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ご挨拶

新執行部、1 年を振り返って
全日本プロバス協議会
会長

古賀

靖子

厳しい残暑が続いていますが、全国の

の活用は、会員クラブの３分の２でメー

プロビアンの皆様におかれましてはご清

ル送受信が可能となり、通信費が大変

栄のこととお慶び申し上げます。

助かっています。皆様のご協力に感謝

現執行部が 2018 年 11 月 28 日の第

しております。また、クラブ間の連携を密

8 回総会・三重大会で発足して、早いも

にし、風通しのよい状況にしていくことに

ので、やがて 1 年が経過します。来る 9

対しては、今回も含め「ひろば」「協議会

月 30 日に理事会を東京・渋谷の代々木

ニュース」を各 2 回発行しましたが、日本

倶楽部で開催いたしますが、これで、全

各地のクラブの動きが判かったと大きな

日本プロバス協議会の 1 年の行事が一

反響を得たところです。さらに常任理事

巡することになります。来年度（令和 2 年

会と理事会は、各年 1 回の開催ですが、

度）は、第 9 回総会を青森県・五所川原

それにも拘らず課題があるたびに「持ち

において、五所川原プロバスクラブのホ

回り理事会」として電子メールを活用し

スト役で 8 月 8 日に開催することになっ

て開催するなど常任理事、理事間の意

ています。全国のプロビアンの皆様、2

思の疎通も密にしております。

年に 1 度の集いです。万障繰り合わせ

また、第８回総会では財政基盤の強化

てのご参加をお待ちしています。

のため会則を改正して年会費は１万円

さて、「全日本プロバス協議会ひろば」

となり、賛助会員制度も創設されました。

第１号に掲載しました新年のご挨拶で

賛助会員につきましては、大変なご理

「全国の会員クラブの活性化と交流の拡

解とご協力を頂き感謝いたしています。

大を目指し、今年度はまずメール通信

今ひとつの会費の値上げにつきまして

の活用や全日本プロバス協議会の『ひ

は課題もあるようで、理事会で再度意見

ろば』等の発信を通じて、全国のクラブ

交換を行いたいと思っています。

間の情報と連携を密にし、風通しのよい

最後に、全日本プロバス協議会の活

状況にしていきたい」とお約束しておりま

力ある発展のため、皆様方からの忌憚

した。

のないご意見をお待ちしています。今後

この 1 年を振り返りますと、メール通信

ともご指導、ご鞭撻をお願い致します。
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第 9 回総会＆青森大会の

五所川原さ、こいへ！！
青森大会実行委員長 田中 正子
（全日本プロバス協議会理事）
2020 年は東京オリンピックの年！だけ
ではありません！！
８月８日（土）は、そうです！！
「全日本プロバス協議会第 9 回総会＆
青森大会」が青森県五所川原市で開催
されるのです。どうぞこの機会に奥津軽
の地へお越し下さい。

基調講演の講師は
地元で「ミムラン先生」と
親しまれている三村三
千代氏（青森県知事夫
人）です。三村知事とは
東京大学文学部の同期である三千代さ
んは水戸市生まれ。そして青森県おいら
せ町（旧百石町）に嫁いでいらしたので
す。知事同様に親しまれ、活躍している
素敵な女性です。三村三千代さんのご
案内で古典の世界へ誘います。

開催スローガン
「北の大地に集え、プロバスの友情」
基本コンセプト
奥津軽の魂・太宰治と立佞武多のふる
里
五所川原市の魅力をご紹介いたしま
しょう。
◎今なお魅了してやまない太宰文学。
生家「斜陽館」
◎中世のロマンと安藤氏の世界に迫る、
十三湊
◎津軽三味線発祥の地に響く音色
◎奥津軽の風物詩、津軽鉄道ストー
ブ列車で味わう四季
◎赤～いりんごと十三湖しじみ力！
どうぞプロバスの友情の輪をこの地で更
に広げてください。
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そして何といいましても
◎「眠り流し」民俗
が巨大化した奥津軽
の祭礼「立佞武多」たちねぶた-ビル 7 階
建てに匹敵する高さ
約 23 メートル重さ約
19 トンの偉容。百年
の時を経て五所川原
の歴史が街を練り歩
く姿を目の前でご覧
下さい！！
プロバスの仲間達よ
五所川原さ、こいへ！！（来てね！！）
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特集「会員増強」
全日本プロバス協議会のみならず、各地のプロバスクラブでは今、会員増強
が最大の課題になっています。会員の減少及び高齢化は各クラブの活力を低下
させるだけでなく、会の存廃をも問いかけてきます。そこで、各クラブが会員
増強にいかに取り組んでいるか、効果的な対策はあるのか、原稿を寄せていた
だきました。会員クラブの皆様にとって、少しでも会員増強のヒントになるこ
とを願ってやみません。
（幹事長：松本忠。以
下、順不同）

会員増強のルネッサンス運動を
～ロータリークラブと交流を深めて～
全日本プロバス協議会 会長 古賀 靖子
世界のプロバスクラブは、世界各国に
あるロータリークラブが発起人となり、そ
のスポンサーによって設立されましたこと
はご存知のとおりです。日本においても
1988 年兵庫県上郡プロバスクラブを手
始めに現在までに 117 クラブが創立しま
した。特に 2000 年前後の 10 年間に全国
のロータリークラブの地域奉仕委員会の
取り組みによって、60 クラブが誕生した
実績があります。また全日本プロバス協
議会設立時の 2004 年 5 月 23 日には 88
クラブとなっていました。
ところが、クラブ会員の高齢化、会員
の自然減等の理由から協議会設立時の
クラブが現在存続するのは４分の１に減
少しています。その後のクラブ数の推移
によって 2019 年度の会費納入クラブは
40 クラブ程度となっています。このような

現状を放置することはできないと思いま
す。
全日本プロバス協議会では、各地区
のプロバスクラブのルネッサンス運動を
展開したいと考えています。親ロータリー
クラブだけでなく、ロータリー34 地区のガ
バナーとの交流を深め、プロバスクラブ
の現状を説明し、ロータリーの支援を求
めながら会員増強を進めていただきたい。
その動きが全国的に大きなうねりとなるこ
とを願っています。皆様のご協力を切に
お願いいたします。
参考までに、日本ロータリーは、3 つの
ゾーン、34 地区に分けられ、今年 7 月に
2019－2020 年度の地区ガバナーが決ま
り、2020 年 10 月には日本ロータリー創立
100 年を迎えられることになっています。
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会員増強について
全日本プロバス協議会 副会長 山内 和夫
（旭川プロバスクラブ）
旭川プロバスクラブでは次の様な会員
雪の降る街を”音楽祭“例会
増強を行っています。
ひなまつり例会
１． 会員増強はＲＣ退会者に積極的
夜桜まつり例会
に加入を勧めています。
温泉一泊例会
２． 市議会議員、道議会議員の入会
さんろく祭り例会
を勧めています。
ボジョレーヌーボーを楽しむ会
３． 女性会員の入会を積極的に行っ
毎年 8 月上旬９６万人余の人出ある旭
ています。
川さんろく祭に露店を出し 3 日間会員の
４． 印刷業、写真業、琴踊の師匠、歌
奉仕活動で収益金をあげ、これを社会
の師匠、専門の師匠に加入してい
奉仕活動に活用し、多大な貢献をしてお
ただいています。
ります。
５．例会は楽しい飲み会にしていま
その他の例会は飲んで、唄を聞き、楽
す。
しい例会を行っております。
（例）旭川市長をお迎えしての新年例会
現在 98 人の会員がおります。

