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創立 10周 年を

共に祝おう

第 11代 会長 加藤  武

当倶楽部は、 2001年 (平成

13年 )1月 30日 に神奈川県下

第 1号 のプロバス倶楽部として誕

vい たしました。

来年 1月 に創立 10周 年を迎え、

今期は 「創立 lo周 年Jの 記念す

べき年であると共に一つの節目の

年でもあります。

そこで 事務局等運営体制の見

直しをはじめ記念行事として 10

月に 「創立 10周 年記念親睦旅行」

及び来年 4月 に 「記念式典 コン

サー ト・祝賀 レセプションJ等 を

実施いたします。

皆様方と共に創立 10周 年をお

｀いすると共|■ 10周 年を契機

X倶 楽部の一層の活性化 充実等

発展を期 したいと思います.

さて、当倶楽部の会報紙ですが、

平成 17年 に当時幹事であった関

尚紀氏と情報委員会のご努力で

「かわb誌  創刊号Jが 刊行され

ましたが、その後大変残念ながら

情報委員会の事情等で第 2号 が発

刊されず今日に至ってしまいまし

た 。                          
・

しかし、一方では前情報委員長

であつた関口尚親氏のビ努力によ

り、インターネットによる情報提

供がなされておりますが、大変残

念ながら会員諸兄姉の日に触れる

ことが少ない状況です。

創立 lo周 年の年度にあた り、

情報委員会 (委員長 青木伊平氏)

が中心となって改めて会報紙 「横

vA‐プロバス通信」として、年 3回

(10,2,6月 に)

発刊 しようというこ

とになりました。

それぞれ 4ヶ 月

間の例会の様子や理

事会での協議内容を

お知 らせすると共に

記録を残すことと、

及び会員の近況や随

筆を考えております。

ご期待をいただきた

いと存じます。

10年 一昔といいま

〇世のため、人のために少 しでも

お役に立つということです。

私たち、横14~プロバス倶楽部と

しても前記の 「5つ の理想像」の

実現に向けて努力 していきたいと

ぞんじます。

9月例会で抱負を述べる加藤武会長

今期は創立 lo周 年記念行事等

を行うメンバーとして、副会長に

東野操、幹事兼例会委員長に荻原

信吾、会員委員長に中村賞、情報

委員長に青木伊平の諸兄姉をはじ

め小磯智功、櫻井宣幸、森山功、

加藤道子氏等すばらしいスタッフ

が揃いました。

前記の理事の皆さんを中心に、

会員の皆さんの諸行事に対するビ

理解とご協力を是非お願いしたい

と存じます。

会員一人一人のご協力により、

全員で創立 10周 年を盛り上げら

れたらこんなすばらしいことはな

いでしょう!

よろしくお願い申し上げます。

すが、一つの節 目の年度として 「プ

ロバスクラブJ活 動について省み

て、原点は何かを考えてみようと

思います。

幸いにも長年神戸北プロバスク

ラブ兼全 日本プロバス協議会の幹

事長 として活躍されている吉川哲

朗氏の一文が入手できましたので

紹介しますと

Oみ んなで楽しい、和やかな、ゆ

つたりとしたクラブ おのずと集

つて行きたくなるようなクラブ

○知 り合いの輪を広げる

O親 睦を図りながら、お互いの貴

重な知識や体験をみんなに伝える

O次 の世代に伝える
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く第 11回 定時総会報告 >

平成 22年 6月 11日 開催

進交会館 6階

下記の方々が新役員に選出されま

した.

会長       加藤 武、

高1会長 ;     束野 操、

llN事兼例会委員長 荻原信吾

会計 ;      小磯智功、

会計監査 ;  桜井宣幸、森山功

会員委員長 ,   中村 質、

情報委員長 ,   青木伊平

例会昌1委員長 :  力「藤道子、

加藤新会長からクラブ活動の活性

化に向けた ド記具体的活動方策が

提案され、承認されました。

1 創立 lo周 年を契機に、年会

費と運営体制を見直す.具 体的に

は、年会費

3万 円 (月2,500円)を 年 1万 2

千円 (月 1,000円)と し、専任事

務局体制を廃上 し、事務局は会員

の中からボランティアとして選任

する (事務局費の節減).こ れによ

り入会し易い会とする.

2 年 11回 の例会中、 6月 |.・

会 懇親会、 10月 に 10周 年記

念 1泊旅行会、 12月 は年忘れク

リスマス例会  1月 ,新春例会、

そ して4月 に創立 lo周 年記念式

典 祝賀会を開催 し 残 りの6回

を会員とグス トスピーカーによる

放談 (施設見学会も)と し 楽し

く内容のある会を目指す.

3 3部 会 (例会委員会 会員委

員会、情報委員会)を適宜開催 し、

各部会の活動を活性化 し、倶楽部

の活171化につなげる.

例会委員会では 上記の他、今

日本協議会の役員をゲス トスピー

カーにお招きし プロバス活動の

原点についてお話 し頂くこと.

会員委員会は 会員一人が 人

の新入会員紹介の運動を進める.

また、情報委員会は、ホームペ

ージの充実と、会報紙 「よこは,プ

ロバス通信J(年 3回発行)と 10周

年記念誌を発行することとする.

