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＜例会報告＞

6月例会（第140回、26名出席）

第14回定時総会
平成25年6月14日（金）14時か
ら進交会館にて6月例会と第14
回定時総会が開催された。
午後2時より例会が開催され、
会長あいさつのあとゲストとし
て、横浜山手RC社会奉仕委員長
（前会長）が紹介された。誕生

月会員お祝晶贈呈された。引き
続き午後2時30分より第14回定
時総会が開催され、年間活動報
告、決算報告、監査報告の後、
平成25年度の行動計画、収支
予算案が承認され、新理事が選
出された。総会閉会後懇親会が
行われた。
会長：青木伊平　　（敬称略）
幹事：関口尚親
例会委員長：東野　換
会員委員長：保谷英雄
情報委員長：須藤照夫
事務局：小磯智功

く理事報告＞

6月理事会（15名出席）
平成25年6月21日（金）14時から進交会
館にて開催。新旧会長の挨拶の後、例
会と総会の評価と反省、会員台帳の確
認を行った。引き続き新旧事務引き継
ぎが行われた。協議事項は、池田武文
氏の入会の入会が承認された。引き続
き、第141回例会の内容、新入会員及び
休会・退会の承認について協議が行わ
れた。上期会費の納入と各委員会の具
体的業務内容及び分担を確認した。

7月理事会（16名出席）
平成25年7月19日（金）14時から進交会館にて開催。
会長挨拶、委員会報・事務局報告がが行われ、例会活動の見直し、10月開
催の移動例会、長期欠席者について協議された。

8月理事会（15名出席）
平成25年8月16日（金）14時から進交会館にて8月度理事会を開催。
会長挨拶、委員会報・事務局報告が行われ、引き続き9月例会の内容、10
月の移動例会の準備、多摩プロバスクラブとの交流会を11月11日（月）に実
施することを決定し内容を協議した。

7月例会（141回、27名出席）

平成25年7月12日（金）12時から横濱相生会館本館2階にて開催。
会長あいさつの後、森山氏よりゲストの牧荘氏が紹介された。牧
氏にはパソコン教室の講師をお願いしています。誕生月会員は7月
より変更になったお祝晶贈呈された。あ理事会より、山手ロータ
リー1000回記念行事に大久保会長・青木会長・加藤武氏が出席。退
会について連絡無き時は紹介者と理事会で協議し退会させることが
できる。食事付き例会の出席キャンセルは2日前に事務局に連絡を
することなどの報告があった。同好会報告ではゴルフOB会より第1
回神奈川県プロバスクラブ交流コンペが6月24日に開催されたこと
が報告された。会員放談は樋口健太郎氏が行った。

9月理事会（12名出席）
平成25年9月20日（金）14時から進交会
館にて開催。会長挨拶、委員会報・事
務局報告がが行われ、次回10月開催の
移動例会の準備役割分担について協議
された。

9月例会（142回、25名出席）
平成25年9月13日（金）12時から横濱相生会館本館2階にて開催。
会長あいさつの後、ゲストの横浜鶴峰（かくほう）ロータリークの
寺尾三樹男様、菅野忠勝様、津曲俊之様の各氏が森山会員より紹介
があった。続いて新入会員の、池田武文氏が樋口健太郎氏より紹介
され挨拶あった。理事会報告として、10月の移動例会をミステリー
ツアーとする発表があり、出欠の確認があった。ゴルフOB会より第
2回神奈川県プロバスクラブゴルフコンペを11月6日に千葉県市原市
ゴルフ場で開催する報告があった。11月開催予定だった、多摩プロ
バス交流会は先方の都合で延期となったことが報告された。

＜今後の予定＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く理事会＞
143回例会2013年10月11日（金）　移動例会8：00横浜駅西口天理ヒビル前集合会場：進交会館
144回例会2013年11月8日（金）12：00　相生本館2階　　　　　　　　　　　　2013年10月18日（金）14：00

145回例会2013年12月13日（金）14：00　進交会館年忘れクリスマス特別例会　2013年11月15日（金）14：00
146回例会2014年1月10日（金）12：00　進交会館　　賀詞交歓会　　　　　2013年12月20日（金）14：00

