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全日本プロバス協議会総会＆九州旅行

　11月29日　全日本プロバス協議会総会が北九州で開催され、当クラブから15名の精鋭が参加、

大会を大いに盛り上げる。

　大会終了後は、11月30日　12月1日の2日間に亘り九州を巡り、会員間の相互理解と親睦を深める

絶好の機会となった。

１．　１日目：１１月２９日（火）

 ・羽田空港午前９時１０分発のスタ一フライヤ７５便で定刻に離陸準備するも出発便の混雑
　　　  で５分ほど遅れて離陸した。それでも、午前１１時過ぎには北九州空港へ到着した。

  到着ロビ一を出て貸切バスを待ち、午前１１時２５分に宿泊ホテルに向かい、そこで荷物を
　   　　降ろし昼食会場のホテルアルモニ一サンクへ向かい、昼食を済ませて隣の総会会場（北九州

   ソレイユホ一ル）へ入り受付を済ませて開会の午後１時まで着席して待機した。

・全日本プロバス協議会総会が、中ホ一ルを使用して午後１時より北九州プロバスクラブ
 副会長松本忠氏の司会で開会。

・全日本プロバス協議会会長中村實氏の挨拶、来賓の北九州市副市長松本照仁氏の挨拶、

  国際ロ一タリ一第２７００地区幹事長矢野清博氏の挨拶、小倉ロ一タリ一クラブ会長
　　　   伊与田修氏の挨拶、祝電披露の後、全日本プロバス協議会幹事長森山功氏の司会で議長選出後、
　 　  　議事に入った。
　    　・議案１、議案２、議案３共、賛成で承認された。
　    　・総会は北九州プロバスクラブ副会長松本忠氏の閉会の辞で終了した。

・北九州大会が大ホ一ルを使用して午後３時より北九州市長北橋健治氏の記念講演

  「生涯現役で活躍できるまちづくり」でスタ一とした。
　 ・歓迎イベントとして、出演者が全員北九州プロバスクラブ会員の筑前琵琶演奏家山口美江子氏の
　　　　演奏、オペラ歌手斉藤美智子氏の独唱、男声合唱団メ一ル・ハ一　モニ一の合唱、ソプラノ歌手

 植田佐世子氏の独唱があり、大いに盛り上がった。
・交流懇親会では、北九州プロバスクラブ会長古賀靖子氏の歓迎挨拶の後、全日本プロバス協議会
  幹事長森山功氏の乾杯の音頭で乾杯をした後、懇談に入った。　
・最後に北九州プロバスクラブ副会長池ノ内弘三郎氏の閉会の辞でお開きとなった。
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・この後、会費制の２次会が中ホ一ルであり参加したが、参加者が多くカラオケも最後まで歌えず、
 途中で外へカラオケ同好会のメンバー４人（冨永、保谷、宮川、持田）でカラオケ館に行った。
・終了後、宿泊ホテルのホテルクラウンパレス小倉に戻って１日目が終了した。
・総会出席者：青木、小野寺、加藤（道）、加藤（豊）、小磯、須藤、束野、冨永、中村、保谷、松下、
  宮川、持田、森山、（１４名）
・宿泊者：総会出席者（１４名）＋岩城（１５名）

　　

　２．  ２日目：１１月３０日（水）

・ホテルクラウンパレス小倉を午前９時１０分に出発して柳川・川下りの乗船場がある国道橋まで
 貸切バスで移動し、そこから、舟で５０分ほど女性の船頭の説明や歌を聞きながら大東で下船し、
 昼食は、うなぎの大東でうなぎのせいろむしをいただいた。
・昼食後、うなぎの大東駐車場より湯布院まで貸切バスで移動し午後３時２０分に到着、由布院温
 泉のまち歩きや金鱗湖を見学して午後４時２０分に別府にある杉乃井ホテルに向けて出発した。

　 ・到着後、午後６時より夕食：個室宴会となった。宴会後は部屋に戻り寝る者、幹事部屋で宴会の
  続きをやる者に分かれて２日目が終了した。
・宿泊者：青木、岩城、小野寺、加藤（道）、須藤、束野、冨永、中村、保谷、松下、宮川、持田、森山（１３名）

　

　

　　　

