事会；理事等人事、ドラフトほぼ決定
7/22 新・旧合同理事会；各委員会打合せ、活動計画・、
予算等打合せ
8/5 第 194 回定例会は中止⇒新・旧合同理事会に変更
8/5 日・12 日 新・旧合同理事会で第 17 期の残議案書完成
郵送した。臨時第 17 期定期総会を書面評決で実施
8/25 表決締め切りで実施。
8/26 新・旧合同理事会 臨時書面評決の結果の報告。
1.第 17 期理事選任案 2.活動計画案 3.予算案4.会則
改定案のすべての議案が賛成承認された。
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