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第 12 期平成27 年度(2015/7〜2016/6)活動 

◇平成27 年(2015 年) 

7/1￮第12 期定期総会 関戸公民館第1 学習室 

 

 

 

 

 

 

￮第133 回定例会 関戸公民館第1 学習室 

卓話『台湾の偉人“八田與一”』稲田興会員 

3 分間スピーチ「ああホールインワン！」増山敏夫会員 

￮プロバスニュース第61 号発行 

￮第12 期スタートの懇親会(京王クラブ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/10 俳句サークル「谺句会」 

7/17 歌を楽しむ会 

7/20 ホームページ更新公開 

7/20～8/9 唐木田菖蒲館ホール多摩プロバスかるた展示 

◇平成27 年(20１5 年) 

7/21 神谷真一会長・倉賀野武士副会長・稲田興幹事の 3 名 

東京多摩ロータリクラブへ挨拶訪問 

7/29 第1 回理事会 関戸公民館第2 学習室 

8/5 第134 回定例会 関戸公民館第2 学習室 

3 分間スピーチ「知って得するテレビニュースあれこれ 

―夜討ち、朝駆け」澤雄二会員 

卓話「興味深い隣国『韓国』」―山・人・食文化― 

西村政晃会員 

8/7 俳句サークル「谺句会」 

8/8 「ワールドキャンパス多摩ひろば」の日本の文化紹介で 

多摩プロバスかるたの紹介とかるた取り大会(唐木田 

菖蒲館) 

8/21 歌を楽しむ会 

8/29 第2 回理事会 関戸 

公民館第2 学習室 

9/2￮第135 回定例会 関戸 

公民館第2 学習室 

3 分間スピーチ「コンチネンタル・タンゴ アルｆレッド・ 

ハウゼ・オーケストラ来日演奏の前に魅力を探る」 

村上伸茲会員 

卓話「ペルシア淵源のアクア文化伝播ロードを訪ねて」 

高村弘毅会員 

￮プロバスニュース第62 号発行配布 

9/11 俳句サークル「谺句会」 

9/17 ホームページ更新公開 

9/18 歌を楽しむ会 

9/24 蓮池守一会友の出前授業「多摩地域の戦中・戦後の 

小学生の状況(平和教育の一環)」多摩第二小学校 

6 年生150 名対象(13：45～14：30) 

 

9/26￮多摩市経済観光課主催の聖蹟桜ケ丘周辺町歩きに会

員7 名参加 

￮日野 PC5 周年記念事業「愛のサウンドフェステバル」

に参加 

9/30 第3 回理事会 関戸公民館第2 学習室 

10/3 NPO 多摩ニュータウン・まちづくり専門家会議創立 10

周年記念特別展示に多摩プロバスかるた出展(永山

ベルブホール) 

10/7 第136 回定例会 関戸公民館第2 学習室 

3 分間スピーチ｢モノクロからカラー写真へ｣堀内陽二 

会員 

卓話「テレビが新聞を超えた日―ニュース革命はこう 

して始まった」澤雄二会員 

10/9 俳句サークル「谺句会」 

10/14 鉄道博物館(大宮市)・小江戸川越見学会に会員16 名 

参加 

 

10/17～18 菖蒲館文化祭に多摩プロバスかるた展示 

第12期定期総会 第12期の理事に就任した皆さん

第12期スタートの懇親会参加の皆さん 

多摩RCの 

お客様2名 

かるたを楽しむ皆さん 

写真下；夫々の想い出を秘めた鉄道博物館見学

写真下；授業風景
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10/18 八王子PC 創立20 周年記念(京王プラザホテル八王

子)に神谷真一会長・倉賀野武士副会長・稲田興事･ 

中村昭夫全日本PC 協議会監査･平田哲郎会員参加 

10/23 歌を楽しむ会 

10/28 第4 回理事会 関戸公民館第2 学習室 

10/30 多摩地区3 プロバスクラブ交流合同ゴルフコンペ 

(相武ゴルフカントリー倶楽部) 

10/31～11/1 つむぎ館まつりに俳句サークル「谺句会」の 

句展示と多摩プロバスかるた展示 

11/4￮第137 回定例会 関戸公民館第2 学習室 

講話「明るい未来への分岐点に立つ多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ」 

明星大学総合理工学部教授 西浦定継様 

￮プロバスニュース第63 号発行配布 

11/6 中学生俳句大会最終選考会で多摩プロバス賞決定 

11/13 俳句サークル「谺句会」 

11/17 ホームページ更新公開 

11/19 日野PC5 周年記念式典に会員6 名参加(高幡不動尊 

客殿)に神谷真一会長・倉賀野武士副会長・稲田幹 

事・鈴木泰弘総務委員長・北村克彦広報委員長・ 

中村昭夫全日本PC 協議

会監査の参加 

11/20￮多摩動物公園散策に会員 

16 名参加 

￮歌を楽しむ会 

11/25 第5 回理事会 関戸公民館 

第2 学習室 

◇平成27 年(20１5 年) 

12/2￮第138 回定例会 関戸公民館第1 学習室 

交換卓話「プロバスと共に」埼玉浮き城PC 須郷隆会長 

￮忘年会 京王クラブ 参加者37 名(内お客様東京多摩 

RC1名、東京八王子PC4名、東京日野PC3名、埼玉浮 

き城PC3 名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/11 俳句サ- 

クル「谺句 

会」 

12/12 第11 回多 

摩中学生 

俳句大会 

表彰式で東 

京多摩プロバスクラブ賞の 5 句に神谷真一会長から 

賞状と副賞授与 

12/18 歌を楽しむ会 

12/24 第6 回理事会 関戸公民館第1 学習室 

◇平成28 年(20１6 年) 