年齢にこだわらず声掛け
五所川原プロバスクラブ 会長 松山 栄一
(青森ロータリークラブ在籍)
当クラブは全国で 98 番目に出来たプ
ロバスクラブで、今年で 12 年目です。主
な行事としては、５月研修例会、８月花火
見学例会、９月会員宅でのバーベキュ
ー例会、12 月クリスマス・忘年例会、２月
ストーブ列車乗車会を開催。これらは定

例となり、他６回は卓話例会となります。
私が会長を引き受けた時の会員は 38 名
でした。今の会員数は 49 名で 11 名の増
となっています。
会員構成はロータリー会員 14 名、ライ
オンズ会員３名、それに県議会議員(男
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子)１名、市議会議員(女子)１名、町議会
議員(男女)２名が含まれ、これらのメンバ
ーが会員増強につながり、会を支えてい
るのではないかと思います。そして、女
子 14 名、男子 35 名と、女子の数が比較
的多いのも、会が和やかになり会員の増
につながっているのだと思います。
当クラブは年齢にあまりこだわらず、44
歳～80 歳までです。若い人はプロバス

で学び次のステップへ、年齢者は自身
の特技を若い人に伝授する。この仲間の
行動が地域活性化につながっていく事
を信じ、勧誘・声がけをしています。そし
て今現在はできるだけ同業者は２社くら
いまでと気遣っています。これから会員
数 70 人を目指し、地域の活性化に少し
でも貢献できる奉仕クラブとしたいと思い
ます。

プロバスの輪を広げよう
東京八王子プロバスクラブ 元会長 杉山 友一
人生 100 年時代の到来が告げられて
います。高齢期の「心」と「身体」をどう健
全に維持していくかの知恵と工夫が問わ
れています。「親睦」「研鑽」「地域貢献」
をコンセプトとするプロバスクラブの活動
は間違いなくその答えの一つです。
そんな中で大事なことは、個々のクラ
ブが自己の殻に閉じこもらずに、情報を
しっかり交換し合い共に繋がりながら、結
果として共感者を増やし自クラブの強化
につなげていくという連鎖をつくり出すこ
とです。課題は、
① 全日本協議会へ非加盟のクラブ
への有効な加盟促進策を講じるこ
と。
② 個々のクラブの会員増強のための
知恵と工夫の論議を高めること。
③ 全国的（特に東地域）にクラブ拡

大のための施策を講じる。
等の必要性があるでしょう。
幸い①については７月１日号の協議
会ニュースで作業の第一歩への着手が
報じられました。②については本９月号
が特集を組んで対策がスタートされまし
た。ご同慶の至りです。③については、
各論は次の機会に譲りますが、プロバス
クラブがロータリークラブにより創立され
ることを踏まえて、まずは全日本プロバス
協議会にロータリー向けの広報チーム
（具体的な手法を定めて）の設置を提案
したいと思います。
超高齢社会の中で、プロバス活動の
果たす社会的役割を共に再確認しよう
ではありませんか。（ロータリアン OB、八
王子 PC 創立提唱者）
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会員増強について
新潟プロバスクラブ 会長 立川 龍雄
（全日本プロバス協議会理事）
会員増強は、スポンサークラブのロー
タリークラブも大変会員が減少していま
す。
新潟プロバスクラブも 30 名ほどおりまし
たが、一度休会し、全日本プロバス協議
会に再入会したしだいです。
現在 11 名ほどのメンバーで毎月例会
を行っています。現在はあまり増強に力
を入れていません。新潟県には上越、柏
崎、新潟と３クラブありますが、新潟以外
は全く活動がストップしていて退会しよう

と考えているようです。先般、上越の会
長と話をし、今まで通りやってくださいと
お願いをしました。
どこのクラブも増強どころか自分のクラ
ブを運営するのがやっとであると考えま
す。最近は行っていませんが３クラブで
合同例会をやり、交流もあったのですが、
もう一度働きかけをして、新潟の３クラブ
をがんばってやっていきましょうとお願い
している状態です。

会員増強に関する意見

プロバスクラブ松任 会長 中村 義造
私たちのクラブは、２００４年（Ｈ１６）２
月に、松任ロータリークラブ（現白山ロー
タリークラブ）のお力添えで誕生しました。
発足時の会員は１８名で、５年後の２００９
年（Ｈ２１）には３２名となり、それ以降は
概ね３２～３４名を維持しており、昨年は
２名退会しましたが、４名入会し、現在は
３５名となっています。これまでには退会
する方もたくさんおられましたが、退会す
る主な要因は、高齢に伴う健康上の理
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由でした。ちなみに、この１５年間に、当
クラブに在籍した人で亡くなられた方は７
名となっています。
退会者が出た場合、その都度、役員
会で協議し、ふさわしい人に入会を打診
し、会員数の維持を図ってきました。現
例会会場の広さからして、大幅に会員を
拡大する考えはなく、１～２名程度の補
充は役員が協議すれば、すぐ候補者の

名前が出てくるので、心配しておりませ
ん。
当クラブは、規模は小さいが、創設以
来、２０１８年（Ｈ３０）２月、大雪のため例
会を休会とした以外、毎月開催の例会を

休んだことがなく、まじめに学習し、親睦
を深めていると自負しています。
ただ、後期高齢者が大半を占めてい
るので、６０歳台の会員と女性会員を増
やしていくことが課題と考えています。

奈良プロバスクラブの会員増強について
奈良プロバスクラブ 会長
奈良プロバス
クラブは 2014 年 1 月 27 日に発足して、
2019 年 1 月で創立 5 周年を迎えたところで
す。
2019 年 6 月 20 日現在の会員数は 41
名（女性会員は 11 名）で、過去 5 年間の入
会者は 60 名、退会者は 16 名、物故者は 3
名、平均年齢は 73 歳です。

熊本

國勝

2018 年 7 月 1 日の会員数は 32 名でし
たが、5 周年を起爆剤に、会員 40 名を目標
に会員増強を図る事でスタート致しました。
結果は 9 名の新会員を迎えることが出来ま
した。
以下会員増強の活動内容をご報告致し
ます。

5 周年を会員増強の柱に！
会員増強にあたり、クラブ創立 5 周年
記念事業を最大限に活用いたしました。
①クラブ創立 5 周年記念をマスコミ等
で取り上げられるような記念式典を
実施する
②5 周年記念事業の内、外部講師に
ついては、公開卓話として、一般市
民に公開してクラブ例会に出席して
聴講して貰う（入場無料）
③ クラブ例会場外での奉仕活動とし