　　　　　　　　　

３．　 ３日目：１２月０１日（木）
　  　・別府杉乃井ホテルから予定を繰り上げて午前９時過ぎに高崎山自然動物園に向けて出発した。
  　　・到着後、徒歩でさるっこレ一ル下部駅舎まで行き、乗車してサル寄せ場まで移動した。丁度Ｂ群のサル
　　   ７２３頭が集まっていた。Ｂ群のボスザル（ナンチュ一）は近くで見ると毛並みにつやがあり貫禄があった。
  　　・見学後、さるっこレ一ル上部駅舎より乗車して下部駅舎まで移動し、徒歩で駐車場まで戻り次の見学
  　　　場所である血の池地獄（国指定名勝）へ向かった。

　　　

　 　・血の池地獄は名前の通り、煮えたぎる粘土は、噴気までが赤色。豊後風土記に「赤湯泉」と記された
    　日本最古の天然地獄である。
　 　・次に徒歩で龍巻地獄（国指定名勝）へ移動した。ここは、別府市指定天然記念物の「間欠泉」である。
　　  丁度、熱湯と噴気を噴出するところを見学することが出来た。
   　・この後、昼食場所である別府海鮮市場へむかった。
   　・昼食は新鮮な海の幸をいただき、参加者は満足そうだった。
　 　・昼食後、残りの地獄めぐりへ出発した。
　 　・１番目はかまど地獄
　　　　猛烈な噴気と共に高熱温泉をだしていた。泉温９０度。
　 　・２番目は海地獄（国指定名勝）
　　　　爆発的で涼しげなコバルトブル一の池で海のようだった。ここは鶴見岳の爆発によってできたそうです。
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　　・３番目は鬼石坊主地獄
　　　　灰色の熱泥が大小の球状をなして沸騰する様が坊主頭に似ており、鬼石という地名に由来して
　　　　鬼石坊主地獄と呼ばれている。
　　・４番目は鬼山地獄
　　　　鬼山という地名に由来する。別名「ワニ地獄」の名で親しまれている。大正１２年に日本で初めて
　　　　温泉熱を利用したワニの飼育を始め、約７０頭のワニを飼育している。
　　・５番目は白池地獄（国指定名勝）
　　　　噴出時は無色透明の熱湯が温度と圧力の低下により、自然に青白色を呈していた。
　　・以上で午前中の２地獄、午後の５地獄の７地獄めぐりが終了した。

　　　　

　　・終了後、予定を早めて大分空港へ向かった。

　　・到着後、出発まで２時間ほどあり、買い物をしたりして出発ロビ一で待機した。
　　・大分空港発午後６時１０分のＡＮＡ８００便で羽田空港へ向かった。
　　・午後７時３５分に羽田空港到着後、到着ロビ一１階で解散し３日目を終了した。

　　・ＡＮＡ８００便搭乗者

　　　 青木、岩城、小野寺、加藤（道）、須藤、束野、富永、中村、保谷、松下、宮川、持田、森山（１３名）

最後に今回の九州旅行は３日間ともお天気に恵まれ、２日目の朝小磯氏が都合でお帰りになられ、
加藤（豊）氏が都合でお帰りになられるため由布院温泉まち歩きの後、湯布院駅前で下車され
２名少なくなったが、１日目の全日本プロバス協議会総会と合わせて成功裏で終了した。

（　以上、持田会員の道中記から　）

＜　例会報告　＞

第176回　10月例会　10/14（金）　進交会館　出席者34名

○会長挨拶

このところ、すっかり秋になってきたと感じられます。
この会が楽しく進んでいることに感謝します。
そしていろいろとやっていただいている皆様に御礼申し上げます。

○ゲスト紹介

横浜山手ロ－タリ－クラブ　会長　根本　裕　様
よろしくお願いいたします。

横浜山手ロ－タリ－クラブ社会奉仕委員長　平賀　泉　様
これからもよろしくお願いいたします。
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○ビジタ－紹介