2014年1月17日（金）14：00



＜連載＞
私の横浜物語②
鉄道発祥の地積浜　　中村寛（副会長）

鉄道遺産がぎっしり詰まった横浜駅（現JR桜木町駅）を後にして、開港期以来横浜を見守ってきた海の玄
関口新港埠頭を目指して歩こう。帆船日本丸を左に眺めつつ「汽車道（きしやみち）」に入って海を渡る。
桜木町側から新港埠頭側への海陸連絡手段として、かつて敷設された「臨港鉄道（貨物輸送目的）」が港
1，2，3号と呼ぶ3本の外国製鉄橋により両地点間を結んだ（写真）。港1，2号橋梁は全く同一形式の100フ

ィート・トラス橋で1907（明治40）年の米国製。港3号橋梁は北海道夕張で使用された後に転用移設された

英国製100フィート・ワーレントラス橋で1906（明治39）年製。三つの橋は一部を除き、当初の姿を残して
いる谷積の護岸ともども近年遊歩道「汽車道」の一部として活用。

汽車道の終点は「旧横浜港（みなと）駅プラット
ホーム」だ。市認定歴史的建造物であり、ミナト横
浜の象徴でもある赤煉瓦倉庫の西側に隣接。明治期
には旧横浜税関の脇に貨物用の臨時駅として築造さ
れ、1920（大正9）年からは横浜港駅となった。太
平洋航路の客船の出港日には東京駅から船客を乗せ
て「ポートトレイン（臨時旅客列車）」が運行さ
れ、帰港日には洋行帰りのお客を運んだ。説明板の
前で足を止めてしばらく注目したい（写真）。

続いて「山下臨港線プロムナード」への新港埠頭と山下埠頭とを結ぶ貨物線の線路跡を活用して遊歩道と
したところだ。直進すると山下公園方面へ行くのだが、途中で階段を下りて「象の鼻パーク」に降り立つ。
横浜開港150年記念事業の一つとして造成された公園の整備中に発見された直径約2．5mの転車台群を眺めて
みよう。船積み降ろしのため貨車からトロッコへ貨物を移し換えて、接岸中の船舶や膵（はしけ）に運ぶた
め方向転換する転車台が多数発見された。地中には未だ多く残るが一部を見学者用に強化ガラスで覆った横
浜市港湾局の配慮に感謝しつつ眺め下ろそう（写真）。

＜会員委員会＞
年度が替わり、7月から誕生日祝いが変わり下記目録とともに各氏に手渡されました。
目録とともに各氏に手渡された。
6月　岩瀬、保谷氏
7月　佐藤博氏、開尚記氏、東野換氏
8月　本橋ふみ子氏、原田正成氏、高橋幸司氏
9月　加藤義一氏、河崎清二史、関口尚親氏、大久保武氏、樋口健太郎氏

＜誕生日祝い　目録＞
傘
石鹸
マッチ　・・・・

折り鶴　・・・・
収納BOX・・・・

アイツシュ！・・

袋・・・。。・・

・プロバスは何である？愛である！（プロバスのマーク入り）
・自称プロバスは紳士。淑女の集まり、加齢臭対策に！
。まだまだ老いには早すぎる、仕事に・遊びに・恋に、真っ赤な炎を燃やそうよ
・あなたの健康を祈念いたします！
・石鹸・マッチ・折鶴を収めてありますが小物入れとしてご利用ください！

老眼鏡入れとして利用してください。
いつまでもやさしい、おじいちゃん。おばあちゃんで人気Nol熊本のゆるキャラ
「くまもん」です！
・・お持ち帰りが楽しくなる可愛い事理袋に詰めました。笑顔でお帰り！

（以上、七点盛り合わセットです。）

＜カラオケ同好会＞
同好会では8月は通常例会は球界でしたが、8月9日（金）特別開催
されました。「飲んで歌って暑さをぶっ飛ばそう－」参加者11名
9月18日（金）例会終了後に会場を「パブシェイシェイ」（下記）
に変更して大いに歌い、語り合い、日頃のストレスを発散して、参
加者全員に満足しているように思えた。（参加者10名）
今後の会場は「パブシェイシェイ」が多くなると思います。
「パブシェイシェイ」住所：中区常磐町3－22－3徳栄ビル201電話

045－681－356　　　　　世話人　冨永和男

＜ゴルフOB会＞
6月24日姉ヶ崎カントリークラブで第1

回神奈川県プロバスクラブ交流コンペ
を実施された。幹事クラブは横須賀
PC、横須賀7人、鎌倉4人、横浜5人
計15人で戦われた。次回は横濱が幹
事となり11月6日にB＆Wで開催の予

＜パソコン研究同好会＞発足
7月2日県民センター10人参加
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＜9月例会会長放談＞ 

