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令和３年５月１３日（木）、多摩平ふれあい館、８名出席。
１．コロナ緊急事態の延長で、５月 20
大阪が起点となった英国型ウイルス感染蔓延でコロナ第
日例会は中止と理事会決定
４波が全国に波及。東京も５月３１日まで緊急事態が延
２．渉外関連経費の見直しは、論点を整
長された。高幡不動例会場も閉鎖となり５月２０日例会
理し次年度に引き継ぐ。
は遺憾ながら再び中止と決定した。
３．１０周年記念式典は年内の大規模
理事会議事録を会報１２４号と共に全会員に郵送する。
開催を見送り、22 年 1 月 21 日の
新年会に統合して祝う方向が確認さ
会 長 挨 拶
矢野 凱弓 会長
れた。
４、次年度（令和３年）役員・所属委員編成（案）が理事
年初に猛威を奮ったコロナ第３波
会に提出され、休会者規則の弾力運用につき協議。
がようやく下火となり 4 月例会が
５、八王子プロバス会報
306 号、多摩プロバス会報９４号
再開出来たときは、5 月、6 月の
の受領。
（次回例会で回覧）
継続開催を期待し楽しい企画も考
６、１０周年記念誌は 80 冊製作、配布済み 58 冊（会員
えていました。しかし大阪から始
37、
団体等 11、物故会員他 10）
残は 22 冊で幹事が保管。
まった変異株による第 4 波が、瞬
く間に関東を飲み込み東京にも
4 月 25 日に緊急事態宣言が発出さ
全日本プロバス協議会・地区理事に派遣されて
れました。2 度の延長を経て、現在 6 月 20 日迄とされて
います。4 役会と理事会は継続開催していますが、5 月例 山本 英次 会員
会は吹き飛びました。
第９総会の五所川原大会開催を中止
6 月 17 日予定の例会・定期総会の開催可否は理事会で
した今期の全日本プロバス協議会は、
最終決定しますが、例会場も閉鎖されており極めて困難
書面による総会にてすべての行事を終
な見通しです。
了
了した。
6 月末をもってクラブ 11 回目の会計年度が終了です。
私が令和 2 年 10 月１日付けにて理事
季節も良いし本来クラブ活動仕上げの時期なのですが、
への委嘱状を拝受して、第 10 回総会ま
行事中止だらけの味気ない終盤となってしまいました。
コロナ対応に追われた 1 年間でしたが、幹事を中心と での期間、情報収集及び発信とクラブ間の交流を図り発展
に寄与することを誓ったが、全てが無為
した事務局、労を厭わない理事各位の貢献により 4 回
と帰してしまった。
の例会、12 回の理事会、14 回の 4 役会がありました。
時期尚早との意見もある中での理事就任受諾には少し
後藤一郎委員長主導で十周年記念誌作成、市立病院へ
のストレッチャー寄贈等の地域貢献事業も実行しまし
の不安もあったが、求められた「協賛金」も支払い、そ
た。会員との絆をつなぐ会報プロバスだよりは毎月欠
れにより理事としての意識向上に繋がったような気が
かさず 12 回発行されました。ゴルフ同好会はコンペを
する。2022 年度に開催される八王子大会でのお手伝いが
開催し、懇親集会を開いた委員会もありました。
私に課せられたこれからの大きな任務と言えましょう。
関係各位のご尽力に深甚なる感謝を申し上げます。
今後のコロナ感染収束を期待して、次を待ちます。
ところで日野市でも 5 月連休明けからワクチン接種が
これまでに全国で 117 クラブの誕生を見たが、全日本協
始まりました。6 月は接種スピードが上がりそうなの
議会会員クラブは 49 クラブであり、組織率は 42％であ
でコロナ禍事態の好転が大いに期待されます。
るところを見ても、今後の協議会活動に大いに期待する
新体制による 7 月からの第 12 年度プロバス活動が順
ところでもあります。
調に進展することを祈念しています。（5 月 31 日記）
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LINE とは
今春の叙勲で本クラブの澤田副会長
らんじゅほうしょう
携帯のアプリケーションの 1 つで、ダウンロー （76 歳、保護司）が藍綬 褒 章 を受章!!
ドすることによって、
を持っている人同士でのメ されました。おめでとうございます!!
ッセージのやり取りが可能になる、非常に便利なアプリ ≪以下本人寄稿≫
です。
の登録者数は日本国内で 6800 万人と言われ、「令和３年春の叙勲が４月２９日発令さ
なんと日本人の２人に１人以上が
を使っていると
れました。この表彰は国の制度で春
いうことです。
の使える端末は、iPhone や android
（４月末）秋（１１月初旬）の年２回 発令されます。
のスマートフォンが基本ですが、同一ＩＤでパソコンで
私は、この度図らずも藍綬褒章（公益・教育・産業や
の同時使用も可能です。
福祉などに貢献）受章の栄に浴しました。私の主な理由

２ 日野プロバスクラブの現況～LINE 加入者１５名
現在、日野プロバスクラブでは、小西会員設定の「日野
プロバスの会」が稼働中、会員参加者 14 名で、情報交
換の場として活用しています。メ－ルも便利ですが、
の場合、参加者全員が同時に情報を共有でき、記
録も残るといった利点があります。また複数名の在宅会
議から、1：1 の対話も楽しめます。
（無料です）
（現在加入者 横山、小西、林、山本、田口、矢野、疋
田、渡辺、澤田、吉ノ元、後藤（紀）、保母、大島、宮
地、本部、五加）
３ LINE の設定
ラインの設定は、比較的簡単にできます。まずお手持ち
のスマートフォンに LINE アプリをインストールして、
「はじめる」をクリックしてアカウントを作成すればＯ
Ｋです。厄介なコロナ禍の中、
の活用はまた新し
い世界を広げてくれるのではないでしょうか。 是非ご
参加ください。