金子　利成　氏　　　紹介者・青木会員
清水会員の2年後輩で、新潟県の出身。野村証券に勤務していました。
自己紹介：皆様にご承認いただければ速やかに入会したい。

転勤で47都道府県全てを回りました。名前の順序を変える
と「利子成金」となります。よろしくお願いいたします。

田村　剛　氏　　　紹介者・森山会員
何十年前の同級生です。
自己紹介：よろしくお願いいたします。

水田　実　氏　　　紹介者・関口会員
入会して初めて紹介します。ゴルフ、テニスがお好きで、精密機器の
輸入販売をされています。
自己紹介：新潟県佐渡の赤泊出身です。腰を悪くし、今はゴルフは

やっていません。趣味を探しているところです。
車の部品検査用機器販売で今年の2月にリタイアしました。

○誕生月お祝い品贈呈 10月誕生月

持田　久次　会員　 中村　實　会員　　
67歳になりました。明日15日 82歳、さそり座です。
青少年センタ－で校歌祭が 国際連合は1945年の
あります。声を出し健康で 同日に誕生しました。
行きたいと思っています。

ダニエル・Ｔ山田　会員　 小西　観祐　会員　　
85歳になりました。 プロバスで2回目のお祝い
日本には1/3位です。 を頂きました。
精神年齢は若いです。 58歳で同じくさそり座です。
今後ともよろしくお願いします。

第177回　11月例会　11/11（金）　進交会館　出席者34名

○会長挨拶

朝方の天候が気になりましたが、雨も上がり良かったですね。
皆さん方がこの会を大切にして頂き、楽しく進められていることに
感謝します。
そして大勢の方々のご出席に御礼申し上げ、開会の挨拶とします。

○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
ロ－タリ－を欠席し、プロバスクラブでメ－キャップさせて頂き
有難うございます。
本日もよろしくお願いいたします。

○ビジタ－紹介

内山　昌俊　氏　　　紹介者・持田会員
横浜銀行のご出身で、私の大先輩です。
自己紹介：分からないことばかりですが、

今後ともよろしくお願いいたします。
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○新入会員紹介

金子　利成　氏 　　紹介者・青木会員
近所に在住です。よろしくお願いいたします。

水田　実　氏 　　紹介者・関口会員
新潟県佐渡の出身です。
その昔、世阿弥は佐渡に流されましたが、現在でも世阿弥のイベントを
開催しております。来年是非とも皆さんと一緒に参りたいと思います。

○誕生月お祝い品贈呈 11月誕生月

森山　功　会員
11/3　文化の日の生まれです。
家族も誰も祝ってくれませんが、プロバスではお祝い品まで頂けます。
1年で最高の楽しみです。ありがとうございました。

加藤　道子　会員
プレゼントがうれし～い。○○歳になります。
足手まといとならないように・・・。これからもよろしくお願いいたします。

冨永　和男　会員

昭和18年生まれ、73歳です。
子供は娘ばかり。家族でお祝いされました。
女の子は有難いですね。お小遣いまでもらいました。
さて、あと何回もらえることやら・・・

神谷　恒夫　会員

誕生祝品を有難うございました。
「もう一度生まれ変われるとしたら、また同じ人生を歩みたい。」
と思えるような人生を歩んでいきたいと思います。
これは、ニ－チェの言葉です。

第178回　12月クリスマス例会　12/9（金）　進交会館　出席者36名

○会長挨拶

お風邪を召されたのか？　ハスキ－な声でのご挨拶。
全日本プロバス協議会総会・北九州大会への15名のご参加の御礼。
”横濱プロバス倶楽部ここにあり”を示すことが出来てよかった。
これも皆様のご協力のおかげです。ありがとうございました。
本日は、横浜山手ロ－タリ－クラブからもご参加を頂いております。
過日、加藤義一名誉会員の誕生日祝いをお届けしてまいりました。
非常に喜んでいただき、「皆様に宜しく」との事でした。
それにしても大先輩が大変若返ったご様子で私どももビックリです。
また先日、日銀の貨幣博物館に行ってまいりました。
1885年我が国初の紙幣です。コピ－ですがお手元に配らせて頂きました。
では、本日の例会よろしくお願いいたします。
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○乾杯 乙幡会員の音頭