9月例会の会員放談は2020東京オノンピックを祝って、テーマを「夏の思い出」に加えて「19糾東京オリンピック
その時私は」として、全員が1分間スピーチを実施しました。

道少年団仙台の団長をしている。毎年全国大会が開かれている。
今年はJR東海の担当で御殿場で5日間実施され参加してきた。残
念ながら富士山は見えずじまいでした。（中村）

一年半欠席していました。事業が佳境に入っており夏の思い

出はありません。おととし1月以来久々の出席です。これから
もよろしくお願いします。（岡林）

船で3回釣りに行った。鯵をね
らったが鮪しか釣れなかった配
る手間が大変だった。鯵が釣れ
たらrなめろう・たべろう会」をし
たい。東京オリンピックの時は
ボーイスカウト東京14団のロー
バースカウトで、国立競技場で
奉仕をした。2020年のオノン
ピックは見学だけはしたい。
（松下）

て上司からチケットをもらったの
で国立競技場へ見にいった。井
上廉介が優勝したシドニーオリ
ンピックは見に行きました。202
0年まで生きれるように頑張りま

ポースカウト活動を63年やっており

て選手にも選ばれたこともあったので、バ
レーボールの金メダルが印象的だった。
フォワードの葛西さんが私が勤めた川崎市
で一時一緒だったことを覚えている。今年
の夏は暑いし豪雨が韻書的でした。
（西山）

2020東京オリンピック

「夏の思い出J
r1984東京オリンピックその時私は」

娘夫婦がパリから帰国し、日光。鬼怒川の奥
にある湯西川温泉のいとこが料理長をしてい
てテレビでも紹介される宿へ泊り、料理と蛍を
楽しんできました。京都などへも行った。いつ
も私が運転手で20日間私が運転手でした
達のところを巡り楽しんできました（平野））

ます。東京オ～
リンピックの時は指導者で文化体育館の朝夕2
回の国旗掲揚の責任者として奉仕をしていて競
技は見ることができませんでした。2020年はぜ
ひ見たいと思います。今年の夏はボースカウトの
山中野営場へ13年ぶりに行って自団のスカウト
とキャンプをしてきました。

9月11日に山手ロータリーへ青木会長の代わり
に行ってr文化居酒屋」と題して話をした。私はオ
リンピックはスポーツの祭典ではない。文化の祭
典であると言っています。競技以上に文化プログ
ラム、教育プログラムが行われます。外国から来
たお客様へのおもてなしは自分たちが持っている
ものでの方へおもてなしをする。NHKの放送で日
本人の見てらうものは日本人として裸でお客様に
接し、文化を見てもらうことだといっていた。
（小磯）

昭和39年10月23日に長女を出
産。東洋の魔女の女子バレーボー
ルをテレビで見ていてその数日後出
産した。今年は高校野球をずっと見
て元気をもらった。地域活動一連合で
キャンプファイヤーを楽しんだ。暑い
夏が印象的です（佐藤）

役所へ入った年で十和田湖
た。棒高跳びか高跳びの決勝を夜
11時ごろまでテレビで見ていたこと

を覚えている。今年は8月9日に一
戸建てからマンションに引っ越しをし
たが1ケ月で妻が一戸建てのほうが
いいと言っているので、マンションが
高く売れたら一戸建てを買うつもり。

去年末では窓を開けていれば大丈
夫だったが、今年は暑さに汗をかき
ながら寝ていたことが思い出。202
0年のオリンピックは7月～8月にか
けての開催なので暑さが心配、成功
するように祈っています。見られるよ
うに頑張る。（樋口）

女房と10日間ずっと一緒でした。伊勢神宮の式年遷宮
の白石持ちに参加し内宮まで運んだ。その後青森q福
島に行き、私はゴルフ、宴は観光を楽しみ、24日から
は伊勢に戻り外宮の白石持ちに参加した。オリンピック
では文化体育館で国旗掲揚の奉仕をした。加藤さんと
は違ってしっかり競技を見ました。（加藤豊）

1964年は中学1卑生でした。0月1日に

業し、大阪間までテレビで生中継をしました。3時間10分ずっ
と見ていました。今年の夏は富士宮で2泊3日のキャンプをし
てきました。上流の伏流水が流れ出るところは水温は15度I
どで川竃がかかっていました。川の中州の椅子で本を読んで
いる人が印象的でした。（須藤）



