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通算１１６回 ８月例会は中止
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会員の皆さんお元気ですか。新しい年度がスタートしてから早２ヶ月が経過しようとし
ていますが、残念ながらコロナウイルスの感染が一向に収まらず４ヶ月連続の例会中止と
なってしまいました。淋しい限りです。
今年はオリンピックイヤーということで、休会中はハラハラドキドキしながら日本選手
団の応援に熱中していた方も多かったことと思います。それにしても今回は予想を上回る
日本選手の大活躍で沢山のメダル獲得と新記録続出でした。
ただ残念な事は同時進行していた日本のコロナ感染者数がオリンピック並みの連日記録
更新で苦戦の連続でした。
いま４ヶ月連続の例会中止ですが、９月は記録更新する事なくぜひ再開したいものです。
令和３年度会長

澤田

研二 306

環境が発想を変える
副会長

宮地

公平

「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」澤田会長の指示のもと、ク
ラブがコロナ禍をどう対処するかは、３年度理事の共通の課題です。現在すでに「プロバスだ
より」の毎月発行、その他「プロバスだより」編集要領の改善、誕生祝いにバースデ－カ－ド
の新設例会中止時におけるニコニコワンコインの処理・会費徴収要領の検討、
「zoom」研修会、
Line/Zoom 懇親会の開催などが提案され検討されています。日野プロバスクラブ「対コロナ３年目の
歴史」を作っていこうではありませんか。 会員の皆様、新しい発想提案等ございましたら宜
しくお願いいたします。 280

今月のトピックス
・令和３年８月１日現在 会員総数３４名（内 休会者 １名）
・緊急事態宣言発出 ９月１２日までの為、８月の月例会は中止といたしました。
・にこにこワンコインのコーナーが再開されました。皆様の積極的な投稿を歓迎いたします。FAX でも結構です。
・プロバスクラブ有志により、Ｚoom 研究会が発足しました。ID388 462 0114 パスコード 4321
・毎週火曜日の午後８時～8 時 30 分 参加は自由です。

今月の幹事報告

大島芳幸

＊八王子プロバスクラブより、第１０回全日本プロバス
協議会総会のホスト役協力要請がありました。
＊７月臨時総会の会計報告の改訂版を配布しまし
た。
＊今年度より、会員委員会から各会員誕生月にバー
ス
ディーカードをお送りしています。
＊八王子・多摩プロバスクラブより会報が届きました。

新型コロナウィルスによる非常事態宣
言が又々延長されとても憂鬱になって
いると思います。
クラブの例会も今年度になって 1 回も
開催が出来ずにいます。
コロナの変異ウィルス「デルタ株」が通
常の 1,200 倍の感染力が有り、年齢に関係なく新規
感染し、またワクチン 2 回接種後に「ブレイクスルー
感染」が発生していて９月の例会も開催が難しい状
況です。
例会委員会としても如何ともし難い状況です。
皆さんワクチン 2 回接種していても感染しない様にお
互いに留意しましょう。

相変わらずの感染拡大が続く中、
緊急事態宣言の延長による外出の
自粛・集会の自粛等により、クラブの
例会も開けない状況に対して選挙の
事しか頭にない政府に憤りを感じます。。
クラブが休眠状態のため会員の募集
も儘なりませんが、又例会等が再開された折には会員
全員で会員の増強をお願いしたいと思っていつまでこ
の自粛生活が続くか予想できませんが、皆様にはくれ
ぐれもお体をご自愛下さい。

相変わらずのコロナ禍が続き「出てい
けコロナ・くたばれコロナ」の心境です。
一日でも早くマスクの無い生活に恋こ
がれている毎日です。
９月も例会開催は無理でしょうか？
何とか開催できると良いのですが。
研修委員会での議題は特になく満を
持しているところです。

現在コロナ禍にあって全面的に
中止していますが、
以前の活動として、日野市子ども・
子育て支援事業の放課後子ども教室
「ひのっち」での活動があり、年間
２９回 ６校６５５名の実績があり
ました。
その結果、毎月実施している南平
小学校で、校長から「教育長から、南平小学校の児童
は礼儀正しい、
、
、！」との報告があり、
『吹き矢・５
アウト（躾の五か条）』の成果ではない
かと言われました。
奉仕活動も地道にコツコツと継続する
事が一番だと思いました。

状況

情報発信の無い情報委員会ほ惨め
なものはありません。
皆様に原稿をお願いしつつも我が身
を振り返ると寂しくなります。
自粛生活が当たり前になりますと新し
い発見への意欲が乏しくなり、新企画への意欲に欠けて
いることに気付いて思わず唖然としてしまいました。
パラリンピックの戦いを観るにつけ、障がいに負けずに
挑戦する選手へ尊敬の念を禁じえません。
来月からは、新しい意欲ある紙面を目指します。

８ 月 の 誕 生 祝 い
太田 健 会員
８月 10 日で 63 歳になりました。
昨年から続くコロナ禍によって一年
以上活動に参加できず残念な思いで
一杯です。今夏は東京オリンピックで
日本人選手の活躍が続きスポーツの持
つ力の大きさに大変感銘を受けました。
ワクチン接種も各世代に進み
一日も早いコロナ終結を願い PC 活動に再度参加できる日
を楽しみに頑張っていこうと思っています。