7月定例理事会 (7月 16日 10名)

09月 第 109 nl例会の内容及び開

催通知について

② 創立 lo周年記念 「親睦旅行J

及び 「記念誌Jに ついて

③ 新入会員について

① 会報紙 (定期発行)に ついて

08月 理事会(8月20日会報紙発

行にF―1連して情報委員等を含

めた拡大及びコミュニケーシ

ョンを図る納涼会とする)につ

い (

8月 拡大理事会 18月 20日 弁慶

に於いて出席者 17名)

① 新人会予定者松 卜、平野、奥川

及び小池氏の入会承認 (但

―
,芭氏は欠席のため保留)に ついて

② 9月 第 109巨 例会 の再確認 につ

いて

③ 創
'10周

年記念
=親

睦fl‐行J

について

④ 会報紙 (定期発行)に ついて

⑤ 納涼親睦懇親会を開催

9月定例理事会 (9月 17日 10名 )

① 10月第 110回 (移動)例 会及
‐
J嘔 睦旅行 の役務分担並び

に開催通知について

② 創立 10周年記念
~.L念

誌J′

原稿作成 (集約)状況についγ

O新 入会員の確保について

0会 報紙「よこ|まま プロバス通

信J(名称決定)の 10月発行に

つい て

⑤ 第 4回 神奈り県プロバスクラ

ブ親睦交流会 (10月 13日)及

び東京人工子プロバスクラブ

創立 15周年記念行事J(10月

17日 )参 力1者確認並びに供楽

部からの補助金について

012月 特号1例会 「年忘れクリス

マス例会Jの 内容について

☆☆☆☆☆

く理事会報告 >

原貝1として毎月第 3金曜日、午後 2

時から進交会館 6階 みなと倶楽部

にで 「理事会」を開催 し、倶楽部

の運営にあたっております。紙面

の都合で主なる協議事項のみ掲載

いたしました.

6月定例理事会 (6月 18日 9名)

① 年間スケジュール (総会決定

日程)の 確認について

② 7月 第 108回例会の内容及び

開催通知について

0 7月 例会開催後の各委員会の

開催について

0 9月 例会の特別放談ゲス トス

ピーカーについて

0 治」立 lo周年記念 「親睦旅行」

及び 「記念誌Jに ついて

O 新入会員の確保 承認及び誕

生月祝混|について

0 会報Fr(仮称 かわら版 定

期発行)の 発■|について

⑧ 第 4回 全日本プロバス協議会

(9月12日旭りにて)に ついて

なお、当倶楽部の 「運営マニュア

ルJ及 び 1各委員会の業務内容J

について確認された.



<7月 例会開催 彿 lo8回 )>

平成 22年 7月 9日 (金)正 午

から横浜馬車道相生本店で第 10

8回 例会が開催されました (16

名出席)。

会食後、加藤会長から挨拶並び

に 7月 のグス ト、横浜港南台プロ

バスクラブ 「まろにえ」の小野里

会長、日辺会員、池下事務局長の

紹介があり、次に、誕生月の佐藤

会員 開会員、東野会員に、中村

会員委員長からお祝い温,贈皇が行

われました。

7月 の会務報告 (理事会協議事

｀

“

は、以下の通 りです.

(1)年 間スケジュールの確認、

(2)9月 グス トスピーヵ―は、

全日本プロバス協議会副会長の立

川冨美代氏に決定、また (3)倉 1

、′
10周 年記念行事の① l泊親睦

旅行 (lo月 7日 、8日 (熱海)

の確認②記念誌の来年4月 発行と

会員への原稿依頼 (4)新 入会員

承認方法 (理事会に出席)と ・・
t生

月会員祝い品の変更について中村

会員委員長から報告

(5)会 報紙の年 3回 (10月 、

2月 、6月 )発 行決定。また (6)

9月 12日 (日)、旭川にて開催の

第4回 全 日本プロバス協議会総会

には、加藤会長、荻原幹事の参加

/1・承認されました。(7)4ヽ磯氏か

らの会計報告の後、(8)事 務局か

い、例会欠席者の報告

コメントカゞありました。

7月 の会員放談は、「あ

れから37年 世の中変わ

りました、25歳 の旅」と

題 して会員委員 保谷英

雄氏 (写真 ・左)が 行い

ました。最後に月の歌「故

郷Jを 合唱し、閉会後、

各委員会を開催し、今年

度の活動について話 し合いが行わ

れました。

<9月 例会開催 (第109回 )>

平成 22年 9月 10日 (金)正

午から、全日本プロバス協議会副

会長立り冨美代さんをお迎えして

相生本店で第 109回 例会が開催

されました (17名 出席 写真下).