逮 �よこはま　プロバス通信 �情報委員会・編集委員 
情報委員会所在地 横浜市中区港町3－13番地弁慶内 電話045－651－3643 

＜9月例会会員放談＞ 

1964年は浜銀入行の年でした。オリンピックでは国立前に
行きマラソンを見た。君原選手の独特のフォームが印象的で
した。その年フォンデュラススから来た女性を箱根に連れて行
きアンマを紹介したところ、着ている浴衣を脱いで大変なこと
になりました。（高橋）

今年は娘が銀婚式、私と妻が古
希のお祝いで旅行に行きまし
た。毎年一泊の旅行はしていま
すが、娘たちが旅行に光都いう
ことで、今年は2泊3日で博多と
大分の湯布院へ行ってきまし
た。今まで気が付かなかったの
ですが、カラオケを歌ってまった
く歌が合わないことが分かりまし
た。ん（冨永）

同級生3人と私は姉さん女房で
す。金ワラジ会という会を作って
います。ことしはベトナムとカン
ボジアへ行って楽しんできまし
た。食べ過ぎたり、女房連中は
下痢をしたりで大変でした。オリ
ンピックの年は生まれていませ
んでした？？？？8年後が楽し
みです。（同）

どこにも行っていない。サックスを始めたの
課題曲がどんどんこなしている。丹沢も近い
が今年はまだ行っていない。年をとると足腰
が弱くなってくるので健康の為に歩こうと息
■、＿ト・　J　　　′ヽlh rT1ヽ

轡

2020東京オリンピック

r夏の思い出J
r1964東京オリンピックその時私はJ

民生委員の研修で被災地の塩釜へ行っ
てきおた。民生委員がどのように動いた
かなどを聞いた。草が背丈ぐらいまで伸　く
び復興が遅れているのを感じさみしい思
いで帰ってきた。オリンピックは3つ上の．
姉が婚約者と見に行った。それだけで
す。（東野）

昭和39年は宮崎から大学入学のため上京をし
学生でした。競歩を初めて見た。足を地面からか
ら離してはいけないとゆうのが訳が分からない。
あとは江ノ島でヨットを覚えている。今年の夏は
ハワイに行けないので福島の常磐ハワイアンセ
ンターへ（今の名前はわかりません）。復興の様
子を見て行き元気をもらった。忘れてはいけない
と思った。ハワイアンセンターがあるのは「いわ
き」で私もイワキで毎日「「イワキ」rイワキ」と言
れていました。「イワキ■元気・がんるっぺ」（岩城

お盆前に伊勢神宮白石奉献に参加
してきました。参道から鳥居の前ま
で大八車で1000人ぐらいで引い
た。その後本殿でお参りをして、家
族・自分・みなさんのことをお祈りし
てきました。「（保谷）

横浜市の水源の道志村の山の中を
を歩いてきた。誰にも会いませんで
した。小磯さんの前で話すのはおこ
がましいが、横浜の開港後人口が
増えたので。井戸を掘ると塩水が出
てきた。そこで水道をつくことになっ
た。当時は天秤棒で桶をかつぎ水を
売っていた。今の値段で柄杓1杯（1
リットル）240円ぐらいで今のペット

ボトルと一緒ぐらいです。そこで水道
を2年間107万円で作った。市の予
算が5万円の時代です。（岡部）

f　ラジオ体操の会に参加している。そこに102歳の方がいる。

：冬は来なかった。春に参加するといっていたが来なかった。も
弓　うこれでと患ったかが夏に久々に戻ってきた。あと4か月で10

；3歳になる。希望を与えてくれている。70、80でもうと言って
いる人目標を高く持って、勝手に限界の緑を自分で引かない
ように。細胞学的には人間120歳まで生きられるそうです。（宮
川）

大学2年でグライダーをやっていた。グライダーをグランドで飛
ばすには木が邪魔で木を切って教授に怒られた。（円谷がガ
ンバレ、ガンバレ、俺たちもガンバレ）。今年の夏は孫と草津
へ行った。毎年夏は私と嚢で孫を独占できる。14：00から翌
1400の24時間でアーチェリー・カラオケリベターゴルフ・

ボーリング・アイアンゴルフtテニスなど7種短をやったが孫に
はどれにも興味を持ってもらえなかった。（関口）

8度目のガンになりました。二人に一人はガンになるそ
うです。でも早期発見すれば治るそうです。今まで前立
腺、大腸、肝臓、肺などのガンになり今回は大腸ガンで
す。3年前にドクターが変わったが「7回大手術した顔
ではない大丈夫手術をしましょう」と言われた。9月30
日に手術日が決定する。移動例会には参加したい。
「ガンの会」を作りますのでみなさん入会してください。


