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令和３年度（2021 年度）

会 長 澤田 研二

通算１１５回 ７月例会は中止

幹 事 大島 芳幸

（クラブ第 12 年度 第２号）

会長 澤田 研二
京日野プロバスクラブは７月から新年度がスタートしました。しかし残念ながら７月１５日の 例会は新型コロナウイ
ルス感染拡大により第４回緊急事態宣言が７月１２日からとの発表に伴い中止と致しました。
毎月第３木曜日の例会に向け第２木曜日は理事会を行いその最終準備をしています。以前も例会場とし借用の高幡
不動尊が緊急事態宣言発令の時安全第一を掲げ会議場閉鎖をしていましたので、今回の対応を確認したところ、今回
も従来同様の策を取る。但し８月は状況見極めてから決定するとの事でした。
◆７月例会中止で臨時総会は書面で
７月例会は実施前提で準備して来ましたが、急遽中止の為臨時総会は書面へと切り替え、会員皆さんへのご理解ご
協力を願うこととしました。また新年度に向けてのクラブの活動方針を確認しましたが、新型コロナウイルスが日本に上陸
して３年を迎えようとしている状況下で未だいつ終息するかの予測もない中ですが、とにかく「無理せず楽しく」の基本を
忘れることなく、たとえ例会が中止になっても「日野プロバスたより」だけは毎月発行し、会員同士の繋がりを大
切にしていこう、との確認をしました。編集を担当する情報委員長からは「巻頭言」をスタートにして掲げ繋げていきた
いので、第１号は会長からとの要請を頂き記載してみました。
◆巻頭言とはーーーよく目にする言葉ですが、雑誌などの最初のページにのせ。その雑誌の立場・主張をあらわす文
章のことですが、可能なら会員皆さんからの投稿で、コロナに押され気味の活動に活力・新風を吹き込んでほしいもので
す。
さんろく
◆たどり来て、未だ山麓―――たどり着いたのは頂点ではなく、山登りで言えば山の麓でしかないとの意味ですが「さ
れど 10 年」日野プロバスも数々の山谷を皆んなの力で乗り越え１０年の節目を迎え越えました。山頂はまだまだ先です
が此れからさらに躍進するクラブでありたいと願っています。

東

７月から新年度がスタートし、１２代会長を仰せ付かりました。日野プロバスクラブが目
的として掲げる「生き生き・豊かな経験・社会奉仕」等、楽しくを忘れることなく会員皆さ
んと一緒に実現してまいります。その為の会長スローガンを掲記の様に定めました。
喜べば 喜び事が 喜んで 喜び集めて 喜びに来る
この文言だけでは理解が無理かもしれません。喜びを感じる時は「楽しい・嬉しい」時であり「喜び」を「楽しい」と置き換
えればほぼご理解頂けると思います。意とする所は
楽しい所には楽しい事を考えている人、楽しい事が好きな人達が「喜んで」楽しい事を持って楽しみに来る。
すなわち「楽しい所には楽しい人達が自然に楽しみを求めて集まって来る」という意味でありプロバスが求める「楽し
くなければプロバスでない」という基本に添った言葉を置き換えた文言であり、スローガンとしました。
新年度の方針としては、
(１) コロナ禍の収束状況を見極めながら、安全で無理のないクラブ活動を目指す。
(２) 当初計画から 3 年越しとなっている「創立十周年記念行事」は年度内で終結する。
(３) クラブの目標は「喜び、楽しい、穏やかな」とし、この３点を一体化して無理のない活動を行う。
以上ですが、まだまだ続く困難なコロナ社会をクラブ全員で乗り越えましょう。

令和３年度会長 澤田 研二

今年度の例会委員長を受任しました五加です。
昨年度新規に加入したばかりで右も左もわからない状態です。
しかしながら、受任した以上は一生懸命頑張る所存です。
コロナの新規感染者が昨年の流行以来 1 日１万人になろうかと
の時期でするが、できる限り努力をする所存です。
皆様のご指導ご鞭撻のほどお願いします。
今年度もコロナの影響でスムースな例会ができ無い環境と思わ
れますが、臨機応変に対応するように致します。皆様のご協力
をお願いし、慎重にかつ大胆に実行します。

新型コロナウィルス騒動が始まってそろそろ 1 年半が経過しよう
としていますが、残念ながら収束の気配どころか拡大する傾向
も見受けられます。
クラブの例会も昨年 1 月の騒動開始以来 4～5 回程しか開催す
ることが出来ず、更にこの間に 4 名の退会者及び 1 名の休会者
が発生する状況になってしまいました。淋しい限りです。
7 月の例会がもし開催されていれば、澤田会長のお知り合いの
2 名の方が入会前提の例会見学にお見えになる予定でしたが、
その例会も 7 月、8 月と中止になり、延期になってしまいました。
又、当クラブの入退会に関する運営細則ですが、柔軟な会の
運営が実施できるように今月の理事会で改正が行われました。
新会員手帳発行時に、その中に掲載予定です。
大半の方がワクチン接種を終了されたと思いますが、万全では
なさそうですので皆さんお互いに感染しないように留意しましょ
う！！！

