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第 111 時回例会 司会 吉ノ元 身良 例会委員長
日時：令和２年 7 月 16 日
12 時 30 分～13 時 30 分
会場：高幡不動尊客間殿
出席：37 名中 23 名
（出席率 62..2％）
配布資料：例会次第、理事会
議事録、会報 114 号
臨時総会議案書

矢野

凱弓 会長

５ヶ月ぶりに例会が開催でき、皆さま
の元気なお顔に接し、まことにご同慶
の至りです。
新会長としてのご挨拶を申し上げ
る前に、コロナ禍の下でも、ラインビ
デオ会議や書類総会などを通じてク
ラブ活動維持に尽力して頂いた後藤
紀之前会長に令和元年度の締めくく
りの挨拶を頂きたいと思います。

の

後藤

紀之

直前会長

挨

明

第１１１回例会の記録 （クラブ第 11 年度 第 1 号）

日時：令和２年 7 月 9 日（木）10：00～13：00
場所：高幡不動尊小会議室
出席９名
会議内容は 7 月 16 日例会にて幹事報告

会 長 挨 拶

幹 事 渡辺

て議論は３時間にも及びました。プロバスの強みは地域に
根差したクラブであり集合の移動距離が短いこと、一方弱
みはコロナ感染で重症化しやすい老齢化集団という事で
す。幸いにして高幡不動尊にお借りしている此の例会場は
大変広くて換気も良く、３密を防げる、日野市内では希な
施設です。そこで、座席の間隔を広く取る、体温測定、マ
スク着用、消毒の徹底など、感染防止対策を可能な限り行
う事を前提に、参加希望を募ったところ２５名、約７割の
出席回答を頂きました。会員の皆さまのプロバス活動への
期待の大きさをひしひしと感じて、今年度の世話役として
身が引き締まる思いです。
先月１８日の文書による定期総会で選任された令和２
年度の新役員は司会による出席確認点呼で概ね紹介され
ましたが、加えて監査役の鷲尾昭夫さん、十周年記念事業
委員長の後藤一郎さん、８月より全日本理事となられる山
本英次さんを紹介します。
更に、本日は新入会員をお迎えします。五加治さんです。
澤田副会長の３０年来のご友人という折り紙付きの推薦
です。後ほど、ご本人からご挨拶を賜ります。
加えて、急な事ではありますが、多摩プロバスクラブより
飯作さまがゲストとして参加されます。９月から幹事とな
られる予定で、今後のご参考に日野の例会運営を見学され
ます。以上、久々で賑やかな例会・総会となりますが、時
節柄会合の時間短縮に努めたいと思います。皆さまのご協
力をお願いします。

拶

今年１月に中国武漢で発生した新型
コロナウィルスの影響で２月以降には
外出自粛、それに続き非常事態宣言の
発動で、当クラブに於いても３月以降
６月まで例会が中止となり、委員会・
同好会の行事も全てが中止となりまし
た。平成元年度の会長として、何もで
きなかったことが悔やまれます。
今年度はこのコロナ禍が収束に向かい、
例会等が無事継続して開催されることを期待致します。
１年間ご協力ありがとうございました。
⇒（会長挨拶続き）
雨の多い梅雨の中で珍しい晴れ間ですが、本日は、お
天気同様に実に微妙なタイミングでの例会再開となりま
した。コロナ感染再拡大懸念と社会経済活動再開気運の
せめぎ合いで、状況は日々変化しており誰しもが明快な
先行きの行動基準を出せないのが実情です。
先週開催の理事会でも、７月例会開催の賛否両論が拮抗
し

３密に配慮した例会風景

幹 事 報 告

渡辺

明 幹事

1.新年度入りした７月第２木曜日、
５ヶ月ぶりに対面理事会が再開
された。新旧会長挨拶、幹事報告
（理事会の年間予定と前年度会計監査
実施報告）
、各委員長報告（五加
治氏７月新入会、田村豊章会員６
月末で休会等）に続き臨時総会の
議案書を審議、承認。７月例会開
催の是非を慎重審議。全会員の出
欠意向を再確認し、出席６割以上
なら開催する、と決定。
２．日野市まちおこし連絡協議会より：１１月２２～２３
日開催予定の第１５回たかはたもみじ灯路は
令和３年度へ延期、ひのよさこい祭も今年度開催は難
しく令和３年度に議論を深める事とする。