「本会の発展と皆様のご健勝を祈念して”乾杯”」

○ゲスト紹介

横浜山手ロ－タリ－クラブ・根本会長様、ナガノ様

本日もよろしくお願いいたします。

○新入会員紹介

内山昌俊　氏 紹介者・持田会員
二宮町に在住。横浜銀行出身でその後介護の仕事に就く。
70歳で仕事を辞め、これからユックリしようと思っております。
特に何もありません。人が好いだけかな？
運動神経はダメ。あとはカメラを少々やっております。

○誕生月お祝い品贈呈 12月誕生月

加藤豊　会員 荻原信吾　会員
71歳になりました。 69歳になりました。
これからも仲間として 90歳まで頑張りたい
頑張っていこうと思い と思っております。
ます。

岡部正久　会員
嬉しいものですね。
”馬車道の日曜画家”に
毎年出品しています。
よろしくお願いします。

○歓談の時間

・各所で歓談の花が咲く
・アルコ－ルもふんだんに用意され（青木会員から寄贈あり）、皆さん堪能できましたか？
・ダニエルＴ山田会員：「アメリカ大統領選挙を斬る」（米国人の視点からの解説に皆さん納得？）
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○プレゼント交換

・思わぬプレゼントに至る所で歓声が上がる。

・ヨーロッパ出張中の平山会員からのプレゼントは誰の手に？

・普段お世話になっている進交会館の方々にもご参加を頂きました。

第179回　2017年1月例会（賀詞交歓会）　1/13（金）　進交会館　出席者36名

○会長挨拶

明けましておめでとうございます。
早い時間から例会のご準備を頂き有難うございます。
皆さんとともにこの会で過ごせることを感謝いたします。
さて、平成29年酉年です。私は年女です。
皆さんも穏やかな新年を迎えられたことと存じます。
本日は、横浜山手ロ－タリ－クラブ・平賀様のご参加を

頂いております。

○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

本日もよろしくお願いいたします。

○新入会員紹介

田村　剛　氏 紹介者・森山会員
中央大学出身です。
今後ともよろしくお願いいたします。
→会長からバッジ、ブルゾン贈呈

○新春の謡曲 松田会員による恒例の謡曲「鶴亀」

聞き惚れること十数分、改めて新春を味わう。
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○乾杯 乙幡会員のご発声

好天に恵まれ穏やかな新年でした。

今年は創立17年目になります。

創立に貢献された横浜山手ＲＣ様、そして皆様のご健勝を祈念して”乾杯”

○誕生月お祝い品贈呈 1月誕生月

丹野弓子　会員 松田和　会員
89歳になりました。

本年が素敵な年となる 当会で2番目の長老。
よう願っております。 「良くここまで来たな」

という感じです。

青木伊平　会員

82歳になりました。人の年齢は、いくつに見えるかが年齢だ。
まだまだ頑張ります。
横浜がリ－ダ－シップを取って全日本プロバスをやっていくことで

良い方向付けができました。今後も頑張ります。

吉原勝成　会員 松下尚雄　会員
73歳になりました。 73歳になりました。
初めて誕生日プレゼントを 75歳まで現役を続けます。

頂きました。 それまでは事務局をやります。
ありがとうございました。 あと2年間よろしくお願いします。

誕生日を祝い、平山会員の主導で「ハッピ－バ－スデ－」を合唱。

○新春恒例の全会員による1分間スピ－チ（テーブル着席順）

新春の過ごし方と今年の抱負を全員が披露。
箱根駅伝にまつわる話題が多数・・・
本会への積極的な参加を示された全員の意欲あるスピ－チでした。
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終了間際に体調を

崩していた佐川会員

が久しぶりに参加

しました

○月の歌　　「一月一日」（年の初めのためしとて）

全員、起立　合唱

平山会員より　お祝いの歌の披露。　皆さん美声に酔いしれる。

＜　会員放談　＞ 2016年10月　　神谷　恒夫　会員

前回（2015年7月例会）、銀行で現金が合わなかった時のお話をしたと思います。
「手元の現金が不足する場合は銀行の損となるので良しとするが、現金が余ってしまった場合は
お客様の損となるので問題です」　このような話であったと思います。
今回は、「銀行の貸出（融資）と最近の金融情勢」についてお話ししたいと思います。

銀行の業務は大きく分けて三つの業務があります。
一つがお客様からお金を預かる預金業務、二つ目がお金を融資する貸出業務、そして三つめが
お金を移動（振込）する為替業務です。