社会福祉法人光の家・社会福祉法人夢ふうせん⇒寄附、
行事参加
2.社会貢献活動⇒コロナにより。中止
・福祉、介護関連 ・教育関連（放課後子ども教室）
社会貢献活動は、コロナ禍での活動が自粛されていますが、
他の社会貢献活動を検討していますのでご協力をお願い
します。

慣れ親しんだ情報委員会ですが、趣を変え新しい試み
をしましたが、見事に失敗しました。写真に頼らずに
文字による読み応えのある書面と頑張りましたが、判
読に苦労しました。少ない原稿で見易さを追求した大
島前委員長のセンスと技術に脱帽の今月号です。
ゴメンナサイ！
見違えたような来月号にご期待ください。

私の生れた、昭和２３年の新生児出生数は２，６８１，
６２４名でした。令和 2 年の出生数は８７２，６８３名
とかなり少子化が進んでいます。
私事ではありますが、今期（３年間）日野市商工会会
⾧の職に推薦されお受け致しました。
今まで以上に多忙になると思いますが、時間の許す限り
プロパスにも出席させて頂くつもりでおります。
どうぞよろしくお願い致します。

７月誕生月の方は、五加

治さんと朝倉

章

さんです。末永くお元気にお過ごしください
令和３年度の研修委員長を引き受けることになりました久保で
す。1 年間大変お世話になりますがよろしくお願いいたします。
研修委員会としては、コロナ禍の影響を受け当面外出活動自
粛をせざるを得ません。
ついては、
１， 理事会方針により、コロナ禍の収束までは外出研修を避
ける。
２， 会員の皆様の参考となる楽しい講話の機会を増やす。ま
た、同時に会員からの希望者の講話をお願いする。
当面の活動方針として取り組んでいく予定です。
渋沢栄一ツアー、防衛庁見学はコロナ収束後の、日帰りコース
を計画します。

地域奉仕委員会は、プロバスクラブの目的「地域社会に奉
仕する」そのものを実践することが、委員会の使命です。
具体的に活動内容は…
１．地域行事・団体支援
多摩川、浅川クリーン作戦（４月）
、ひのよさこい祭り
（７月）⇒ 参加

今月のトピックス
・令和３年７月１日現在：会員総数３４名（内休会１名）
・緊急事態宣言発出８/31 までの為、７月８月例会中止
・にこにこワンコインが再開されました。よろしく！。
・宮地副会長が、Ｚoom 研修会を立ち上げました。
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年度スタ－トの臨時総会～８月納涼例会も緊急事態宣言
で流れてしまい、厳しい船出となってしまいました。夢の祭
典もコロナに翻弄されて、今一つ盛り上がりを欠きますが、
朗報は、柔道の阿部兄妹、 卓球の水谷・伊藤ペア、 ソフ
トボ－ル、 大橋選手の W 金などでしょうか。
コロナの先は見えませんが、この特殊な状況下で何がで
きるのか、理事の皆さんと共に、知恵を出し合って、「大変
だったけど、面白かったね」と言えるような澤田・大島年度
にしたいと思っております。1 年間よろしくご協力のほどお
願い申し上げます

7 月 理 事 会 報 告
日 時：令和３年７月 8 日 10：00～12：00
場 所：高幡不動尊内 会議室
出席者：澤田 会長 宮地 副会長 大島 幹事
保母 副幹事 五加 例会委員長 山本 情
報委員長 後藤 会員委員長 林 地域奉仕
委員長 久保 研修委員長
１．新理事就任挨拶
◎五加 治 例会委員長
入会してまだ 1 年足らずで例会
委員長を命じられ、戸惑ってお
りますが、前任の吉ノ元会員と
の引継ぎも終えて、まずは会員
の方々の名前を早く覚えて、例

令 和 ３ 年 度 臨 時 総 会 報 告
緊急事態宣言措置の状況下で例会開催が叶わず、臨時総会
議案書を配布し、会員の皆様に各委員長を通じて賛否を問
う形式となった。おおむね賛同を得るも、会計報告の但し
書き欄の記載方法が不明とのご指摘を受け、ただちに修正
し、再度会員に案内することとした。

ゴルフ同好会報告
令和 3 年 7 月 16 日相武ＣＣにて日野 3 クラブ合同
コンペが開催されました。
前回は雨天中止となりましたが、好天に恵まれての
プレーが楽しめました。
優勝は当クラブの黒澤会員、準優勝も当クラブから
久保会員でした。

