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第 11期平成 26年度(2014/7〜2015/6)活動 

◇平成26年(2014年) 

7/2 ￮第11期定期総会 京王クラブ 2階会議室 

 

 

 

 

 

 

￮第121回定例会 京王クラブ 2階会議室 

卓話「多摩かるたアラカルト」山田正司・大澤亘両会員 

￮プロバスニュース第55号発行配布 

￮東京多摩プロバスクラブ創立10周年記念誌発行配布 

￮第11期スタートの懇親会(京王クラブ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/5 埼玉浮き城プロバスクラブ招待「第12回全国藩校サミッ 

ト行田大会」に山田正司会長・森川静子地域奉仕委員 

長・北村克彦会員3名出席 

7/9 多摩市全小中学校長会で「多摩プロバスかるた」を山田 

正司会長・大澤亘会員が説明 

7/11 俳句サークル「谺句会」 

7/17 「ニュータウン街づくり専門者会議]に山田正司会長・ 

岡野一馬・平田哲郎・大澤亘各会員出席し多摩プロ 

バスかるたを説明PR 

7/24 多摩市福祉協議会(中村常務理事・川田事務局長)と多 

摩プロバスクラブ(森川静子地域奉仕委員長・小西加

葉子副委員長・古澤靖雄・大澤亘各会員)で打合わせ 

7/25 ホームページ更新 

7/30 第1回理事会 関戸公民館第3学習室 

8/6 第122回定例会 関戸公民館第2学習室 

卓話「わが人生を語る」秋山正仁会員 

3分間スピーチ「江戸しぐさー1」滝川道子会員 

8/8 俳句サークル「谺句会」 

8/9 「ワールドキャンパス多摩」山田正司会長・神谷真一副 

会長・中村昭夫会員3名が参加 

8/15 多摩市役所に山田正司会長・神谷真一副会長・西村政 

晃幹事・倉賀野武士総務委員長の 4名で新任挨拶 

8/20～22 ESD「地球市民村」多摩地区コンソーシアム研究 

発表に山田正司会長参加 

8/27 第2回理事会 関戸公民館第2学習室 

9/3 ￮第123回定例会 関戸公民館第2学習室 

卓話「多摩丘陵の水環境について」高村弘毅会員 

3分間スピーチ「江戸しぐさー2」滝川道子会員 

￮プロバスニュース第56号発行配布 

9/12 俳句サークル「谺句会」 

9/17 三鷹の森ジプリ美術館見学と井の頭公園の散策 

 

9/18 ホームページ更新 

9/22￮全日本プロバス協議会の幹事会に山田正司会長・ 

神谷真一副会長・西村政晃幹事・中村昭夫・関根正敏・ 

平田哲郎・滝川益男各会員が出席 

￮多摩市社会福祉協議会地域推進課・ボランティア 

センターに多摩プロバスかるたをPR 

9/24 第3回理事会 関戸公民館第1学習室 

10/1 第124回定例会・昼食会 旭鮨総本店聖蹟桜ケ丘 

テーマ「プロバスクラブライフを楽しむには」で座談会 

10/9 多摩市児童青少年課に児童館と学童クラブで多摩 

プロバスかるたを活用するよう寄贈とお願い 

10/10 俳句サークル「谺句会」 

10/29 第4回理事会 関戸公民館第2学習室 

10/31 「第10回多摩市中学生俳句大会」最終選考会に協力 

◇平成26年(20１4年) 

11/5￮第125回定例会 関戸公民館第2学習室 

講話「健幸都市多摩をめざして」多摩市長阿部裕行様 

3分間スピーチ「江戸しぐさー3」滝川道子会員 

￮プロバスニュース第57号発行配布 

11/12 多摩六都科学館(プラネタリウム)の見学に 15名参加 

11/14 俳句サー 

クル「谺句 

会」 

11/21 歌を楽しむ 

サークル 

11/21 ホームペ- 

ジ更新公開 

第11期定期総会 第11期の理事に就任した皆さん 

第11期スタートの懇親会参加の皆さん 

三鷹の森ジブリの美術館前にて参加の皆さん 

 

多摩六都科学館を訪れた皆さん 
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11/23 第6回全日本プロバス協議会総会 神奈川県民ホー

ルで開催 山田正司会長他8名参加 当クラブ中村

昭夫会員が会計監査に選ばれ就任 

11/26￮第5回理事会 関戸公民館第2学習室 

￮多摩プロバスかるたプロジェクト第1回打合せ 

12/3￮第126回定例会 関戸公民館第2学習室 

卓話「俊乗坊重源の鎌倉東大寺再建」増山敏夫会員 

3分間スピーチ「家庭菜園の勧め」西村政晃会員 

￮忘年会 京王クラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/12 俳句サーク 

ル「谺句会」 

12/13 東京多摩RC 

・多摩市教育 

委員会共催 

の第10回 

多摩市中学生俳句大会表彰式に山田正司会長・西村 

政晃幹事・倉賀野武士総務委員長参加して東京多摩 

プロバス賞5名に授与 

12/19 歌を楽しむサークル 

12/23 埼玉浮き城PCにて交換卓話「江戸しぐさ」滝川道子 

会員実施、神谷真一副会長・平田哲郎会員同行 

◇平成27年(20１5年) 