会食後、会長挨拶の冒頭、会長

の音頭により、8月 12日 亡くな

られた故今井田津子会員 (享年 7

5歳 )に 黙祷を捧げました。

その後、まず 9月 のグス ト 特

別放談者 全 日本プロバス協議会

副会長立川冨美代氏の紹介があり、

引き続き、会員委員長からビジタ

ーとして新入会予定の松下尚雄氏、

平野正弘氏が紹介されました。次

に、 9月 誕生月の加藤義―氏 (8

9歳 )、河崎清二氏、関日尚親氏、

大久保武氏の4氏 にお祝いの贈呈

がありました。

会務報告 (理事会協議事項)は

以下の通 りです。(1)創 立 lo周

年記念行事① lo月 の 1泊 親睦旅

行は、 13人 参力,(団 体扱い)②

記念誌原稿の作成状況報告 (森山

編集委員から未提出会員への協力

依頼)(2)会 報紙 「かわら版 (仮

称)」の 10月 倉」刊 (3)他 クラブ

等の諸行事関係①横浜山手ロータ

リークラブ例会に8月 4日 (水)

会長と幹事が出席 し挨拶②第4 ERl

全 日本プロバス協議会総会 9月 1

2日 (日)旭 り (会長、幹事出席)

③ 第 4回 神奈川県プロバスクラ

ブ連絡協議会親睦交流会、 10月

13日 (水)川 崎にて開催 (会長

以下 10名 出席)14東 京ブヽ王子プ

ロバスクラブ倉1立 15周 年記念式

典 10月 17日 (日)ブ 王ヽ子にて

開催 (講演会 式典 パーティに

会長以下8名 、)(4)会 計関係報

告 (5)例 会欠席者の報告 コメ

ン ト、以上。

9月 の特別放談は、「プロバス活

動で楽しい人生を 1」と題 して、東

京ノヽ王子プロバスクラブ前会長で、

全日本プロバス協議会副会長の立

川冨美代氏 (写真上)に お願いし

ました。地域に認知されること、

全員が参加すること、諸サークル

を設置して楽しむことなどが大切

とのお話を頂きました。
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平成 9年 5月 25日山手 RC地区協議会でプロバス倶楽

部の構想が発表され、その後紆余曲折があり、平成 12

年 2月 4日 に飯泉さん村上さん佐藤 (博)さ ん後藤さん

松田 (私)で 初会合.以 来 17回 はどの会合を重ね、同

年 5月 20名 の陣容でスター トすることができました。

ともあれ 21世紀の幕開けと共に2590地区第 1号 として

発会ができました。RCの本間ガバナーはじめ地区役員の

方々とりわけ中山、青山 PGそ して山手、剛21両 RC会

長、社会奉仕委員長等のご尽力の賜物でございました。

ここに 10周 年年を迎えるにあたり心から感謝申し上げ

たいと思います。

また 10周 年を迎えるにあたり更なる発展を目指し改

革すべき所は改革 し 「なによりも楽しい倶楽部Jと して

15周年を迎える新たな一歩の 1年 にしたいものです。

▽ 編集後記 ▽

会長の肝入りで 「よこはまプロバス通信Jの 発千1が決まり お蔭様

で創千1号を出すことができました.

あれから3年検演プロバス倶楽部に入会して多数の方々に出会う事

ができました。人生は出会いからと申します.茉 晴らしい出会いによ

つて人生観も変わつてくるし 楽しみも増えてくる.多 くの友人を仲

間に良い思い出件 りを したい も

の  異常気象の続 く中、世界で

は様々な出来事が

0デ パlt下でネクタイしめてサン

マ売る

O開 店の間際に値ITlる申1身かな

さて、この度の倉1干1号|ま総会 理事会と●l会の議事録中心の硬い紙

面になってしまいましたが 次号からは皆様方の体験談やエピソー ド

など楽しく面白い内容の紙面にしたいと思います。どうか沢山のご投

稿をお願い申しEげ ます。

flこと10月 6日 の手術を前に取 りとめのない後記になりましたが

健康を取 り戻したら役目を果たさせていただきます。お許 しください

(情報委員長 青木伊平)

奥川

平成

(1)

(2)

(3)

新大会員め紹介

彰 (おくかゎあきら)様  会員ヽ55

18年入会 ・退会来年 1月再人会

自動車製造業

いす ゞ自動車株式会社 横浜家庭

裁判所調停委員

〒2100025 川崎市川崎区並木

66

(4)L・ fax 044-2442675

(5)東 京都

(6)1937年 7月 15日生 (73歳 )

(7)趣 味 囲碁 名所旧LI探訪

松下 尚雄 (まつしたただお)様 会員 Nr 68

(1)建 築業

(2)三 井物産 現株式会社東方エージ

ェンシー代表取締役

(3)〒 2360015 横浜市金沢区並木 3

-3-10-204

(4)L&fax 045-7846549

携帯 0901551-0096

(5)東 京都

(6)1944年 1月 26日生 (66歳 )

(7)趣 味 釣 り、キャンプ、クルーザ

操縦

平野 正弘 いらのまさひろ)様  会員N069

(1)建 設業

(2)株 式会社 日産自動車 現共信設備

設計代表取締役

(3)〒 2460023 横浜市瀬谷区阿久

和東 8-19-11

(4)TI1 045-3628281

拶考¬キ090-8512-3580

(5)横 浜市

(6)1941年 5月 7日 生 (69歳 )

(7)趣 味 オー トキャンプ、絵画、ビ

デオ撮影、ゴルフ