て 「公開講座」を開催し、セミナー
と銘打って、講演会に参加してい
ただく。（入場無料）
④クラブ会員が参加する公共奉仕活
動に参加する
等を実施致しました。
①、④はクラブ会員の行事であります
が、特に②、③につきましては、奈良プロ
バスクラブの活動内容を知って頂くため
の事業として実施致しました。

公開卓話や公開セミナー実施内容
★2018 年 9 月は、「望ましい健康を創る、
人生 100 年時代・三世代みんな元気に

日々を暮らすには」
★2018 年 10 月には「高田好胤師と薬師
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寺白鳳伽藍復興」を公開卓話として一般市
民に公開して、それぞれ 50 人の方に出席
して頂きました。
又、クラブ例会場外の公開講座「心と身体
の健康講座」として、
★2018 年 11 月は「あなたも認知症サポ
ーター になれる“認知症の予防と生活習

慣”
★2019 年 4 月には「音楽と笑顔に優るク
スリなし」
を、クラブ会員の施設を利用してセミナーを
実施し、合計約 100 名の方に出席して貰い
ました。

新会員増強のポイント
新会員推薦に大事な事は、先ず「奈良
プロバスクラブ」の活動内容を理解して頂
く必要があります。
その為、何れの事業も集客にあたり、
全て会員の紹介で参加者を募った事が
ポイントでした。
ある程度の人間関係や、クラブ活動を
知った上での出席でありますので、行事
が終了後のアフターケアーが簡単に出

来ることが良かったと思います。その後に
改めてクラブ例会を体験して頂きました。
お陰さまで、新会員 9 人が全て公開講
座に出席した方だけではありませんが、
入会後の出席率も良く、新旧会員との交
流も今のところスムーズに行っているよう
です。
以上ご報告致します。（近畿プロバス
交流会にて）

会員減少による存廃論議を乗り越えて
龍神プロバスクラブ 会長 古久保 克巳

平成 18 年和歌山県
田辺市周辺４ロータリ
ークラブの支援を受け、
会員の多くが広域合併
による退職者が創立メ
ンバーとなり２０名で創
立いたしました。
当時の 2640 地区村
上友司ガバナー様に
プロバスの旗。創設期に樹木医の指導を
は特段のご協力をいた
受けテングス病対応中の桜の木の前で
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だきました。現在も
交流を図り友好的
関係を維持してお
ります。
会員数の減少で
クラブの存廃の議
論が幾度かありま
したが、少人数
（現在の会員数５
名）の特性を生か

した活動を継続しています。
活動紹介
1)恒例化した８月例会座談会を臨済宗
妙心寺派大應寺のご配慮で実施しま
す。地域からの参加があり意義のある
例会となっています。
２)龍神村近郊にある中世期城郭遺構
を見学し、龍神村との関係性を模索し
ています。所在する市町村教育委員
会学芸員の支援は大きく感謝していま
す。（田辺城、湯川城、安宅城ほか）
３）龍神村の森林の殆どは人工林で最
近森林破壊を多く目にします。長期展

望のなかで遠因調査をテーマとしたい
と考えています。
４）山間地の子供の減少により教育の
閉塞感を感じています。小中高校・教
委の訪問を実施して調査激励をした
いと考えています。
５）7 月例会は梅加工工場の廃液を利
用した最新の発電技術の見学です。
やや専門的な説明を要望していま
す。
移動は乗用車です。今後ともよろしくご
教示ください。

「交流委員会」花開く
徳山プロバスクラブ 副幹事 村田 正樹
会員の増 は
多くのクラブにとって悲願ではなかろうか。
かくいう我が徳山プロバスクラブも会員
減少に直面し会員増をめざし、そのため
の「交流委員会」を設置して取り組んでき
ている。
その運動が功を奏しつつあるのか、本
年３月から７月にかけて６名の方に入会
していただいた。
交流委員会委員長の内富烈氏（全日
本プロバス協議会理事）は今までの困難
な期間を述懐した上で、効果があったと
思われる取り組みを次のように挙げられ
ている。
○会員それぞれが入会のお誘いをする
とき、勧誘する会員自身がプロバスク
ラブの意義を十分に理解していなかっ
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たきらいがある。そこでガイドライン「プ
ロバスクラブ概要」を作成した。
○親ロータリークラブに出席しＰＲに努め
た。また、他のクラブとも交流を図った。
即効果があったとは思っていないが、
布石になったであろう。
○人脈の豊富な会員に積極的に動いて
いただいた。
○卓話していただいた講師、クラブ旅行
等へのゲスト参加の方々をお誘いし、
入会していただいた例が複数ある。
そして、「当初目に見えての効果はな
かったが、ここにきてこれまでの取り組み
が開花し始めてきたという手応えを感じ
ている」と結ばれた。
クラブとしての強い意志と、的確で具
体的な手と、「継続は力なり」である。

県内７クラブとの交流会を計画
鹿児島西南プロバスクラブ 会長 山中 利雄

当クラブの会員数は現在８名と少数で、
皆様のご協力を頂きながら活動を続けて
います。鹿児島県内のプロバスクラブも
実質的に活動しているのは数クラブであ
り、継続は力です。
如何にしたら、プロバスが発展する
か？ 近年加入数が低迷している理由
は何か？ やはり時代の流れと言うので
しょうか。全日本プロバス協議会から提
供された資料にもあるように、鹿児島県
内も、１０年前からすると、激減して数箇

所が登録されている状況です。
この対策として、当プロバスも年度計
画の中で、県内７クラブ（鹿児島南、指
宿、阿久根、出水、高山吾平、鹿屋、か
のや東）との交流会を、ここ鹿児島西南
クラブで来年 1 月の例会時に計画して
いるところですが、果たして皆様が賛同
してくれるか、期待しているところです。
人と人とのつながりは、やはり意思が通
じ合うことが先決ではないでしょうか？
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寄 稿

滝に打たれ心身清らか
―令和元年記念し五所川原 PB 会員が挑戦―
五所川原プロバスクラブ監事 島村 吉三久
（全日本プロバス協議会副会長）
紅葉の名所として知られる青森県は黒
石市にある中野もみじ神社にある「不動
の滝」で 7 月 20 日、五所川原プロバスク
ラブ会員の黒石ナナ子さんが会員はもと
より津軽地方一円の中高年男女 16 人で
滝の水に打たれる「身清め行」に挑戦し
ました。
中野神社は、遠く人皇第 33 代推古帝
十八年(610 年)唐僧円智上人が不動像
を刻して勧請、千四百有余年の歴史を
誇る神社です。かつては不動院と呼ば
れ、不動堂にて歴代の人々によって不
動の滝修業が行われたとされております。
このことにヒントを得た当クラブ会員の黒
石ナナ子さん(黒石市議、五所川原総会
司会担当)が、元号が令和になったのを
記念して滝行を行おうと呼びかけて実施

となったも
のです。
参加者
は、揃い
の白装束
を着て中
野神社で神事に臨んだ後、中野川の流
れの中を歩いて横切り、対岸にある滝へ
進むと流れ落ちてくる水に打たれながら
手を合わせて願いをかけておりました。
黒石会員は、「昔からの文化を継承し
ていきたい」と話して来年以降の開催も
検討していくと語っております。 （写真
は、中野もみじ山の「不動の滝」で滝行
に挑戦する当クラブ会員たち）