銀行の収益面からみると、融資で利益の大半を上げております。
融資による収益は資金収益と言って、利益額の約75％～80％を占めています。次が役務収益
（手数料収益）で20％～25％となっております。
具体的には、預金で資金の仕入れをし、融資で資金の販売をすることです。
この預金と融資の金利差で収益を上げているわけです。
ですから、「他人のふんどしで商売をしやがって」と言われるわけです。

私も若かりし頃、随分と勉強させられました。融資に不可欠の審査業務を徹底的に叩き込まれた
ものです。これにより審査力の強化、所謂「目利き」が養われるのです。
このごろは、この審査力が落ちてきています。
バブルの時期前後からスコアリング融資（貸出先を売上、利益等を点数化し融資の可否を決める）
が主体になり、最近ではAI（人工知能）で判断？　ペッパ－君みたいなロボットに向き合わされ、
申込み内容を言わされ（入力させられ？）、挙句に「条件に合いません。お引き取りください。」
ということになりかねません。本当にとんでもない時代になりそうです。
この結果、年々銀行員の審査力が落ち、銀行の収益に大きな影を落とすことになりそうです。

一方、今起きている「マイナス金利」とはどういうことなのか？私たちに影響はあるのでしょうか？
日本の金融政策には三つの主要政策があります。
一つ目が「公定歩合」。これは金利政策ですが、金融市場の自由化により今では使われて
おりません。
二つ目が「公開市場操作」。これは国債を売買することで市場の通貨を増減させ、物価の安定を
目論むものです。物価が上昇気味になれば国債を売却し市場の通貨を減らし、下降気味になれば
国債を購入して通貨を増やしインフレに誘導するのです。
三つめが「準備預金制度」と言われるもので、メガバンク等市中銀行が日銀に一定率の資金を
預ける制度です。現在、銀行の資金量（預金量）の1.2～1.3％程度が日銀に預け入れることを
義務付けられており、その金利は0.1％となっております。また、この一定率を超える資金の
預け入れも可能でした。
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しかし今年の1月から、この一定率を超える資金の預け入れについては0.1％のマイナス金利が
課されることになったのです（日銀に0.1％の金利を払う）。
これにより政府は、銀行の余裕資金を融資に向かわせようとしたのです。
ところが今のところ銀行の融資の増加には結びついていないようです。
世間は少子高齢化や雇用不安等の先行き不安で消費増、投資意欲改善とはいかないようです。
インフレタ－ゲット2％はなかなか厳しそうです。

では、これにより銀行業界はどうなってゆくのでしょうか？
先程、「銀行の審査力が落ちてきている」「目利きが出来なくなってきている」といいましたが、
銀行が融資先を見つけられなくなってきているのです。
成長力のある企業はあるのか？　どの会社が技術力、開発力をもっているのか？
地域の中でこれが出来なければ銀行は見放されてしまいます。
銀行は、まさに構造不況業種へと突き進んでいるのです。

そうすると銀行はどういう行動をとるのでしょうか？　私たちへの影響はあるのでしょうか？
銀行では融資が伸び悩み、収益が減れば、それをカバ－することを考えます。
そうです。収益確保のため手数料収入の拡大を図るのです。
即ち、ATM手数料の値上げ、為替手数料の値上げ、貸金庫預かり料の値上げと続くでしょう。
そして新たな手数料として「口座管理料」の新設もあると思います。
1千万口座で＠1千円の管理料をとればあっという間に百億円の増収です。お～怖い。

ここに「金融庁の長官が進める大改革」について書かれた本があります。題して「捨てられる銀行」。
すでに10万部も売れているようです。50万人ともいわれる全国の銀行員の間で大評判のようです。
ご興味のある方は是非お読みください。

そう、今のような状況が続くと、ここ10年くらいで銀行は半減するかもしれません。
現在、メガバンク3行、地方銀行60行、第2地方銀行（旧相互銀行）50行等、全体で120行ほど
ありますが、50～60行程になってしまうことでしょう。
地方銀行では各地で経営統合が進んでいます。
今年の4月に横浜銀行と東日本銀行が経営統合し「コンコルディアファイナンシャルグル－プ」に、
10月1日に常陽銀行と足利銀行が経営統合し「めぶきHD」に、そして来年の4月にはふくおかFGと
十八銀行の経営統合が予定されております。
生き残りをかけた厳しい競争が始まっているのです。
私の出身行が生き残ることを願って話を終えます。
ご清聴ありがとうございました。