1/7￮第127回定例会 関戸公民館第2学習室 

新春プロバスかるた大会 

3分間スピーチ「知って得するテレビニュースあれこれ」 

澤雄二会員 

￮プロバスニュース第58号発行配布 

1/11 俳句サークル「谺句会」から からまつ東京地区新年 

句会に 10名参加 

1/20 東京多摩RCの定例会で山田正司会長講話「多摩NT 

建設と多摩プロバスかるた」 

1/21 ￮歌を楽しむサークル 

￮ホームページ更新公開 

1/27 グルメサークル 新宿中村屋ビル 8階レストラン「グラ 

ンナ」16名参加 

1/28 第7回理事会 関戸公民館第2学習室 

2/4 第128回定例会 関・一つむぎ館第1会議室(3F) 

    卓話「ミツバチ多摩ちゃんの世界」上田清会員 

3分間スピーチ「知って得するテレビニュースあれこれ」 

澤雄二会員 

2/13 俳句サークル「谺句会」 

2/18 歌を楽しむサークル 

2/23 出前授業「そろばん教室」古澤靖雄会員 貝取小学校 

2/25 第8回理事会 関戸公民館第2学習室 

2/26 八王子PC主催「第19回生涯学習サロン」開講式に山 

田正司会長・神谷真二副会長・西村政晃幹事・倉賀野

武士総務委長・稲田興広報委員長・北村克彦会員参加 

3/2 出前授業「そろばん教室」古澤靖雄会員 愛和小学校 

3/3 出前授業「そろばん教室」古澤靖雄会員連光寺小学校 

3/4￮第129回定例会 関戸公民館第2学習室 

「平田哲郎会員・永島仁会員の卒寿を祝う会」 

 

卓話平田哲郎会員の自作DVDで「当クラブの主な活

動をDVD放映で振りかえる」―1 

3分間スピーチ「持病とのつきあい」永田宗義会員 

￮プロバスニュース第59号発行配布 

3/9・11・12 出前授業「そろばん教室」古澤靖雄会員多摩第

ニ小学校 

3/10 卓話「食は世界を駆けめぐる」成城ロータリークラブで 

西村政晃会員 

3/11 グルメサークル 中華料理 京王プラザホテル多摩レ

ストラン「南園」 

◇平成27年(20１5年) 

3/12 有識者会議「次期副会長候補推薦」推薦委員会「次期

理事候補推薦」 

3/13 俳句サークル「谺句会」 

3/17 茶を嗜むサークル 

3/18￮歌を楽しむサークル 

￮ホームページ更新公開 

3/25 第9回理事会 関戸公民館第2学習室 

3/31 「屋形船」による隅田川を下るお花見昼食会 

4/1￮第130回定例会 関戸 

公民館第2学習室 

卓話「今、古典芸能が 

オモシロイ！」青木ひと 

恒例の忘年会に参加した皆さん 

熱唱中の平田(右)・永島(左)両会員 

同年同月同日誕生で卒寿の平田哲郎会員(左)・永島仁会員(右)  
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み会員 

3 分間スピーチ「孤独死を防ぐ高齢者の生き方」中村昭

夫会員 

￮高村弘毅会員熊谷市より市政功労者として表彰された 

4/10 俳句サークル「谺句会」 

4/14 歌を楽しむサークル 

4/22 ドラフト会議 関戸公民館第2学習室 

4/28 第1/11回新旧合同理事会 関戸公民館第2学習室 

5/1 八王子PC囲碁サークル主催の大会に堀内陽二・上田 

清両会員参加 

5/8 俳句サークル「谺句会」 

5/13￮第131回定例会 関・一つむぎ館第1会議室 

3分間スピーチ「校歌について」鈴木泰弘会員 

卓話平田哲郎会員自作DVDで「当クラブの主な活動 

をDVD放映で振りかえる」―2 

￮プロバスニュース第60号発行配布 

￮「かるた作成プロジェクト活動報告書(32頁)」発行配布 

5/22 歌を楽しむサークル 

5/26￮八王子(6名)・日野(10名)・多摩プロバスクラブ(6名)の 

第3回交流ゴルフ大会 相武カントリークラブ22名参加 

￮ホームページ更新公開 

5/27 第2/12回新旧合同理事会 関戸公民館第2学習室 

5/28～29 上高地へ 1泊2日の研修親睦旅行15名参加 

 

 

 

 

 

宿泊先の日本山岳研究所内で  参加者全員で楽しく懇談ひととき 

6/3 第132回定例会 関戸公民館第2学習室 

卓話「衣更えとおとし文」阪東煕子会員 

6/4 日本かるた協会主催「全国郷土かるた展2015」に多摩 

プロバスかるた出品(神田神保町の奥野かるた店) 

6/6～７ 貝取こぶし館の文化祭に多摩プロバスかるた出展 

6/10 第3/13回新旧合同理事会 関戸公民館第2学習室 

6/12 俳句サークル「谺句会」 

6/16 茶を嗜む会 

6/17 グルメサークル 八王子市元横山町「美ささ苑(美しい 

庭園と懐石料理)」 

6/18 サロン 

「この 

指とま 

れ」で 

多摩プ 

ロバスかるた紹介 

6/19 歌を楽しむ会 

6/24 第4/14回新旧合同理事会関・一つむぎ館第2会議室 

6/26 滝川道子会員の出前授業「日本の礼儀作法」多摩 

中学校一年生138名 

 

懐石昼御膳に集った皆さん 