プロバス紹介 （順不同）
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旭川プロバスクラブ
役員
理事

北海道

会員数 98 名（男 73 名、女 25 名）

▽名誉顧問＝西田勲▽顧問＝山内和夫、馬場康博
▽会長＝井合典郎▽副会長＝中田雅昭▽幹事＝小木田儀和
▽副幹事＝今津寛介▽会計＝野口和雄
▽対外事業（活動）委員長＝哘崎美子▽親睦交流委員長＝助安久雄
▽社会奉仕委員長＝高橋千鶴子▽会報委員長＝由良和喜
役員任期＝ １ 年間

次期役員改選＝ 2020 年 ７月

連絡先住所

北海道旭川市 6 条通 8 丁目 37-6 遠野ﾋﾞﾙ 8F㈱ｱｲｹﾑ内

連絡者お名前

大久保 佳子
電話番号

０９０－６２１２－７５５７

メールアドレス

blue_bay05_ysk2525@ybb.ne.jp

千歳プロバスクラブ
役 員

事務局

北海道

会員数２７名(男２２名、女５名)

▽会長＝守田勝榮▽副会長＝山田三重子、吉田淳一
▽幹事長＝豊田淳治▽副幹事長＝野澤邦彦
▽幹事＝加藤正男、南雲公夫、新谷俊一、佐藤敏博▽会計＝新谷俊一
▽監査＝青木秀明、釣晴彦
役員任期＝ １ 年間

次期役員改選＝ 令和２年６月

連絡先住所

〒066-0015 千歳市青葉３丁目９－２３

連絡者お名前

豊田 淳治

幹事長

電話番号

0123-27-2710、090-6449-8607

メールアドレス

yamasemi8073@yahoo.ne.jp

六ヶ所プロバスクラブ
役員

青森県

会員数 １４名（男１０名、女４名）

▽会長＝金澤光秀▽副会長＝高田考徳▽親睦委員長＝種市秋光
▽クラブ運営委員長＝中村勝教▽会員増員委員長＝葛西満
▽事務局長・会計＝藤嶋かおり▽広報委員長＝相澤文雄
役員任期＝ ２ 年間

次期役員改選＝ ２０２１年６月

連絡先住所

〒0３９-3212 青森県上北郡六ヶ所村尾駮字家ノ前４－３４

連絡者お名前

藤嶋 かおり

事務局長

電話番号

０１７５－７１－０１３４

メールアドレス

darumaya@r15.7-dj.com

五所川原プロバスクラブ

青森県
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会員数 48 名（男 33 名、女 15 名）

役員

▽会長＝松山栄一▽副会長＝平川五十吉、塚本悦子▽幹事＝杉山薫
役員任期＝ ２ 年間

次期役員改選＝ 令和 2 年４月

連絡先住所

〒037-0011
青森県五所川原市金山字竹崎１８２－６ ㈱藤産業内

連絡者お名前

杉山

薫

電話番号

幹事
０９０－８９２８－３０３７

メールアドレス

前橋プロバスクラブ
役員

群馬県

会員数 ２３名（男１８名、女５名）

▽理事・会長＝大井常利▽理事・副会長・事務＝相澤慎司
▽理事・副会長・会計＝加藤堯弘
▽理事＝竹内嘉一、福田一良、須藤憲一、長野利章
▽監査＝佐久間一雄
役員任期＝ ２ 年間

次期役員改選＝ ２０２１年７月

連絡先住所

〒371-0017 前橋市日吉町３－３３－１４

連絡者お名前

相澤 慎司

理事・副会長・事務局長

電話番号

０２７－２３３－６８６６

メールアドレス

aishin1936@jcom.home.ne.jp

埼玉浮き城プロバスクラブ
役員

埼玉県

会員数 38 名（男 35 名、女 3 名）

▽会長＝鴨田武▽副会長＝根岸友憲▽幹事＝木島隆夫
▽会計＝小川栄一▽事務局長＝安部節子▽直前会長＝大久保毅
▽次年度会長＝須郷隆▽例会・広報担当＝澤田良一
▽監事＝小山博、鈴木民儀▽顧問＝渡邉栄一、小島敏男
役員任期＝ 1 年間

次期役員改選＝ 令和 2 年 7 月

連絡先住所

〒348－0041 埼玉県羽生市上新郷 5642－2

連絡者お名前

安部 節子

事務局長

電話番号

０４８－５６２－５５５６

メールアドレス

四街道プロバスクラブ

千葉県
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会員数 14 名（男 14 名、女 ０名）

役員

▽顧問＝丸井定郎▽会長＝清水敏▽副会長＝前島一夫
▽総務・広報＝鈴木征志▽企画・渉外＝小島浩平
▽研修・親睦＝中山潤一▽会計＝山口義夫▽監査＝平見哲朗
役員任期＝ ２ 年間

次期役員改選＝ 2020 年５ 月

連絡先住所

〒284-0044 千葉県四街道市和良比 173-6

連絡者お名前

鈴木征志

総務・広報担当

電話番号

０４３－４３３－０８８２

メールアドレス

warabi173ms@catv296.ne.jp

東京八王子プロバスクラブ
役員

東京都

会員数６１名（男４８名、女１３名）

▽会長＝飯田冨美子▽副会長（兼交流担当）＝田中信昭
▽幹事＝一瀬明▽副幹事＝有泉裕子
▽例会委員長＝齋藤万理子▽情報委員長＝河合和郎
▽会員委員長＝寺田昌章▽研修委員長＝山口三郎
▽地域奉仕委員長＝武田洋一郎▽「宇宙の学校」＝下山邦夫
▽全日本プロバス協議会関係＝立川冨美代
役員任期＝ １ 年間

次期役員改選＝ 20２０年７月

連絡先住所

〒１９２－００５６東京都八王子市追分町９－３

連絡者お名前

田中 信昭

交流担当理事

電話番号

０４２－６３５－２０３０

メールアドレス

n.tanaka@diary.ocn.ne.jp

東京多摩プロバスクラブ
役員

東京都

会員数 ２３名（男２０名、女３名）

▽会長＝北村克彦▽副会長＝高村弘毅▽幹事＝秋山正仁
▽会計＝藤嵜喬子▽総務委員長＝滝川道子
▽研修・親睦委員長＝滝川益男▽地域奉仕委員長＝澤雄二
▽広報委員長＝登坂征一郎▽監査＝増山敏夫
役員任期＝ １ 年

次期役員改選＝ ２０２０年７月

連絡先住所

〒206-0021 東京都多摩市連光寺３－３１－３ 滝川方

連絡者お名前

滝川 益男

研修・親睦委員長

電話番号

042－372-2238

メールアドレス

m-takikawa@muh.biglobe.ne.jp

東京日野プロバスクラブ
役員

東京都

090-1840－0614

会員数 41 名（男 39 名、女 2 名）

▽会長＝後藤紀之▽副会長＝矢野凱弓▽幹事＝宮地公平
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▽副幹事＝渡辺 明▽例会委員長＝保母錠治
▽地域奉仕委員長＝黒澤直明▽情報委員長＝大島芳幸
▽会員委員長＝仲村房次郎▽研修委員長＝澤田研二
▽吹き矢担当参与＝林 良健
役員任期＝ 1 年間