＜　会員放談　＞ 2016年11月　　松本　和夫　会員

こんにちは、松本です。
入会してまだ日も浅いのですが、「生い立ち」についてお話しさせていただきます。

小学5年のころ、島倉千代子の「この世の花」　：　赤く咲く花、青い花・・・　なぜ赤が青なんだ？
かきに赤い花咲く・・・　　なぜ柿が赤いんだ？
そのころは意味も分からずに歌を歌っていた。

私は横浜で生まれました。生まれたときは体が弱かったのです。
医者から見放され、助からないと言われた。
小さい時から　薬の「わかもと」を噛んでいた。そのおかげで助かったと思っています。
今でも飲んでいますよ。

2歳半の時、産後の肥立ちが悪く母を亡くしました。母の顔も知らず、写真もありません。
祖父は、203高地で明治38年に亡くなりました。父は、明治36年生まれです。

小学校の頃は体が弱く、体育をやっていなかった。
中学校では体育の授業が嫌だった。高校は、横浜緑が丘高校です。
中学の時、父から「体を鍛えよ」と言われた。
体を鍛えるには何が良いか？　そこで卓球を選んだのです。
卓球は意外と体力を使うのです。サッカ－と同じくらい？
体力強化を行い、自信が出来てきたことから体育が好きになる。
今では、薬は一切飲んでいないほどです。
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小さい頃（幼稚園に入る前の2年間ぐらい）は田舎の愛川町で暮らした。
この時期が一番楽しかったのかな？　と記憶している。

会社時代の話
バブルが弾けたころであったが・・・
朝、出勤すると　お客と次長、行員が話をしていた。
お客の話では、「自分の営業時間中に話しに来た。これは営業妨害だ！」　とのクレ－ム。
お客は近所の札付き者。大蔵省へも電話され大騒ぎになったが、直接対応し収まる。
それから電話料金納付に伴うトラブル。
これは納付の連絡漏れにより電話回線停止になったもの。　何とか決着したが・・・

また機会があれば銀行でのエピソ－ドをお話ししたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。

＜　同好会だより　＞
○にこにこサロン　：　世話人・荻原会員

2月10日（金）例会後に　関内とりろう（旧弁慶）にて開催予定です。

○旅行同好会　：　世話人・保谷会員

12月16日（金）～17日（土）　「熱海へのお誘い」開催

佐渡旅行等各地の候補先に加え、旅行積立金　5千円/月も検討中。

○カラオケ同好会　：　世話人・冨永会員

毎月例会後開催しております。

歌好きの方は是非ご参加を！！

○ゴルフ同好会　：　世話人・関口会員

第15回ゴルフ同好会（12月13日　千葉アクアラインゴルフにて）

　12月だというのに風はなく 12,3度と言う絶好のコンディションの中 　

難しいコースで  8名の参加でハンデキャップ戦で行われました。

朝4時半に伊勢原を出てきた優勝候補の加藤豊さん。　体調不良で　

過去最悪のスコアー　で我々の仲間入り。

優勝は82歳をものともしないで我々と同じティーグラウンドから

ショットして100を切るプレー青木さん。 2位は毎回ゲスト参加の 

関口洋子氏、 3位は 又々の持田氏でした。

前回優勝の冨永氏から持ち回り（加藤 豊会員からの寄贈された）優勝カップを受け取る青木さん 

　　　　参加者　青木　　岡部　　加藤　　冨永　　保谷　　持田　　関口夫妻

  

　　　　　　　　　　　　　　　次回は3/27(月)に開催予定です 

○パソコン勉強会　：　世話人・須藤会員

横浜駅西口の県サポ－トセンタ－で毎月開催しております。

初めての方でも安心して参加できます。
お気軽においでください。
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○海山同好会　：　世話人・樋口会員

