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＜　岩城執行部スタ－ト　＞

2016年6月10日、第17回定時総会が開催され、第18期役員が選出されました。

この1年間よろしくお願いいたします。

岩城会長 [　副会長　：　荻原　信吾　]

第17代会長の　岩城　孝子　です。
本年度のテ－マは　「今・いまできることを一生懸命にの心」で　とさせて　
いただきました。
今、会員名簿を手にしていろいろなことが思い出されます。
最終頁に掲載されている嘗て在籍された方々を偲び「今があるのだなあ」と
しみじみ感じます。
日本ではまだ認知度の低かった15年前にチャ－タ－メンバ－として村上晋氏と
ともに入会し、プロバスクラブを会員の皆様とともに広めてきた思いがあります。
これからも「目配り、気配り、心配り」の気持ちをもって共に歩んでゆきたいと
思っております。この一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

須藤幹事 [　副幹事　：　加藤　豊　]

今回、幹事の任命を受け、横濱プロバス倶楽部に入会してすぐに情報委員長に
就任した時に話したことを思い出しました。
ボ－イスカウトの子供たちに「知らないからやらないのではなく、知らないから
やってみる。そうすることで自分の中に新しい引出しができる。」と話しています。
今回も同様の気持ちで、行動的で楽しい倶楽部になるように頑張っていきたい
と思います。皆さんのご協力をお願いします。

保谷例会委員長 [　例会副委員長　：　樋口　健太郎　]

今回、例会委員長に就任いたしました保谷です。
今期の役員構成は、会長にはチャ－タ－メンバ－であり初めての女性会長。
また、幹事・例会委員長・会員委員長・情報委員長の四役は倶楽部初めての
60歳代の若手が会長を核として、今期一年（一念）いわき・やるき・げんき　で
会を運営させていただきます。ご支援をよろしくお願いいたします。

持田会員委員長 [　会員副委員長　：　清水　次夫　]

このたび、会員委員長に就任いたしました持田久次と申します。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
2015～2016年度は皆様のご協力により10名の新会員が入会しましたが、
2016～2017年度も引き続き会員を増やしてまいりたいと存じます。
また、会員間の親睦会等を実施することにより、会員が楽しくなれるように
心掛けたいと思います。
どうぞ1年間皆様のご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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神谷情報委員長 [　情報副委員長　：　松本　和夫　]

今年度、情報委員長を仰せつかりました神谷です。
まずは、倶楽部に有益な情報そして会員の皆さまに関心をもっていただける
ような情報を提供して参りたいと思っております。さて、どんな情報を見つける
ことが出来るやら？　また、プロバス通信の発行には皆さまの情報提供が欠
かせません。ご協力のほどお願いいたします。
なお、ホ－ムペ－ジの作成にあたりましては、引続き関口会員にご支援を
頂きます。よろしくお願いいたします。

冨永参遊会会長 松下会計・事務局 平野会計監査 中村常任理事

[　副会長：宮川清彦　] [　事務局補佐：丹野弓子　] [　会計監査：加藤道子　] [　常任理事：森山　功　]

＜　総会に寄せて　＞

　加藤　義一　氏　の手紙　（原文のまま）　

加藤義一氏のプロフィ－ル
1921年9月30日生まれ　横浜市立大学事務局長を経る
横濱プロバス倶楽部のチャ－タ－メンバ－で、第4代会長
現在　名誉会員
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＜　会員放談　＞

2016/7月・鈴木武道会員

入会のきっかけは、50年来の友人である須藤会員の紹介です。
現在、横浜戸塚ロ－タリ－クラブ会員でもあります。

生来、スピ－ドのある乗り物が大好きです。
バイクだけでなく飛行機にも乗ります。
米国では、37時間の実地訓練で簡単に飛行機のライセンスが
取れます。年齢は16歳以上でOK。
私は、サンタモニカの訓練場で取得。
米国で農場をやっている人は、飛行機で種をまくので、若い人は
皆ライセンスを持っています。
日本は、医師の保有者が多いそうです。

飛行機はぶつかるものがないので楽。着陸する時が大変です。
特にセスナは上が見えない。
着陸時、ほかの機が見えないので注意が必要です。
私のテスト飛行のFinalの時、降りてくるときに高圧線があった。
教官が寝たふりをしていて大慌て、「危うく事故になるのでは」　と思ったことを覚えています。