次期役員改選＝ 令和 2 年 7 月

連絡先住所

〒191-0031 日野市高幡 3-8 東京日野ＲＣ内（郵便受けのみ）

連絡者お名前

宮地公平

幹事

電話番号

０７０－６４８１－２２１８

メールアドレス

ｊｓｋ0008＠aqua.ocn.ne.jp

横濱プロバス倶楽部
役 員

神奈川県

会員数４０名(男３４名、女６名)

▽会長＝束野操▽副会長＝關尚記▽幹事＝保谷英雄
▽例会委員長＝森山功▽会員委員長＝内山昌俊
▽情報委員長＝松原孝明▽参遊会委員長＝富永和男
▽会計監査＝岩城孝子、神谷恒夫▽事務局長・会計＝松下尚雄
役員任期＝ １ 年間

次期役員改選＝ 令和２年７月

連絡先住所

〒236-0005 横浜市金沢区並木３－３－１０－２０４

連絡者お名前

松下 尚雄

事務局長

電話番号

045-784-6549、090-1551-0096

メールアドレス

ＴＡＤＤ-0126@nifty.com

川崎西プロバスクラブ
役 員

神奈川県

会員数２２名(男１９名、女３名)

▽会長＝増田光宏▽副会長＝高橋俊彦▽幹事長＝竹仲密昭
▽副幹事＝栗原誠市▽会計＝山田雅了▽例会研修委員長＝志田安弘
▽会員・情報委員長＝中村博史▽地域奉仕委員長＝川田潔
役員任期＝ １ 年間

次期役員改選＝ ２０２０年 ７月

連絡先住所

〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子２－１－１６

連絡者お名前

竹仲 密昭

幹事長

電話番号
メールアドレス
鎌倉プロバスクラブ

神奈川県
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会員数 ３６名（男２９名、女７名）

役員

▽会長＝正親睦弘▽副会長＝楠本保、藤澤慶彦、吉野忠彦
▽幹事長＝石井邦夫▽他６名
計１１名(含監事)
役員任期＝２年(重任あり)

次期役員改選＝ ２０２１年 １月

連絡先住所

〒251-0027 藤沢市鵠沼桜が岡 3-14-7

連絡者お名前

正親 睦弘

会長

電話番号

0466-25-3796

メールアドレス
横浜まろにえ

神奈川県

会員数 23 名（男 15 名、女 8 名）

プロバスクラブ

▽会長＝荻久保義功▽副会長＝村上武（広報・渉外専門部会
長）、倉橋丈夫（組織・例会運営専門部会長）
役 員

▽事務局長＝津田宏之▽会計＝西野幸子（親睦専門部会長補
佐）▽会計補佐＝倉橋啓美（親睦専門部会長）
▽監査＝吉岡彬、吉田登
▽理事＝谷本吉年（地域交流・貢献専門部会長）、髙橋昌子（組
織・例会運営専門部会長補佐）、牧英一（地域交流・貢献専門部会
長補佐）▽顧問＝添田悦子
役員任期＝ 2 年間

連絡先住所

〒234－0054 神奈川県横浜市港南区港南台 6－17－5

連絡者お名前

津田 宏之

事務局長

電話番号

090－1050－5086

メールアドレス

htsuda.6445@oregano.ocn.ne.jp

横浜グリーンプロバスクラブ
役員

次期役員改選＝ 2021 年 9 月

神奈川県

会員数２０名（男１８名、女２名）

▽会長＝菅野忠勝▽副会長＝安藤修一▽幹事＝佐藤玄太郎
▽会計＝石井秀人▽監査＝池田泰▽例会委員長＝寺尾三樹男
▽親睦委員長＝津曲俊行▽運営委員長＝川嶋忠男
▽奉仕委員長＝小林富美子▽同好会委員長＝井上功
役員任期＝ １ 年間

次期役員改選＝ 令和 2 年 ３月

連絡先住所

〒225-0005 横浜市青葉区荏子田２－１９－３７

連絡者お名前

五十嵐 恵子

事務局

電話番号

０４５－９０３－８８３６

メールアドレス

k-iga@se.catv.ne.jp
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新潟プロバスクラブ
役員

新潟県

会員数１１名（男５名、女６名）

▽会長＝立川龍雄▽直前会長＝金子隆弘▽幹事＝市川務
役員任期＝ ２ 年間

次期役員改選＝ 2020 年６月

連絡先住所

〒951-8122 新潟市中央区旭町通２－５２２５－２２

連絡者お名前

立川 龍雄

会長

電話番号

０２５－２２８－１６１０

メールアドレス

m35000@docomo.ne.jp

プロバスクラブ松任
役 員

石川県

会員数３５名(男２５名、女１０名)

▽会長＝中村義造▽副会長＝春木外喜男▽会計＝永井登美慧
▽幹事＝北川邦昭、鏑木久美▽監事＝川畑喜一、松田信喜
▽相談役（会長経験者）＝宮西實、倉重正久、山瀬晋吾、安田信夫、
小丸隆、赤沢与章
役員任期＝ １年間

次期役員改選＝ 平成２年 ４月

連絡先住所

〒924-0878 白山市末広１丁目７９

連絡者お名前

北川 邦昭

幹事

電話番号

０７６－２７５－５８１３

メールアドレス

ke-kita@asagaotv.ne.jp

鈴鹿西プロバスクラブ
役員

三重県

会員数 ２３名（男２０名、女３名）

▽会長＝大石幸生▽副会長＝福井章子▽幹事＝喜田久仁廣
▽会計＝杉野敏明▽会報担当＝草野靖生
▽カルチャー・地域交流委員長＝長田芳樹▽親睦委員長＝山鹿昇
役員任期＝ １ 年間

次期役員改選＝ ２０２０年７月

連絡先住所

〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町８１６
鈴鹿商工会議所ビル 3 階 鈴鹿西ＲＣ内

連絡者お名前

事務局
電話番号

０５９－３８３－７０７７

メールアドレス

info@rotary-suzuka-west.org
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四日市南プロバスクラブ
役員

三重県

会員数 29 名（男 24 名、女 5 名）

▽会長＝杉原啓二▽副会長＝植木京子▽幹事＝田川ちえ子
▽副幹事＝川合一明▽会計＝伊藤章▽親睦交流委員長＝松田賢治
▽知的研究委員長＝林多己郎▽社会交流委員長＝植木京子（副会長
が兼任）▽情報活用委員長＝山本均▽監事＝三日市存、高野健
役員任期＝1 年間