は保護司として永年に亘る努力に対してとのことです
が、私自身としては保護司になって２３年目ということ
で受章などとても考えられなかっただけに身に余る光
栄と感謝しています。
実は感謝しつつもとても残念なことがあります。
それは毎年恒例となっている受章者への伝達式及び
拝謁（天の陛下との面会）が、新型コロナウィルス感染
防止の観点から中止となったことです。なお、宮殿内見
学会は時期を見て実施するとのことです。
今回の受章に際して改めて感じたことは、保護司の活
動を長年続けられたことはプロバスの仲間の皆様はも
とより、私が関係している様々な活動・ボランティア等
にご理解とご協力を頂けたからこそと深く深く感謝し、
ご報告といたします。

誕生日スピーチ特集

「傘寿を迎えて」
林 良健 会員
4 月 19 日に 80 歳を迎えました。
持論ですが、サラリーマンなど現役
「パソコン相談室」の開催について
時代を終えてからの過ごし方こそが
Windows 10 になり、パソコンのリモ－ト機能が大幅 その人の人生を左右すると思います。私は
私は、サラリーマン時代の 34 年間
に拡張されました。相互に在宅のまま、相手側のパソコ
を顧客の社員研修一筋に行ってきまし
ン操作が簡単にできるようになりました。
この機能を活用して、会員の皆様の「パソコン操作上の た。定年後「クレアーレ総研」というおお
疑問点」を解消出来るのではないかと考えています。私 う会社を立ち上げ現役時代に培ったノウハウを生かし
も素人で十分な知識はありませんが、私の勉強を兼ねて、て、地域、社会に貢献する事業を行っています。気が付
「パソコン相談室」を開催いたします。ご質問の内容を けば 24 団体に所属し、
16 団体で役職を務めております。
メール／電話いただければ、対応させていただきます。 今でも商工会での活動やセミナーも行っております。シ
（当記事、掲載以降 宮地会員まで直接問合せ）
ルバー人材センターでの新規入会者の研修を担当した
り、日野市役所では 10 年以上総務部の文書管理業務を
行っています。
警察官友の会活動として、蝶零時に使用し行動指針と
なる「職場の教養」届けて支援しています。
日野市教育委員会の「学校支援コーデネーター」とし
て学校・短歌教室」を実施。子ども部子育て課の放課後
子供支援「学習アドバイザー」として「吹き矢教室」も
行ってきました。このようにプロバスに入会して、人の
役に立つ活動が生き甲斐となり、健康増進にも役立って
いると思います。

【８月生まれ】
横山

【１月生まれ】

好忠 会員

矢野
私がいつも申し上げているように、

ＰＣで調べましたら本日４月

「スポーツと人生は後半戦が面白い」

１５日は、ヘリコプターの日、

ということで、高校野球にしても、

レオナルド・ダビンチの誕生日

９回の攻防が面白いように、人生に

だそうです。

おいても同様に後半戦を面白くすべ

私は昭和 18 年 1 月 16 日(土)の

く、向上心をもって後半戦に挑みた

生まれで本日は 78.24 歳。

いと思っております。

934 カ月目、週なら 4080 週、

凱弓

会員

22559 日、685,424 時間、41,125,945 分、
246,752,617 秒生きたそうです。

【９月生まれ】
魚住

徹 会員
コロナ禍の中、引きこもり状態が

宮地 公平 会員

続き、これまでに買いためて積ん

最近つくずくと思うのは、７０

でおいた本を少しずつ読み込ん

歳を超えると精神的に自由にな

でいます。特に今まで疑問に感じ

ったと感じることです。

ていた歴史関係のものを読み解

今まで世間の雑事に縛られ、

いております。

特に現役時代は自由な時間が持

歴史ものは時間がかかりますが、当

てることが少なかったせいかも

面の間は読書を続けようと思っております

しれません。物事に忖度しない。
自分の好きなことを自由にできると実感している此

【１２月生まれ】

の頃です。
後藤

一郎 会員

当クラブの「１０周年記念事業実
行委員会」の実行委員長を拝命し

保母
１月１１日生まれです、この日は

ておりました。

鏡開きの日でして必ずお汁粉を出し

記念式典・祝賀会、記念事業、記

てもらいました。

念誌発行の三行事のうち、残念な

ですから、甘いものが大好きです。

がら昨年来のコロナ禍で、記念誌

今年７２歳で５度目の干支を迎え

発行だけが実現できました。

城治会員

ました。次の１２年後の干支年まで

特に魚住会員には記念誌の校正面でお手伝いいただき、皆様のお知恵を借りながら頑張る所
我々が見過ごしていた箇所を６０箇所もご指摘いただ 存です。本日は有難うございました。
き、さすが元プロだと感心しました。
私も 86 歳になりました、心穏やかに毎日を過ごし
ておりますが、ゴルフは週１．２回行っております。

【３月生まれ】
久保 正男 会員

スコアが１００を切れなくなってきました。１００歳

１０周年記念誌の中に植物の記事

まで頑張ろうと思います。

を載せておりますが、最近ネット
で足りなかった種類を追加購入し、

大島

芳幸 会員

昨年来の、未曽有のコロナ禍で外出もかなわず鬱々

１両、１０両、百両、千両、万両、
億両の６種類を揃えました。

として過ごしておりますが、いよいよワクチンも６月

秋には赤い実をつけると思います

末頃には２回の接種がいきわたりそうですので、研修

ので、またご紹介します。

委員会の行事や旅行に積極的に出かけたいと思います。
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