飛行機は、上昇するとアイシング（氷が付着する）状態になる。
そのまま着陸しようとすると、氷が固まっているため車輪が出ない。
そこで、西海岸では、海に出て低空飛行をすることで氷を溶かし、車輪が出るようにしてから
着陸態勢に入ります。
飛行機は事故率は非常に低く車より安全と思いますが、事故時の死亡率が高くその点心配ですね。

その他、車が好きです。
ニッサンフェアレディＺでレ－スに出たことがあります。
レ－スはタイヤがもたないと完走できません。
タイヤのあのゴムが熱でベロベロに溶けてしまうのですから・・・
日本のコ－スでは富士スピ－ドウェイが素人でも運転しやすく、事故も少ない。
というのも、富士のコ－ナ－の広さは鈴鹿の4倍もあるからです。

バイクは　16歳から乗っています。
今まで2回大きな事故を起こしています。足には今でも鉄線が入っています。
今は500ＣＣのハ－レ－に乗っています。

飛行機のライセンスは、3か月乗らないと他の人を乗せられなくなります。
それをクリアする為、タッチ＆ゴ－を3回やって教官からOKのサインをもらうことが必要です。
飛行機は世界中どこに行っても乗れます。
ただし、その国に登録された飛行機のみですが・・・

ご清聴ありがとうございました。

2016/9月・清水次夫会員

2015年8月、青木会員の紹介で入会させていただきました。
長年にわたって日本生命に勤務しておりました。以下、自己紹介をさせていただきます。

○新潟商業卒業後、昭和34年4月　日本生命入社、現在に至る。

○日本生命在籍中は、現日本生命会長の岡本氏とともに仕事を
    したことが印象に残っております。

○家族 妻とは職場結婚です。妻は2年前に他界し、現在は
一人暮らしです。
長男は都内の品川区、長女は地元の南区に在住で、
孫は二人です。
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○趣味 カラオケにゴルフですが、最近は　グラウンドゴルフにはまっています。
グラウンドゴルフは5ホ－ルで1ラウンドです。
ホ－ルインワンも何度かやりました。

○故郷 新潟市の江南区です。
新潟市は二、三十年前の町村合併で政令指定都市となりましたが、
町村合併前は亀田町（あられの亀田製菓がある）というところでした。

新潟で、お酒といえば、あの「越乃寒梅」です。でもこれしかないのですが・・・

皆さん今後ともよろしくお願いいたします。

＜　例会報告　＞

第174回　7月例会　7/8（金）　進交会館　出席者34名

○会長挨拶
本日は、横浜グリ－ンプロバスクラブの田中副会長、菅野幹事を
お迎えしました。
今月から、新年度がスタ－トしました。
私のテ－マ「今・いまできることを一生懸命にの心」で一生懸命に
やっていきます。
よろしくお願いいたします。

○ゲスト紹介
横浜グリ－ンプロバスクラブ

田中副会長　様
新年度がスタ－トし、まだまだこれからです。
よろしくお願いいたします。

菅野幹事　様
本日は、よろしくお願いいたします。

横浜山手ロ－タリ－クラブ
元会長　平賀　泉　様

横濱プロバス倶楽部には愛着を感じております。
これからもお邪魔します。
よろしくお願いいたします。

○新入会員紹介
吉原　勝成　氏　　　　紹介者　松下会員

松下さんの紹介で入会することになりました。
以前、松下さん在住のマンションの上の階に住んでおりました。
よろしくお願いいたします。

○誕生月お祝い品贈呈
6月誕生月

金子　惇子　会員
6月はjuneで惇子。
入会早々に誕生日祝いをありがとうございました。

鈴木　武道　会員
夏至の誕生日で73歳です。
免許証は高齢者切り替えで、運動神経年齢は26歳（？）
今でもバイクに乗っているせいでしょう。
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7月誕生月
關　尚記　会員
76歳になりました。
良いことがありました。
宝くじ　ナンバ－ス　15,600円（？）ゲット！