次期役員改選＝ 2020 年 7 月

連絡先住所

〒510-0086 三重県四日市市諏訪栄町 7-28

連絡者お名前

田川ちえ子

幹事

電話番号

０９０－２１３２－９７７６

メールアドレス

ysprobus@m6.cty-net.ne.jp

松阪・鈴プロバスクラブ
役員

三重県

会員数 ２４名（男２１名、女 ３名）

▽顧問＝小嶋博司、松村勝順▽会長＝田中一如▽副会長＝松田敬八
▽幹事＝御堂武二▽副幹事＝小林壽一▽会計＝松井恭子
▽計画担当＝渡辺和己▽親睦交流担当＝磯田保、海住幸松
▽社会奉仕担当＝西山正剛▽監査＝小倉喜久治、小田邦雄
役員任期＝ ２ 年間

次期役員改選＝ ２０２０年 7 月

連絡先住所

〒515-0014
三重県松阪市若葉町１６１－２ 松阪商工会議所３Ｆ

連絡者お名前

事務局
電話番号

０５９８－５２－０８５１

メールアドレス

ma-erc@mctv.ne.jp

伊勢はまゆうプロバスクラブ
役員

三重県

会員数 １３名（男５名、女８名）

▽会長＝石原貞夫▽副会長＝大井紀子▽幹事＝藤原早子
▽書記・会計＝馬瀬里子▽会計監査＝坂倉成美、杉弘子
役員任期＝ ２ 年間

次期役員改選＝

２０２１ 年６ 月

連絡先住所

〒516-0037 三重県伊勢市岩淵１－７－１７

連絡者お名前

伊勢中央ロータリークラブ 石原貞夫
事務所内気付
電話番号

０５９６－２７－００７２

メールアドレス

isechuo@amigo2.ne.jp
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三重・九華プロバスクラブ
役員

三重県

会員数 １７名（男６名、女１１名）

▽会長＝松尾正▽副会長＝下田美智代▽幹事＝伊藤順子
▽会計＝金森三雄
役員任期＝ ２ 年間

次期役員改選＝ ２０１９年１２月

連絡先住所

〒511-0041 桑名市外堀３８番地 松尾鋼機㈱内

連絡者お名前

松尾

正

電話番号

0594-21-3331

メールアドレス

f.matsuo@wonder.ocn.ne.jp

大阪プロバスクラブ
役員

会長

大阪府

090-3257-8059

会員数 22 名（男 12 名、女 10 名）

▽会長＝吉田州伸▽副会長＝西田隆昭、有竹正巳
▽幹事＝川端崇且▽会計＝吉川栄子▽司会＝浅山起久子
▽広報＝西宮富夫▽プログラム＝小林惇三▽親睦＝山村紗智子
▽会員増強＝伊丹谷五郎▽oh-box＝野村尚子
役員任期＝ 2 年間

次期役員改選＝ 2021 年 6 月

連絡先住所

〒562－0044

連絡者名前

川端 崇且

クラブでの肩書 幹事

電話番号

072-721-9502

メールアドレス

Kawabata1210@ajpha.ocn.jp

奈良プロバスクラブ
役員

大阪府箕面市半町 2－5－23

奈良県

090－2702－7212

会員数 41 名（男 29 名、女 12 名）

▽会長＝熊本國勝▽副会長＝福井勝治、大西良則
▽幹事＝久保田実雄▽会計＝木村篤子▽会場監督＝里井義治
▽理事＝辻弘明・プログラム委員長、平川誠一・知的研修委員長
梅木春興・社会奉仕委員長、澁谷日加璃・親睦交流委員長
大城戸建雄・会報広報委員長
役員任期＝ 2 年間

次期役員改選＝ 2020 年 7 月

連絡先住所

〒631-0805 奈良市右京 4 丁目 1-13

連絡者お名前

熊本 國勝

会長

電話番号

0742-71-6086

メールアドレス

Spea82q9@cap.ocn.ne.jp
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日置川プロバスクラブ
役 員

和歌山県

会員数１０名(男１０名、女０名)

▽名誉会長＝森田義利▽相談役＝寺岡浩義▽会長＝中川敏彦
▽副会長＝須本金弥▽理事＝田中英二▽監事＝小山実
▽会計＝宮前保男
役員任期＝ ２ 年間

次期役員改選＝ 令和２年４月

連絡先住所

〒649-2532 和歌山県西牟婁郡白浜町安居８５９－１

連絡者お名前

中川 敏彦

会長

電話番号

０９０－８８２５－１２１１

メールアドレス

龍神プロバスクラブ
役員

和歌山県

会員数 ５名（男３名、女２名）

▽会長＝古久保克巳
役員任期＝不明

次期役員改選＝不明

連絡先住所

〒645-0414 和歌山県田辺市龍神村東３５１

連絡者お名前

古久保 克巳

会長

電話番号

０９０－３４８０－２０２８

メールアドレス

本宮プロバスクラブ
役員

和歌山県

会員数 ７名（男７名、女０名）

▽会長＝辻坂貢▽副会長＝松本純一▽会計＝川上陽平
役員任期＝ ３ 年間

次期役員改選＝ 令和３年３月

連絡先住所

〒647-1731 和歌山県田辺市本宮町本宮４４９

連絡者お名前

辻坂

貢

電話番号

会長
０７３５－４２－００８５

メールアドレス
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神戸北プロバスクラブ
役員

兵庫県

会員数１３名（男 8 名、女 5 名）

▽会長＝宮森勝▽副会長（幹事）＝弾昌子
▽副会長（渉外）＝中戸文代▽幹事（例会）＝河野隆
▽監事＝徳田桂子
役員任期＝ 1 年間

次期役員改選＝

2020 年 7 月

連絡先住所

〒651-1212 兵庫県神戸市北区筑紫が丘 1 丁目 1-3

連絡者お名前

弾 昌子

副会長（幹事）

電話番号

078-582-4551

メールアドレス

m.dan7337@gmail.com

姫路プロバスクラブ
役 員

兵庫県

090-9995-5110

会員数１４名(男９名、女５名)

▽会長＝福岡稔也▽副会長＝上田稔夫▽幹事＝田路和子
▽監事＝長谷川登代子▽会計＝大山めずる
役員任期＝ １年間

次期役員改選＝ 令和２年 ６月

連絡先住所

〒671-2103 姫路市夢前町前之庄２２５４－１

連絡者お名前

福岡 稔也

会長

電話番号

０７９－３３６－４１８０

メールアドレス

y-fuku.ｔ@joy.ocn.ne.jp

姫路南プロバスクラブ
役 員

兵庫県

会員数２９名(男２４名、女５名)

▽会長＝浅江季典▽副会長＝川口照子▽幹事＝岡本浩一(総務委員長)
▽企画委員長＝大橋一喜▽研修親睦委員長＝長谷川一彦
▽広報委員長＝濱口浩平▽会計＝明石美奈子▽監査＝田村隆平
▽顧問＝木村政雄、近藤栄一▽参与＝中塚昭三
役員任期＝ ２年間

次期役員改選＝ 令和２年 ４月

連絡先住所

〒670―0883

兵庫県姫路市城北新町 1 丁目２－２６

連絡者お名前

岡本 浩一

総務委員長

電話番号

０７９－２２４－３３６６

メールアドレス

kokamoto@helen.ocn.ne.jp
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上郡プロバスクラブ
役員

