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平成２９年１２月２１日発行

２９年度会長標語：融和と宥和、そして楽しい例会
平成 29 年度（2017 年度）
平成 29 年１１月１６日

理

事

会長・小西 弘純
第 83 回 例会の記録等

日時：平成 29 年１１月９日（木）10:00～12：00
場所：高幡不動尊客殿２階控室 出席８名欠席１名
議案：別紙明細の通り。

日（木）18：00～20：00

第 82 回 11 月例会

司会：例会委員・大島芳幸

日時：平成 29 年１１月１６日（木）12:30～15:00
会場：高幡不動尊 客殿２階大広間
出席：会員３６名中２４名（出席率 66.7％）欠席 12 名
資料：例会次第、理事会議事録、プロバス便り 84 号
地域奉仕委員会吹き矢同好会規約案、ヘルシーエイジ
ング学会案内、もみじ灯路資料

会長挨拶

代理：奥

修兵

皆さん こんにちは！
先日 14 日に小西会長が緊急入院されましたので、私、副
会長がご挨拶申し上げます。なお会長の病状は心筋梗塞
とのことですが、病院側の素早い処置により、2 週間程で
退院出来る見通しとの事です。寒さが厳しくなってまい
りました。皆さんも体調に気を付け、風邪などを引かぬ
ようくれぐれも御注意ください。昨日は七五三で当御不
動さんも大変な賑わいだったようです。
私事ですが、43 年前大阪から八王子市小宮町に引越し
てきたその年が子供達の七五三にあたっていまして、当
御不動さんで祝ったことが懐かしく思い起こされまし
た。
さて、当クラブの地域奉仕事業としての健康吹き矢サ
ークルが１月発足に向けて準備が進められている所です
が多くの皆さんの参加ご協力を宜しくお願い致します。
この所 30 数名で推移してきました会員数が今年度中に
40 名を超える見通しとなってきました。
会員委員会の活発な活動に敬意を表して、挨拶とさせて
いただきます。

幹事報告

宮地

公平

・東日本ブロック交流会（11.28）参加者 15 名
クラブ PR：山本情報委員長担当
・吹き矢事業 「日野市・健康吹き矢サ－クル」
として立ち上げ、グラブ事業として推進する。
・会則改正作業を年度末目途に進める。
・１月～3 月 高幡不動尊使用不可 会場変更
・会員手帳の誤植修正 １２月例会までに提出

幹事・宮地 公平
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○例会委員会
本部委員長
例会委員会の目的としては、「吹き矢サークル」の普及に
努めたいと同時に、スタッフとしてお役に立ちたい。
入会予定が、５～６人待っているのでプロバスが大きくな
るのを楽しみにしている。
○地域奉仕委員会
林委員長
「日野市健康吹き矢サークル」を正式名称として統一して、
規約を定め、役員を選定した。体験会を開催するので、参
加して頂きたい。来年度は、日野ＰＣ地域奉仕活動の一つ
として事業化してゆきます。
○もみじ灯路について
土方委員、小島委員
実行委員として、小林実行委員長、澤田夢灯り部長をはじ
め、疋田高幡不動部部長と協力スタッフ９名が参加。
22 日・23 日午後 3 時～9 時の間。灯路の設置と片づけ。
○情報委員会
山本委員長
プロバス便り 84 号をお届けします。今回は、急遽大島会
員に印刷をお願いしました。編集後記にホームページアド
レスが漏れているので記入願います。
○研修委員会
横山委員長
府中徳川家康御殿見学後、サントリービール工場と夜桜見
物を来年３月頃予定。家康の鷹狩の為の御殿。大國魂神社
の建立は、徳川秀忠である。
○会員委員会
田村委員長
吉ノ元さんの入会で３７名となりました。今月３名の入会
を承認したので、会員数４０名となります。
年度内、４５名を達成するかも。
○ゴルフ同好会
矢野会長
１０月のゴルフは、雨天中止が多かったが、
11 月 24 日（金）
いよいよ日野 PC コンペです。
長竹 CC で１６名参加予定。
持ちハンディ戦で、誰にでも優勝のチャンスがあります。
冬場の行事として、忘年会または新年会を企画中です。
その他の関連行事日程表
＊11 月 22・23 日（水/木）もみじ灯路（高幡不動参道）
＊11 月 28 日（火）東日本ブロック交流会 11：30～
15：00（八王子エルシー）ホスト・八王子 PC
＊1 月 18 日（木）新年例会（立川グランドホテルにて）
＊２月４～６日（日～火）村瀬塾・西郷隆盛・鹿児島研修
旅行（研修委員会）
＊３月 府中サントリービール工場見学（研修委員会）