会運営をスムーズに行いたいと
思います。皆様のご協力を宜しくお願い
します。

◎久保

正男 研修委員長
５年前に地域奉仕委員長を経験し
ましたが、今年度は研修委員会を
担当します。
皆様のお力添えをいただきながら
務めたいと思います。
よろしくお願い致します。

◎山本 英次 情報委員長
2017 年と 2018 年度に続いて 3 回目の

全日本プロバス協議会報告

情報委員長に再登板いたしました。紙

（第３号議案）２０２１年度事業計画案（改定案）抜粋

面の刷新を心掛けてはいるももの気持

（２）２０２２年第１０回総会・東京八王子大会の開催

ちばかりが先走りしています。見易い、
親しみのある紙面への挑戦が続く様で
す。新設トピックスコーナーお楽しみ
にしてください。投稿歓迎！

▽東京八王子プロバスクラブがホストクラブとなって
第１０回総会・東京八王子大会を、２０２２年１１月２４日
（木）に京王プラザ八王子で開催する。

（３）ポストコロナへ全日本プロバス協議会会員クラブの
２．幹事報告
体力維持・強化に努める。
①月例会の中止報告
（４）全日本プロバス協議会と会員クラブ間の電子化を
７月 12 日に発令された、東京都緊急事態措置等によ
進め、情報の交換を強化する。
り、高幡不動尊例会場の使用が不可能となったため
（５）持ち回り理事会 持ち回り常任理事会を必要に応じ
7 月・８月の例会は中止となりました。
て開催し、年１回しか開催されない理事会、常任理事会
②会費の減額について
を補完する。
・令和３年理事会（6/10）の中で理事メンバーの中から
以上簡単にご報告申し上げます。
会費の取り扱いについて意見が出され、令和１年、２
全日本プロバス協議会 理事 山本英次
年とコロナ禍による影響で、例会、特別例会などの開
催が出来ず、繰越金の増加傾向が続いている。
・令和３年についても、見通しがつかない中、上期の会
編集・発行責任者：日野プロバス情報委員会
費について９０００円に減額することで了承された。
山本英次 魚住 徹 篠原昭雄 土方尚功
３．委員会報告
小林昭治 太田 健
各委員会の今年度の活動方針を確認し、臨時総会議案書
ホームページ http://www.hinopc.com/
へ掲載しましたのでご確認ください。
４

にこにこワンコイン

お願い：にこにこワンコインは、皆さんの喜びの気持ち
をワンコイン 500 円硬貨に載せて、クラブの周年行事な
どの浄財として積み立てる主旨で始めました。
決して強制ではありませんが、一言コメントに寄せて
ご寄付をお願いいたします。

澤田研二会⾧
にこにこワンコインの「プロバス便り」応募方式の誕
生おめでとうございます。
例会が休会の時も、紙面で皆さんと繋がる機会ができ
たのは最高！
嬉しい時、楽しい時、ついついほかの人に話したくな
る事・聞いてほしい事などありますよね！
山本英次 情報委員
久しぶりのプロバス便りとの再会に心躍らせていま
す。
張り切って１年間を務めさせていただくお祝いとして
にこにこワンコインの主旨に賛同して貧者の一灯です。
孫娘が結婚しました。嬉しくて！嬉しくて！
コロナ収束を待ってハワイでの式に参列します。
大島芳幸 幹事
「高額当選！？」年末ジャンボ宝くじを窓口で確認し
てもらったところ、窓口の女性がニコニコして告げて
くれました。
エーｯと驚いたけど 10 万円・・・

宮地公平 副会⾧
札幌の囲碁の先生に快勝、気分最高！！

無観客でも尽きぬ感動！
中国の壁を破った卓球混合ダブルスの水谷・伊藤ペア
の粘り、白血病を克服した競泳女子の池上璃花子が最
後のリレーを終えた充実の涙、体操男子の新エース
橋本大輝の着地。野球・侍ジャパン悲願の金メダルの
瞬間・・・日本全国に感動を呼び起こした今年のオリ
ンピックが無事に終了しました。
さて、今年の日本の成果は如何！

＊国別メダル数
米国
中国
日本
英国
ROC
豪州
オランダ
フランス
ドイツ
イタリア
カナダ
ブラジル

金 30
金 38
金 27
金 22
金 20
金 17
金 10
金 10
金 10
金 10
金7
金7
ニュージーランド金 7
キューバ 金 7
ハンガリー金 6
韓国
金6

銀 41 銅 33
銀 32 銅 18
銀 14 銅 17
銀 21 銅 22
銀 28 銅 23
銀7
銅 22
銀 12 銅 14
銀 12 銅 11
銀 11 銅 16
銀 10 銅 20
銀6
銅 11
銀6
銅8
銀6
銅7
銀3
銅5
銀7
銅7
銀4
銅 10

私たちは 2021 年の夏、コロナ下での無観客五輪という困難
に臨み、世界中の人々に感動と評価を手に入れた。
世界を連帯させ、選手たちにチャンスを与えたことを誇りに。