兵庫県

会員数 １２名（男１０名、女２名）

▽会長＝赤松初夫▽副会長＝久保好則、坂越忠和
▽幹事＝眞野行史▽会計＝浜 満▽監事＝久保好則、高森繁子
▽理事＝高森繁子、浜満、眞野行史▽顧問＝長安浩明
役員任期＝ １ 年間

連絡先住所

次期役員改選＝

２０２０ 年１ 月

〒678-1233 兵庫県赤穂郡上郡町大持 278 上郡町商工会内

連絡者お名前
電話番号

０７９１－５２－３７１０

メールアドレス

宝塚中プロバスクラブ
役員

兵庫県

会員数 １２名（男６名、女６名）

▽会長＝中原等▽副会長＝坂下賢二▽幹事＝八郷悦子
役員任期＝

年間

次期役員改選＝

年

連絡先住所

〒665-0011 宝塚市南口２丁目１１番５－３号

連絡者お名前

八郷 悦子

幹事

電話番号

０７９７－７３－５３９６

月

メールアドレス

淡路プロバスクラブ
役員

兵庫県

会員数２１名（男８名、女 13 名）

▽会長＝大歳喜久▽副会長＝鈴木道子、高田知昭
▽幹事＝松谷まゆみ▽会計＝山岡恵子▽監査＝堀内 清
▽理事＝橋元和子、畑美代子
役員任期＝ １ 年間

次期役員改選＝ ２０２０年 ７月

連絡先住所

〒656-2156 兵庫県淡路市大町下５４―２

連絡者お名前

大歳 喜久

会長

電話番号

０７９９－６２－１５３３

メールアドレス

photomic7@zeus.eonet.ne.jp

小野加東プロバスクラブ

兵庫県
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会員数 20 名（男 10 名、女 10 名）

さわやか
役員

▽会長＝中家康博▽副会長＝小池敏▽幹事＝小林謙五
▽副幹事＝井場宏晃▽会計＝丹羽恭子▽監事＝岸本弘美
役員任期＝ １ 年間

次期役員改選＝ ２０２０年７月

連絡先住所

〒675-1355 兵庫県小野市新部町６７６－３

連絡者お名前

小林 謙五

幹事

電話番号

０７９４－６６－２９６２

メールアドレス
びわ湖大津プロバスクラブ
役員

滋賀県

会員数 32 名（男 31 名、女 1 名）

▽会長＝笹田昌孝▽副会長＝橋本俊和、小田修▽幹事＝香川晃一
▽会計・事務局＝西村かずみ▽プログラム委員長＝芦田重信
▽親睦交流委員長＝佐藤良治▽会報広報副委員長＝木村浩一
▽知的研修委員長＝北原達正▽社会奉仕委員長＝山田 実
▽監査＝福嶋喜代三
役員任期＝ 1 年間

次期役員改選＝ 2020 年 7 月

連絡先住所

〒520－2116 滋賀県大津市堂１－１２－１５

連絡者お名前

西村かずみ

会計・事務局

電話番号

０７７－５４９－０５４６

メールアドレス

b_otsu_pro111tt@yahoo.co.jp

福山プロバスクラブ

役 員

広島県

会員数 ９名(男 ８名・女 １名)
別に、休会中 5 名（男２名・女３名）

▽会長＝武田賢治▽副会長＝長澤武▽幹事＝木曽正之
▽会計＝平田虔治▽監査＝大原博
役員任期＝

年間

次期役員改選＝ ２０２０年 ６月

規約では 1 年としていますが、受け手なく現在の役員 6 年目
連絡先住所

〒720-0082 福山市木之庄町１－２－１－５

連絡者お名前

木曽正之

幹事

電話番号

０８４－９２１－２８５６

メールアドレス
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徳山プロバスクラブ
役員

山口県

会員数 23 名（男 21 名、女 2 名）

▽会長＝小野雅由▽副会長＝奥田宗博▽幹事＝宮下眞知子
▽副幹事＝村田正樹▽会計監査＝内山實、原田茂
※全日本プロバス協議会理事 内富烈
役員任期＝ 1 年間

次期役員改選＝2020 年 7 月

連絡先住所

〒745-0869 山口県周南市東北山２丁目６番８号

連絡者お名前

村田正樹

副幹事

電話番号

０８３４－３２－３０８８

メールアドレス

mt.murata@m2.ccsnet.jp

北九州プロバスクラブ
役員

福岡県

会員数 ４０名（男２０名、女２０名）

▽会長＝古賀靖子▽副会長＝松本忠、大川力
▽幹事長＝中山正英▽会計＝松永光代▽企画委員長＝竹原英作
▽親睦委員長＝吉田秀子▽広報委員会＝安高洋一
▽監事＝福田直正、和田悦子▽事務局長＝遠藤信子
▽事務局次長＝住吉育代
役員任期＝2 年間

次期役員改選＝2021 年 7 月

連絡先住所

〒805-0016 北九州市八幡東区高見２－４－２１

連絡者お名前

中山 正英

幹事長

電話番号

０９３－６５１－７９２３

メールアドレス

nmmkt-s47@jcom.home.ne.jp

みやこプロバスクラブ
役員

福岡県

会員数 ２２名（男１５名、女７名）

▽会長＝松本高明▽副会長＝白水孝大、浦田農二男
▽幹事＝村岡徳治▽副幹事＝岸本正信▽会計＝義経隆子
▽監事＝藤木昇▽企画委員長＝奥廣俊▽レク委員長＝岸上光男
▽広報委員長＝伊藤博美
役員任期＝2 年間

次期役員改選＝ 令和３年 7 月

連絡先住所

〒824-0001 福岡県行橋市行事４－８－５２

連絡者お名前

村岡 徳治

幹事

電話番号

０９３０－２３－００９７

メールアドレス

tokuji@kvd.biglove.ne.jp

壱岐プロバスクラブ

長崎県
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１４名 （男１１名、女３名）

役員

▽会長＝竹田頼正▽副会長＝小西秀和▽事務局長＝殿川穂
役員任期 ２年間

次期役員改選 ２０２０年７月

連絡先住所

〒811-5521 長崎県壱岐市勝本町西戸触９７３－２

連絡者お名前

竹田 頼正

会長

電話番号

０９２０－４２－０８２５

メールアドレス
鹿児島南プロバスクラブ
役員

鹿児島県

会員数１５名（男６名、女９名）

▽会長＝森山道宏▽副会長＝隈元一▽幹事長＝古田泰子
役員任期＝ 1 年間

次期役員改選＝2020 年 7 月

連絡先住所

〒892-0824 鹿児島市堀江町１２－１６－４０１

連絡者お名前

森山 道宏

会長

電話番号

０９９－２０１－６８５５

メールアドレス

m.moriyama55@jon.ocn.ne.jp

指宿プロバスクラブ
役員

鹿児島県

会員数１４名（男１１名、女３名）

▽会長＝向吉保▽副会長＝大牟礼信弘▽事務局長＝是枝十四郎
▽事務局次長・会計＝森田千恵子▽会計監査＝王子田逸雄
▽文化広報＝森田秋弘
役員任期＝ 1 年間

次期役員改選＝ 毎年１月

連絡先住所

〒891-0304 指宿市東方２２８８

連絡者お名前

是枝 十四郎

事務局長

電話番号

０９９３－２５－６５６５

メールアドレス

koreeda014@gmail.com

アクネ プロバスクラブ
役員

鹿児島県

会員数 12 名（男 9 名、女 3 名）

▽会長＝1 名▽副会長＝1 名▽庶務会計＝１名▽幹事＝2 名
役員任期＝1 年間

次期役員改選＝ 令和２年６月

連絡先住所

〒899-1131 阿久根市脇本１３０３９

連絡者お名前

京田 敏子

庶務会計担当理事

電話番号

０９９６－７５－１３００

メールアドレス
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高山・吾平プロバスクラブ
役 員

鹿児島県

会員数１８名(男１８名、女０名)