にこにこワンコイン

平成２９年１１月

10 月総額 4000 円（６名） 29 年度累計 23,500 円
渋谷文雄 生きがえりに感謝！
夜中に脈が止まったり、脈拍数が３０ぐらいになって、急
ぎ入院。ペースメーカーを入れてもらって生き返りました。
８８歳の誕生日も兼ねて、ツーコイン！！
市川資忠 菊まつり
菊まつり 花に見とれて 山歩き
本部晧允 健康に感謝！
健康でいられることに感謝して ツーコイン！！
小島 馨 清水博雅先生の卓話
清水博雅先生に卓話をお願いして。今日はとても楽しみに
致しております。
渡邊 明 ７４回目
やっと７４回目を迎えました。
山本英次 誕生日を祝って！
誕生日を祝って、ワンコイン！

卓話

清水博雅氏（日野ロータリークラブ）

ロータリークラブの長老、現在 92 歳。
日野わかくさ幼稚園の現役理事長。明
治 22 年神奈川県南多摩郡平山村、南平
村、高幡村、程久保村、三沢村、落川
村、百草村が合併して、七生村が成立
した。浅川から南が、七生村であり、
北が日野村であった。昭和 33 年に日野
町と合併した。七生村の気質は、日野
とは異なり、おとなしい、敢えて申せば陰険であった。
昭和 19 年に難関の国立大受験に合格し満州に渡った。
20 年 1 月に新疆で兵役合格。苦労して戦争を生き延びて、
現在は幼稚園の経営をしている。幼稚園の先生の給与をも
っと上げて、待遇を良くすべきである。少子化対策として、
１人の子供を育てたら、母親に年金を払うような施策を求
める。

１１月の誕生祝い

三人衆

渡辺 明さん
昭和 18 年 11 月 3 日、将に「明治節」に生まれて「明」
と名付けられました。過去帳を見ると私が最も長生き。
山本 英次さん
昭和 16 年 11 月 26 日、太平洋戦争のほぼ 10 日前に生ま
れ、おふくろが苦労して育ててくれました。
75 歳を迎えて、遺産相続の心配をするようになりました。
控除額 3000 万円プラス子供２人で 1200 万円の計 4200
万円を如何に減らすかを心配しているが、現実は杞憂に
過ぎないようです。

新入会員 吉ノ元身良氏

吉ノ元身良氏のご入会を祝します。
「味の素」と覚えてください。
（笑）宮崎県の出身ですが、
昭島の吹き矢のインストラクターの試験会場で本部さ
渋谷文雄さん：昭和４年 11 月長野県にて出生。
んと一緒になり、学科は全員合格でしたが実技は不合格
８８年を生きた概略をお話し
になりました。追試で無事に合格できました。
する。生まれた頃は世界大不況
立派な会に入会させていただき感謝しております。
で、主要な輸出品「絹糸」など
が大暴落し疲弊した農村では
娘を売るような時代。軍人が勢
力を広げ、私が入学した年に教
科書が、ハナ・ハト・マメから
サイタ・サイタ・サクラガサイタに変わり、ススメ・スス
メ・ヘイタイススメと、日本の教科書に始めて軍人が登場
し軍国化が進み、天皇陛下の勅語を暗記、その為に死ぬの
は当然という軍国少年に育てられた。予科練受験を望んだ
が、満州国立大学予科受験を薦められ合格。19 年に渡満、
今日のランチは、ムッシュイワンのサンドイッチ
長春に在学。20 年敗戦直前に学徒動員、8 月敗戦。ソ連兵
の暴行・略奪・婦女強姦に切歯扼腕すれど抵抗ならず、未
編集発行：情報委員会
だに怒りを覚える。その後。中国の内戦に巻き込まれ、戦
後八年間の抑留を経て帰国。自動車産業の復興に協力し、
山本英次、矢野凱弓、疋田久武、曺一男、田口賀夫
72 歳で退任。16 年を経て米寿の祝いを戴く、感謝してこ
の時代を観て行きたい。
ホームページ ：https://www.hinopc.com/

米寿の祝いと今月の誕生日祝い