にこにこワンコイン

計 13 名で 9000 円（例会での発表順に掲載.敬称略）ⓦ＝Ｗコイン

＊矢野

凱弓：５か月ぶりの例会開催を祝して

＊飯作

金彦：日野プロバスクラブに初めて参加します。
勉強して帰ります。
（ゲスト 多摩 PC）

＊疋田

久武：皆様お久しぶりです。コロナウィルスの早
期の収束を切に願っております。
・・・ⓦ

＊朝倉

章 ：５月に孫が誕生し、私も７月に７０歳を迎
えました。名実ともに「おじいちゃん」
でもまだまだ頑張ります。
・・・・・・ⓦ

＊小島

馨 ：昨年度の理事の皆様一年間ご苦労様でした。
新年度理事の皆様、宜しくお願い致します。
飯作さん、ようこそ！
主人（康義）は元気です。⇔前号参照・・ⓦ

＊後藤

一郎：後藤・宮地年度の皆様ご苦労様でした。ⓦ
矢野・渡辺年度の出発を祈念して

＊渡辺

明 ：令和２年度の例会開催を祝して・・・・ⓦ

＊横山

好忠：矢野・渡辺年度の出航を祈念して

＊後藤

紀之：新型コロナの影響で前年度後半は活動が出
来ずに残念でした。今年度の初例会開催を
祝して

＊土方

尚功：私が選挙対策本部長を務めた都議選補欠選
挙に西野 雅人元日野市議が当選しまし
た。有難うございました。

＊林

良健：コロナに負けずに、令和２年度がスタート
しました。

＊山本

英次：コロナの影響で営業休止となっていたトム
スポーツクラブが２カ月ぶりに再会し、リ
ハビリの一環で水中ウォーキングに励ん
でいます。おかげで痛みが和らぎ快調です。
手術の一歩手前まで行きましたが助かり
ました。

※理事会議事録は巻末に記載

新入会員

五加

治

氏

入会式

紹介者：澤田 研二副会長
五加 治さんを紹介します。以前私
が住んでいました、シティハイツの
自治会長を２２年の長きにわたり勤
めてもらっています。
趣味も多様で、ゴルフ・カラオケも
得意です。まさにＰＣの活動にもピ
ッタリの方です。

会長より、バッジ・会員手帳・ジャンバーの進呈

五加

治氏

令和２年 7 月例会

よし たけ

＊吉ノ元身良：コロナの感染予防第一で皆様お願いします

談
今年 2 月に澤田さんからお誘いを受
けていましたが、コロナ禍の影響で、
例会が 4 カ月間中止となり、今回やっ
とご紹介いただけることになりまし
た。まだ現役で勤めております。仕事
は信販会社です。
ゴルフ、カラオケ、麻雀大好きです。
これからよろしくお願い致します。
出典：Yahoo 画像
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○例会委員会
吉ノ元 身良 委員長
今日の初例会を開催するに際して、保母副幹事の助言を
いただきながら、理事全員の協力参加をいただき、除菌、
体温測定、テーブル配置等を実施しての開催となりました。

○ゴルフ同好会
大島 芳幸 幹 事
7 月 30 日相武ＣＣにて日野３クラブ合同コンペ開催。
当クラブの黒沢会員が（45-37 のベスグロ）久しぶり
の優勝を果たしました。
当クラブ独自開催予定のコンペも 9 月以降の状況を勘
案し、ご案内します。

７ 月 誕 生 祝 い
古希のお祝い

例会準備

昭和 25 年 7 月 11 生まれ

検温・除菌・

○地域奉仕委員会
林 良健
＊地域行事支援（多摩川・浅川クリ
ーン作戦）日野新撰組 祭り、たか
はたもみじ灯路
＊地域団体支援（東京光の家、夢ふう
せん、日野社会祉協議会
＊社会貢献活動「健康吹き矢サークル」
は感染防止の一環から当面活動中止

委員長

偶然にも同じ生年月日の浅倉
朝倉

治会員

会員

した。気持ちが伴わず、いまだ
に５０代のつもりでおりますが

○情報委員会
大島 芳幸 委員長
「プロバスだより」114 号をお届け致します。
新年度に入り、毎月発行を目指します。紙面の充実にも
努めたいと思います。会員の皆様の投稿等のご協力をお
願いします。
後藤

章

章会員・五加

いつの間にか７０歳になりま

各活動が再開されましたらご協力を
お願いします。！

○会員委員会

２名

紀之

このまま健康で元気に頑張って
いこうと意気込んでおります。
今後ともによろしくお願い致し
ます。
五加

治

会員
ライン等で繋がっている友・知

委員長

人から５０通ほど「古希おめで
とうございます！」なんて連絡

前任の仲村委員長からの資料を引き継
ぎ、今年度追加のＰＣロゴ入りジャンパ
ーを発注済です。希望者にも新しいジャ
ンパーを原価でお分けします。
＊ 女性会員の入会促進
＊ 会員手帳作成検討
の活動を予定しております。どうぞ宜し
くお願い致します。
疋田 久武 委員長
今年度の研修委員長を受任致しま
した。例年通り、高幡不動尊杉田貫
主の講話及び日野市大坪市長の講演
は計画どうり実施の予定でおります。
その他、前期の計画でありました、
防衛庁見学会、等々、研修会員はじ
め皆様のご意見をお聞きして行きた
いと思います。但し、コロナ禍の収
束までは活動を制限されてしまうと思われます。