▽会長＝矢神純久▽副会長＝田中義美、印口信一
▽幹事＝外窪一人、古市利秋、坂中春久、小屋敷浩平
▽事務局（書記会計）＝松山為昌
役員任期＝ １年間

次期役員改選＝ 令和２年 ６月

連絡先住所

〒893-1103 鹿児島県鹿屋市吾平町麓３２２９

連絡者お名前

松山 為昌

書記会計

電話番号

０９０－４０５０－６６８２

メールアドレス
鹿児島西南プロバスクラブ
役 員

鹿児島県

会員数 ８名(男２名、女６名)

▽会長＝山中利雄▽副会長兼会計＝岩下久美子▽幹事＝安藤和郎
▽監査＝神野美穂子、久保秀子
役員任期＝ ２年間

次期役員改選＝ その都度

連絡先住所

〒892-0145 鹿児島市坂之上７－１５－２２

連絡者お名前

山中 利雄

会長

電話番号

０９９－２６１－６５９２

メールアドレス

かのや東プロバスクラブ
役員

鹿児島県

会員数 11 名（男 11 名、女 名）

▽会長＝堀内隆司▽副会長＝小薗勝一▽幹事＝森山正道
▽会計＝橋野大海▽親睦委員長＝東郷陸男
▽親睦副委員長＝中村恭一
役員任期＝1 年間

次期役員改選＝ 2020 年 7 月

連絡先住所

〒893-0005 鹿児島県鹿屋市共栄町 12-3
かのや大黒グランドホテル内

連絡者お名前

小濵 祐子

事務局員

電話番号

0994-43-2344

メールアドレス

kerc@po4.synapse.ne.jp

事務局だより
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原稿を募集します
①「全日本ニュース」Ｎｏ．３（１１月１日付発行予定）

会員増強その後 役員の改選、周年行事等何でも
１１月１日付「全日本プロバス協議会ニュース」Ｎｏ．３は、9 月 30 日の理事会報告をメ
ーンに、
▽「全日本ひろば」第２号で特集した「会員増強」を読んで感じたこと
▽上記のさらなる提案・ご意見・ご質問など
▽また、周年行事や役員改選の紹介など
も掲載しようと思っています。皆様の原稿の積極的な提稿をお待ちしています。
▽原稿の締切は、10 月 1 日（火）とします。
▽原稿の長さは問いません。写真付きを歓迎いたします。なお、筆者の顔写
真は掲載しますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
▽原稿の送り先は、幹事長・松本忠宛にお願いいたします。できるだけメール
送信でお願いいたします。もちろんファックス、郵送ともに歓迎いたします。
②「全日本プロバス協議会ひろば」第 3 号（令和 2 年 1 月元日付予定）

原稿のテーマは「楽しくなければプロバスではない」
全日本プロバス協議会のキャッチフレーズは「楽しくなければプロバスではない」と
いうのは皆さんご存知の通り。そこで、全国の各プロバスクラブがいかに“プロバス人生”
を楽しんでいるかを来年（2020 年＝令和 2 年）1 月元旦付発行の「全日本プロバス協
議会ひろば」第３号で特集することとしました。「楽しい」ということは、「生きがいを感じ
ている」「充実している」ということも含めて考えて良いのではないかと思います。各クラ
ブの創意工夫など、“楽しいプロバス”の姿を原稿にして送ってください。
原稿は次の要領で全日本幹事長松本忠宛に、出来ればメール（郵送でも可）で送
っていただきますようお願いいたします。
▽原稿の内容
☆貴プロバスクラブが取り組んでおられる、楽しい企画、充実した企
画など何でも紹介してください。もちろんその実施方法と成果も。
ちょっとしたアイデア、会員の真剣な挑戦、喜ぶ姿など大歓迎で
す。
▽原稿の長さ
☆長さは問いませんが、一応は５００字～７００字程度ではいかがでし
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ょうか。
▽写真の提供を
☆筆者の顔写真は必ず添付してください。
☆内容に即した写真も 2 枚以内でお願いいたします。
▽原稿等の締切
☆2019 年（令和元年）10 月１５日までに提稿連絡をお願い致します。
☆一時締切は 10 月 30 日、二次締切は 11 月 15 日、最終締切は
11 月 30 日とします。早めに提出していただくと助かります。
「ひろば」「ニュース」ともに、原稿の提出、問い合わせ、連絡先は次の通りです。
全日本プロバス協議会 幹事長 松本 忠
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町 13－13―522
電話＆ＦＡＸ 093-967-9925 携帯 080-1903-3014
メールアドレス pycts423@ybb.ne.jp
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あとがき
◆北九州プロバスクラブが全日本プロバス協議会の会長クラブ
を引き受けてほぼ 1 年が経過しました。電子メールを活用し
た会員クラブ間の情報交換という初期の目的は一定の成果
を上げており、その延長線上で今回の「全日本ひろば」第２
号の発行に結びついたと思います。
◆今回の「会員増強」をテーマにした原稿を提出していただい
た方々、アンケートによるプロバス紹介を提出いただいた各
クラブの皆様には感謝申し上げます。これからも「全日本ひ
ろば」を文字通りの皆様の“ひろば”にしていただきたく、ご協
力をお願いします。
◆少子高齢社会の中で、プロバスクラブも一定の試練に立たさ
れていると思われます。会員の減少、高齢化を嘆くだけでな
く、各クラブで再活性化を目指して行動を起こしていただき
たいと思います。そのためのヒントが「会員増強」特集の中に
あると思います。全日本協議会事務局としても、会員クラブ
の皆様に寄り添いながら活動を続けて参りたいと思っていま
す。引き続きご協力をよろしくお願いいたします。
（幹事長 松本 忠）

全日本プロバス協議会
事務局
〒８０５－００１６ 福岡県北九州市八幡東区高見２－４－２１
事務局幹事 中山 正英
ＰＣメールアドレス zeniprbu@jcom.zaq.ne.jp
会長 古賀 靖子 携帯電話 ０９０－３６０７－６６１８
幹事長 松本 忠 留守電＆ＦＡＸ ０９３－９６７－９９２５
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