束野　操　会員
本日は大勢のご参加。女性会員が増えてきました。
会長を助けてやっていきたいと思っております。
よろしくお願いいたします。

佐藤　靖雄　会員
入会して即お祝い。ありがとうございました。
誕生日は、お盆と1日違いです。
今後ともよろしくお願いいたします。

手塚　明美　会員
休会中のため、岡部会員（前会員委員長）より報告
先日、誕生祝品を届けてまいりました。
会員は続ける。皆様によろしくとのことでした。

第175回　9月例会　9/9（金）　進交会館　出席者36名

○会長挨拶
このところ台風など災害が続き大変です。
ここ横浜だけは無事で「いいのかなあ～」なんて思ったりしています。
8月は休会で久しぶりに仲間にお会いできてうれしく思っています。
さて、今日は横浜山手ＲＣの平賀社会奉仕委員長様がご出席です。
後ほどご挨拶をお願いいたします。
また、八王子での東日本ブロック交流会には12名のご参加を頂き
ありがとうございました。
では、本日の例会が素晴らしい会となることを祈って開会とします。

○ゲスト紹介
横浜山手ロ－タリ－クラブ

社会奉仕委員長　平賀　泉　様
横濱プロバス倶楽部さんとはスタ－トから係わっており
親しみを感じております。
これからもよろしくお願いいたします。

○誕生月お祝い品贈呈
9月誕生月

大久保　武　会員
78歳になりました。まだ若いつもりでおります。
晩酌の量が減ってきました。
これからも元気でやっていきます。

樋口　健太郎　会員
大事なことは”健康”です。
さる年（6回目？　7回目？）、乙女座　です。

関口　尚親　会員
72歳になりました。年男です。
よろしくお願いします。

（5/8）



＜　第1回東日本ブロック交流会から　＞

9月5日（月）全日本ＰＣ協議会第1回東日本ブロック交流会が京王プラザホテル八王子で開催されました。
北は旭川（1）　五所川原（2）　横濱（12）　横浜グリ－ン（7）　鎌倉（4）　東京多摩（11）　東京日野（15）
埼玉浮城（10）　群馬前橋（4）　東京八王子（45）　そして神戸北プロバスの吉川元会長、又当倶楽部から
岩城会長、全日本の中村会長初め12名が参加、総勢112名で、五所川原ＰＣ田中会長も来られ大盛会
でした。 （荻原発）

開会の挨拶 各ｸﾗﾌﾞ紹介＆ふるさと自慢

東京八王子プロバスクラブのアトラクション

立川副会長の司会でシニアダンディ－ズによる見事なコ－ラス。平均年齢80歳をこえているそうです。

着席ビュッフェスタイルで会食 交流会後の居酒屋での交流会（参加者35名）

＜　同好会だより　＞

○にこにこサロン　：　世話人・荻原会員

　暑気払いを兼ねた恒例の「にこにこサロン」が、8月19日（金）の理事会後にいつもの　関内とりろう
（旧弁慶）で開催されました。例会はお休みでしたが、初参加の金子惇子さん初め21人もの会員に
出席いただき、前青木社長から今回も貴重なお酒の寄付や特別メニュ－の提供があり、また岩城
会長の寄付もあって大変な盛会となり、皆さん大いに英気を養うことができました。
青木大将、ありがとうございました！！ （荻原発）

○旅行同好会　：　世話人・保谷会員

　来年の韓国旅行に向け計画中です。
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○カラオケ同好会　：　世話人・冨永会員

　毎月の例会後に開催しています。

9/9（金）　第175回例会終了後、関内駅近くの
ビッグエコ－にて、新入会員吉原さんの初参加、
長老・松田会員のシャンソン、久しぶりの宮川会員、
最近毎回参加のダニエルＴ山田会員、そして毎回
参加の持田、清水、松本各会員含む8名で、各々
自慢の声を披露し、日頃のストレスを解消して、
5：30ＰＭ解散しました。 （冨永発）

○ゴルフ同好会　：　世話人・関口会員

　第14回ゴルフ同好会始末記
9/19（月）
迫りくる台風16号をものともせずに3台の車が足利を目指す。
我、横浜プロバスクラブ・ゴルフ同好会の面々である。
保谷車：森山、神谷　同乗
持田車：青木、樋口
関口車：冨永、須藤
14：00過ぎに東北自動車道・羽生SAにて合流。
15：00　足利・冨永邸到着。やっと腰を伸ばす。
早速、買出し組、会場設営組に分かれ、16：00には大相撲秋場所を見ながらの大宴会がスタ－ト。
18：00　大相撲も終えカラオケに移ったとたん機械の調子が・・・　ダメだ！！
急遽、業者を呼び寄せるも復旧せず・・・　
ところがカラオケの魅力に勝てず、なんとその場で買い替えることと相成った！！
○万円を全員で出し合い（富永さん、持田さん大枚の寄付）待ちに待ったカラオケ大会がスタ－ト。
待ちに待たされたこともあり、外の雨も気にせず、飲めや歌えやで延々深夜まで。
時計が翌日を指した頃、ご近所からの「ソロソロ美声をお控えになっては・・・」のご忠告で終宴。