をもらいましたが、
「古希なんて
めでたくねぇや」とも思いつつ、
素直に喜んでます。
孫も２人出来ましたが、一人は
スエーデンにおりますので、な
かなか会えない状況です。
これからも宜しくお願いします。

○研修委員会

光バンド

コンサートのご案内

澤田 研二副会長
パンフレットをお配りしてお
りますが、９月１３日（日）
昭島 KOTORI ホールで光の
家、光バンドコンサート「愛
のサウンドフェスティバル」
を開催予定です。
皆様のご協力をお願いします。

近隣のお知り合いをお誘い合の多数のご参加をお願
い致します。また、世話役として、渡辺会員・林会員
にもお願いしております。チケット等のお問い合わせ
ください。

令和２年度臨時総会

司会

保母

錠治

７月例会に引き続き恒例の臨時総会が保母錠治副幹
事の司会で１３時３０分より開催された。
議長に矢野会長、書記に土方会員、議事録署名人に本
部、林両会員を選出した上で審議に入り
第１号議案、令和元年度の事業報告を宮地前幹事、決
算案は渡辺前副幹事が詳しく説明
第２号議案、令和２年度事業計画および収支予算案は
渡辺幹事が資料に基づき詳しく説明し、拍手による全
員賛成で可決され、議事は１４時に終了した。

令和２ 年度の役員と 会員所属委員 会
コロナ禍のため、６月の例会と定期総会は開催でき
ませんでしたが、全会員の郵送による書面決済によ
り理事会提案の新年度役員・委員会構成案が６月中
旬に承認されました。
４役は、矢野凱弓会長、澤田研二副会長、渡辺明幹
事、保母錠治副幹事（会計担当）
５委員長は、例会：吉ノ元身良、情報：大島芳幸、
会員後藤紀之、研修：疋田久武
地域奉仕：林良健、以上の９名が理事であります。
また、会計監査に鷲尾昭夫、小林昭治の両氏が就任
しました。
なお各委員会の構成は、６月末の田村会員の休会、
７月例会での五加会員の新加入により、下記の通り
となっています。

８月度理事会議事録
１，コロナ感染の再拡大に伴い、高幡不動尊より８
月は会場の使用をご遠慮願いたい旨の申し入れ
が有り、対面での理事会は出来なかった。代わり
に、幹事よりメール・電話で全理事の意見を確認
して、次の２項目を決定した。
２，
（1）２０日（木）予定の８月度例会は、残念な
がら中止する。
（2）今秋予定された創立１０周年事業は、
①記念講演が中止、
②記念式典が中止
③記念誌の発行は継続というのが現状。
コロナ禍の収束が長引きそうなので、従来の１３
名の実行委員会は、一先ず休止とし、後藤一郎委
員長と今期４役（矢野、澤田、渡辺、保母）及び
小西委員の６名による委員会を立ち上げ、基本方
針の再構築を検討することとする。
３，その他報告事項
（1）光の家、光バンドコンサートは９月１３日
（日）
に昭島 KOTORI ホールで開催予定
（2）クラブの銀行預金の口座名義人を副幹事（会
計担当保母錠治名）に変更。又、１０周年特別
会計用の預金口座を新規開設。

休会２名（田口賀夫、田村豊章の両氏）を加え会
員総数３９名、実働３７名です。
例会８名（吉ノ元委員長、青島副委員長、五加会員
を含む６委員）
情報７名（大島委員長、魚住副委員長、５委員
会員６名（後藤紀委員長、宮地副委員長、４委員）
研修６名（疋田委員長、久保副委員長、４委員）
地域奉仕６名（林委員長、小島康副委員長、４委員）

閉会の挨拶

澤田

研二

副会長

５か月ぶりの例会に続き臨時総会ご苦労さまでし
たした。今回の例会の開催にあたり、先週の理事で
は、開催の賛否両論が出て収拾がつかず、再度会員の
出席の確認をいただき結果 70％以上の参加の意思確
認をいただいてようやく開催する運びになりました。
五加 治会員の入会も実現できて、久しぶりの楽し
い例会であったと思います。
コロナ禍の収束がまだまだ見えない現状です。
会員の皆様感染防止にご配慮いただき、また元気に
お会い出来ることを願っています。

高幡不動尊

五重塔

編集・発行：東京日野プロバスクラブ
大島芳幸、魚住

徹、篠原昭雄、山本英次、

小西弘純 本部 晧允 小林昭治
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情報委員会