1/6￮第139 回定例会 関戸公民館第2 学習室 

卓話「旅の話」岡野一馬会員 

￮プロバスニュース第64 号発行配布 

1/13 プロバスフェア実行委員会 

1/17 からまつ新春句会 関戸公民館 13 句会43 名参加 

1/18 ホームページ更新公開 

1/22 歌を楽しむ会 

1/23 関戸公民館のボランティア祭でプロバスかるた展示 

1/27 ￮第7 回理事会 関戸子民間第2 学習室 

￮プロバスフェア実行委員会 

1/30 多摩ニュータウン学会の新年会で山田正司会員他 

澤雄二地域奉仕委員長・北村克彦広報委員長・大澤亘 

会員多摩プロバスかるたの講演とかるた遊びの紹介 

2/3 第140 回定例会 関戸公民館第2 学習室 

卓話「日本の木と建築の知恵」増山敏夫会員 

2/12 俳句サークル「谺句会」 

2/17 プロバスフェア実行委員会 

2/24 ￮プロバスフェア実行委員会 

￮第8 回理事会 関戸公民館第2 学習室 

2/24＆26 出前授業「そろばん教室」 古澤靖雄会員 永山 

小学校(3 年生2 クラス) 

2/25 八王子PC 主催「生涯学習サロン」開講式に神谷真一 

会長・澤雄二地域奉仕委員長・北村広報委員長参加 

2/26 歌を楽しむ会 

3/2 第141 回定例会 関戸公民館第2 学習室 

￮講話「関戸合戦～その史実と伝承～」多摩市文化振興

財団 橋場万里子氏 

￮プロバスニュース第65 号発行配布 

3/4＆7 出前授業「そろばん教室」 古澤靖雄会員 多摩 

第二小学校(4 年生3 クラス) 

3/6 埼玉浮き城プロバスクラブ 5 周年記念式典に神谷真一 

会長・倉賀野武士副会長・稲田興幹事・中村昭夫全日本

PC 協議会監査・平田哲郎会員・滝川道子会員参加 

3/8、9、10 出前授業「そろばん教室」 古澤靖雄会員 多摩 

第二小学校(3 年生3 クラス) 

3/10 プロバスフェア実行委員会 

参加の皆さん 

恒例の忘年会に参加した皆さん 

交換卓話でご来訪の埼玉浮き城 PC

各位と交流親睦した 
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3/11 俳句サークル「谺句会」 

3/16￮有識者会議 関戸公民館和室 

￮推薦委員会 関戸公民館第1 学習室 

3/18 ホームページ更新公開 

3/23 歌を楽しむ会 

3/30￮第9 回理事会 関戸公民館第2 学習室 

￮プロバスフェア実行委員会 

4/1 男の料理教室 

4/2 お花見茶会 鶴牧西公園の農家風古民家 

4/6 第142 回定例会 関戸公民館第2 学習室 

卓話｢世界から見た日本・日本人への評価｣中村昭夫 

会員 

￮2 回目有識者会議 関戸公民館第1 学習室 

4/8 俳句サークル「谺句会」 

4/12 山梨県立リニアセンター・恵林寺大祭へ研修見学会 

4/13 委員ドラ 

フト会議 

4/15 パンフ改 

定WG で 

最終仕上 

げ・発注 

4/22 プロバス 

フェア実行委員会 

4/27￮第10 回新旧合同理事会 関戸公民館第2 学習室 

￮プロバスフェア実行委員会 

4/30 東京多摩プロバスフェアの改定パンフレット印刷完成 

◇平成28 年(20１6 年) 

5/7 からまつ春の吟行に谺句会から 6 名が参加 

5/11 第143 回定例会 関戸公民館第2 学習室 

￮講話「多摩第二小学校での発掘調査について」多摩

市教育委員会 教育振興課 石塚 宇紀氏 

￮プロバスニュース第66 号発行配布 

￮プロバスフェア実行委員会 

5/12 八王子PC 主催「生涯学習サロン」閉講式に神谷真一 

会長・倉賀野武士副会長・北村克彦広報委員長参加 

5/13 俳句サークル「谺句会」 

5/19 プロバスフェア実行委員会 

5/20￮歌を楽しむ会 

￮多摩地区3 プロバスクラブ交流合同ゴルフコンペ 

(相武カントリー倶楽部)日野8 名八王子7 名多摩2 名 

5/22 ホームページ更新公開 

5/25￮第11 回新旧合同理事会 関戸公民館第2 学習室 

￮プロバスフェア実行委員会 

5/26～27  「九十九里浜」へ一泊研修・親睦旅行 オーシャ 

ンビューリゾート「サンライズ九十九里」に宿泊 

6/1 第144回 

定例会と 

昼食会旭 

鮨総本店 

聖蹟桜ケ 

丘 次期 

新委員会 

毎に座談会 

6/2～７ 東京多摩プロバスクラブフェアのパネル展示開催 

京王聖蹟桜ケ丘SC5 階連絡ブリッジギャラリー 

6/10 俳句サークル「谺句会」 

6/12 東京多摩プロバスクラブフェアの特別イベント開催 

「日本の伝統文化を体験してみよう」のテーマで 

◇「プロバスかるた大会」◇☆アルビレオ☆コンサート 

◇椅子席で抹茶を一服◇講演｢江戸しぐさを今に生か 

す｣を関戸公民館8F 会議室と 7F 市民ロビーで実施 

6/17 歌を楽しむ会 

6/22 新旧合同臨時 

理事会 関戸 

公民館第2 学 

習室 

6/25 都立桜ケ丘公 

園トンボ広場へホタル観賞 

6/29 第12 回新旧合同理事会 関戸公民館第2 学習室 

 

一泊研修・親睦旅行の参加者の皆さん

プロバスクラブフェア展示