9/20（火）
昨日の大奮闘にも拘らず、全員6：00には起床
（年で目が覚めてしまうだけ？）、6：300出発。
7：00つつじヶ丘ゴルフ場到着。朝食も早々に
スタ－ト。幸いにも台風の影響は少なく、途中
小雨がパラついた程度であった。これも参加者
の熱心さの賜物？
午後の風雨を避けるべく、通しで18ホ－ルを回り
13：00過ぎにはホ－ルアウト、即刻風呂へ。
その後、昼食をとっていると雨脚が急に
強くなってくる。全員、「あ～　良かった」。
肝心のゴルフの成績はというと、優勝は冨永会員
2位は神谷会員、3位は青木会員。
ニアピンはINは神谷、持田の両会員、OUTは
青木会員が独占。190ヤ－ドをドライバ－で乗せ
る青木プロの技術に舌を巻く。
反省と懇親の後、新ハンディ、次回幹事を決め
早めにお開きとし、「風雨の強くなる前に・・・」と、
帰路に就く。
全員無事に帰り着きましたよね。
ではまた来年もお楽しみに・・・ （神谷発）
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○パソコン勉強会　：　世話人・須藤会員

　iPADで楽しむ勉強会。横浜駅西口の県民サポ－トセンタ－で毎月開催しています。
　初めての方への分かりやすい指導・説明が特に好評です。
　お気軽にご参加ください。

○海山同好会　：　世話人・樋口会員

　野島公園にてＢＢＱ

6月5日（日）開催。小雨、肌寒い。松下、須藤、冨永の各氏が9時に集合。
早速ブル－シ－トの屋根を張り、1号炉で火を熾し、水汲み等準備を進めた。
生憎の天気だが、公園は大勢の人出でにぎわっていた。
11時前から二人のシェフの料理を堪能しながら、めいめい好きな飲み物でのどを潤しながら懇談。
時に雨脚も強まったが、ブル－シ－トの効果は抜群で雨の心配もなく大変盛り上がった。
また、周囲の若者のグル－プや中国人家族と食べ物を交換する等積極的に交流した。
潮干狩りは未だ雨が残る昼頃、加藤、松下氏が挑戦したが獲物はわずかだった。
バケツ一杯採った中国の方からあさりの差し入れがあり、「これも交流の成果？」と喜んだ。
午後2時ごろから雨も上がり終了の4時半には上天気、皆大満足で帰宅の途に就いた。
本日は10名の参加だったが、ボ－イスカウト仕込みのシェフの腕は素晴らしく、また時間のたつの
も忘れておしゃべりを楽しんだ。次回は是非大勢の参加を期待しています。 （樋口発）

○ボーリング同好会　：　世話人・持田会員
9/2（金）第13回ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ同好会を開催。

　横浜駅西口のラウンドワンで毎月開催しています。 参加者6名（冨永、保谷、樋口、加藤豊、
神谷、持田）による2ｹﾞ-ﾑﾄ-ﾀﾙで争い、
加藤氏が269点でトップ。今回はまれに
みる低水準でした。終了後、近くの居酒
屋で2名の追加参加（松下、関口）を加え
反省会＆懇親会。スコア低調だったので
旅行、ゴルフ等の話で盛り上がる。
皆さん持病の無い健康老人ばかりでした。

（持田発）
○英会話勉強会　：　講師・ダニエル・Ｔ山田会員

6/24（金）第1回スタ－ト。本場の米語をわかりやすく、楽しく学んでいます。

第1回目の英会話勉強会が進交会館で開催されました。
講師は、ネイティブのダニエル・Ｔ山田会員。
参加者は総勢20名と大盛況であった。
初めは皆さん遠慮気味であったが徐々に慣れ、ダニエルさんの
お人柄もあり楽しく会話が進むようになる。
「出会いの挨拶」から始まり、「お祝いの言葉」等まであっという間の
2時間であった。
終わりの方では、「次回はいつやるの？」「どんな内容になるの？」
「もっと実際の会話をしましょう」等々活発な意見が交わされました。
今後とも大勢の方々の出席を期待しています。
そして、ダニエル先生、不出来な生徒をよろしくお願いいたします。

（神谷発）
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