小島 馨 会員

８月 18 日生

1945 年（昭和 20 年）終戦、毎年終戦記
念日となっており、自分の年齢と同じな
ので忘れることはありません。
終戦の三日後中国（四川省）で生を受
け、日本に引き揚げ途中でまだ幼かった
姉、兄を弔いながら帰国するまでの酷さ
を母に聞かされて育ちました。
昭和 39 年東京オリンピック開催の年に函館の高校を卒
業し上京、寮生活で苦楽を共にした親友が 7 月 20 日に亡
くなり、今年のオリンピックを好きな温泉に行って当時を
思い出しながら観戦しようと約束してたのに悔しくて残
念でなりません。
コロナの一日も早い収束を願い、自ら身を守る生活を心
掛け又楽しい例会が実行でき、皆さんとお逢いできる日を
楽しみにしております。

村上 光 会員

★人生とスポーツは後半戦が面白い！
コロナウイルスのパンデミックな状況
下異常な形での東京オリンピックは後
半戦が実に面白かった！（野球・ソフト
ボール等元気をもらった）
これからも残りの人生を、夢と理想を
持ち；ぴんぴん・ころり！と行きたい！
★元気で生きていることに対しの喜び！親への感謝！
これまでの人との繋がりに感謝！

ゴルフ同 好 会 からのお知 らせ
＊９月２４日河口湖ＣＣにて日野３クラブ合同コン
ペ開催

当番幹事クラブです。参加者募集中!!

＊10 月 15 日 自クラブのコンペを予定しておりま
す。

8 月 29 日 生

1949 年 8 月 29 日に生を受け干支 6 周
し 72 歳を迎えます。 私が生まれた
1949 年の世界人口は 25 億人、産業革
命後の 1900 年のそれは 15 億人、この
ペースであれば 2021 年の人口は 39 億
人、実際は 76 億人、何と凄まじい爆発
でしょうか。 これと並行して時間も
加速しており、我々に残された時間は少
ないものの劇的な世界の変化を一挙に体験することに
なるでしょう。 将来はダーク SF 的な世界になる予感
はあるものの、頭をクリアに保つ最大限の努力をしつつ
その世界を体験して行きたいと思っております。

高幡不動境内の曼殊沙華（令和 2 年撮影）

宮地公平
「長年馴染んできたガラケ－に別れを告げ、スマホ
デビュ－です。まさに超小型 PC、機能の多さ、画面
の美しさ、反応の速さに驚いています。使いこなす
のには相当時間がかかりそうですが楽しみです。
」

山本英次
宮地公平講師のご案内により Zoom に挑戦していま
す。招待されて先方の画面に参入することは出来て
いたのですが、自分でも「招待」をしてみたいと思
いました。
Ｚoom にて参加の楽しさを味わってみなせんか？

８月も例会は中止ですが、いかがお過ごしでしょ
うか。オリンピックを締める閉会式は暗く、あまり
日本らしさも感じられず、寂しい思いをしました。
皆様はいかがだったでしょうか。一方、大谷選手
の大活躍は暗いコロナ禍の中、まさに輝く一条の光
明です。100 安打、100 打点、50 本塁打、20 盗塁、
10 勝投手等、何か凄い記録が残りそうです。どん
な大記録になるのかワクワクしています。とても楽

高幡不動尊（金剛寺）

しみです。
コロナは未だ先が読めませんが、我々はコロナに
脆弱な高齢者です、皆様、健康には十分留意され、
次期例会実施日には、是非、お元気な姿を見せてい
ただけますようお祈り申し上げます。

【日野市について】
大島芳幸 会員
日野市（ひのし）は、東京都の多摩地域南部に位置
する市。
人口は約 19 万人。
かつては「日野宿」が設置されており、甲州街道の
農業を中心とした宿場町として繁栄した。新選組の
副長として活躍した土方歳三や六番組隊長の井上源
三郎の出身地である。
また、市内最大の大企業である国内トラック・バス
製造業界最大手の日野自動車の企業城下町でもあ
る。
昭和に入ってからは大規模企業や大規模団地が進出
しているものの、河川や丘陵地が多く、国土交通省
より「水の郷百選」に認定されるなど自然も多い。
また、多摩地区としては水田や野菜畑などの農地が
占める割合が高く、都市農業の代表的な都市として
紹介されることが多い。

五重塔
編集後記

日野市は丘陵地、台地、低地の 3 段階の地形となっ
ているため坂が多い。自然豊かで少し坂を登った眺
望や街全体の景観も良いため都内外の映画、テレビ
の製作会社から様々なロケ支援の依頼を受けて日野
市内の施設や公園、民間の建物などを紹介する映像
支援活動が盛んであることから多くのドラマ、PV、
CM の撮影舞台となっている。

オリンピック・パラリンピックがあっとい
う間に終わりました。地元開催の有利さを発揮
してメダルラッシュに沸いたのも一夜の夢物
語。
オリンピックの年には政局が言われた通りに
総理退陣の号外が発行され、株価の爆発的高騰
が出現した。
世間に賑わいを他所に見ながらプロバスクラ
ブの活動自粛に一同愕然としています。話題の
無い「プロバスだより」の発行には大苦戦し、
幹事の救いの手に感謝しつつ編集後記とする。

さらに日野市には高幡不動をはじめ名所・旧跡も点
在している。

編集・発行責任者：日野プロバス情報委員会

私たち東京日野プロバスクラブの例会場も高幡不
動境内の客間殿にて毎月第三木曜日の 12 時 30 分よ
り開催されております。
（通常時）

山本英次 魚住 徹 篠原昭雄 土方尚功
小林昭治 太田 健
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