　　野島公園で第3回バーベキュを楽しみました　　　平成28年10月21日（金）

現物寄付・泡盛１本、焼酎１／２本（ゲストから）、里芋ヽ柿ヽザクロ、（保谷氏）、カボチャ、松茸（松下氏）
当日は薄曇り、風やや強いもののさわやかで絶好の行楽日和
風やや強いもののさわやかで絶好の行楽日和。　　　午前９時に幹事（須藤、冨永、保谷、松下、持田さん）
が集合し、バーベキュー炉や食材の下ごしらえ等設営準備に入る。　　　　　
野菜準備中、持田さんが指を切るアクシデント、幸い軽傷で済んだ。

９時半頃ダエエル、加藤、大久保さんが、順次、集合時間の11時までには参加予定者ほぼ出揃う。
保留だった平野、吉原さん、飛び入りゲストの市原、幸坂さんも加わ、総勢19人（内女性会員２人・
小野寺、丹野さん）となる。　会場は比較的空いていて伸び伸びと楽しめる環境。　　　
その中で皆さん、須藤、松下両シェフのもてなし料理と好みのアルコール等の飲み物を摂りながら
懇親を深めた。３時半頃お開き、めいめい笑顔で帰路に就いた。ちなみに大好評だったメニューを
ご披露すると、牛バラカルビ焼き、豚バラ丸ごとホイール焼き、アサリ酒蒸し、鶏もも　焼き鳥、
ゴーヤチャンプル、マイワシのフライ、松茸の生食、山芋の千切り、野菜サラダ等々。
なお、現場で急きよ不足した食材、燃料は、小西さんがバイクで買い出しに行って確保した。

解散後、幹事３人新杉田の打ち上げ店で、茶碗に入れた２個のサイコロを振りソロ目が出れば
酒一杯が無料になるゲームに挑戦。
店員がこんなに出されては商売にならないと言うぐらいソロ目が続出した（信じられない）。
「終わり良ければ総て良し」気持ちよく本日のイベント終了。　　　　　　　　　　　樋口会員　記

○ボーリング同好会　：　世話人・持田会員

　第１4回ボウリング同好会報告 10月7日（金）
１０月７日（金）ラウンドワン横浜西口店で、第１４回ボウリング同好会を
開催しました。
参加者は（冨永、関口、加藤豊、持田）の４名で、集合時間の午後２時前には　　　　　　
全員が集まり６階のボウリング会場へ場所を移し、ゲ一ムに入りました。　　
ゲ一ムは２ゲ一ムト一タルで争われ、３０９点を出した持田が優勝しました。　　　　　　
終了後、近くの居酒屋で反省会を兼ねて、懇親を深めました。　

第１５回ボウリング同好会　１１月４日（金）　　
ラウンドワン横浜西口店で開催しました　
参加者３名（冨永、樋口、持田）で２ゲ一ムト一タルで争い、　　
３５４点の樋口さんが優勝しました。
ゲ一ムは樋口さん、持田がタ一キ一を出し、大いに盛り上がりました。　
終了後、近くの居酒屋で反省会を兼ねて懇親を深めました。　　

第１６回ボウリング同好会報告 １２月２０日（火）
今年の投げ収めとなる、第１６回ボウリング同好会をラウンドワン
横浜西口店で開催した。 
今回は、初参加の金子さんを含めて５名（神谷、金子、冨永、
樋口、持田）。３時過ぎには受付を済ませ、６階のボウリング会場へ
移動して競技に入った。
競技は、前半、富永さんがスペア一の連続で好調であったが、後半、
持田がタ一キ一を出して、２ゲ一ムト一タル２９６点で優勝した。
終了後、近くの居酒屋で今年最後の懇親会を開き、初参加の金子さん
を含めて大いに、盛り上がった。 持田会員　記　　　　　　　　　　　　　

○英会話勉強会　：　世話人・加藤　豊　会員

開港記念会館隣の東ビルで毎月開催しております。

ネイティブな米語が大好評です。
お気軽にご参加ください。

＜　編集後記　＞
今回は、全日本プロバス協議会総会＆九州旅行、クリスマス例会、賀詞交歓会等々
イベントが盛り沢山で記事には事欠きませんでした。ご寄稿有難うございました。
引き続き皆さま方のご寄稿、写真のご提供等をお待ちしております。
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