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令和 4 年 1 月 1 日
紹介者 澤田 研二 会員
勤務先 ㈱グループ総合保険
代表取締役
「皆様 初めまして。この度、新たに入会させ
ていただきました小林直哉と申します。
澤田会長と還暦野球を通じて色々とご指導いた
だき、この度、縁あって入会させていただくこと
となりました。
現在、
年齢は 64 歳、間もなく 65 歳になります。
諸々持病を抱えておりますが、仕事も現役でやら
せてもらっています。
趣味は、野球(還暦野球・少年野球コーチ・教
え子若手チーム)と犬です。恐らく、前世はボー
ル遊びが大好きな犬だったのではと思っていま
す。現役の仕事をもっていますので、欠席させて
いただくこともありますが、可能な限り参加いた
したいと思っております。ご指導のほどよろしく
お願いします。
」

*小林会員の所属委員会は会員委員会と理事会
にて決定しました。宜しくお願い致します。
ゴルフ・麻雀

同好会

【ゴルフ同好会】
日野３クラブ合同コンペ
期 日：平成４年３月 18 日（金）
場 所 八王子カントリークラブ
８時 28 分インスタート
2 月 28 日までに幹事あてお申込みを
【麻雀同好会】
現状を勘案し、しばらく休会中
コロナ禍の収束動向を見て再開を判断

川柳・俳句・短歌 考

宮地 公平 会員

５７５（俳句・川柳）、５７５７７（短歌）は、軽易な定型詩で日本
文化の代表的表現法です。人生 100 年時代を迎え、自分の
健康長寿の方策を検討中ですが、そのキーになるのが脳の
劣化防止です。大脳の活性化に抜群の効果を発揮するもの
の代表格に、高齢者の「生まれて初めて体験」があります。
川柳などにも興味をもち「初めて体験」が出来ればこれは脳
には最適です。現在、久保会員が「川柳で脳トレ」を準備中
です。私も川柳は初めてですが、健康長寿の魅力に惹かれ
、とりあえず挑戦してみようかと思っています。皆さんも体験
してみませんか。

（好きな短歌）
＊大空の 斬首ののちの 静もりか 没ちし日輪が のこす
むらさき
春日井 健
＊唖蝉が 砂にしびれて 死ぬ夕べ 告げ得ぬ愛に くちび
る渇く
春日井 健
＊瓶にさす藤の花ぶさみじかければたたみの上 にとどか
ざりけり
正岡 子規
＊「寒いね」と 話しかければ 「寒いね」と 答える人のい
る暖かさ
俵 万智
＊つむじ風、ここにあります 菓子パンの 袋がそっと教え
てくれる
木下 龍也
＊水恋いてからす揚羽のおとづれしはげしき夏も過ぎゆか
むとす
石川不二子
（最近印象に残った俳句）
白露や 死んでゆく日も 帯締めて
老いながら つばきとなりて 踊りけり
三橋 鷹女

ちょっと“ひとやすみ”［川柳で左脳の正常確認テスト？？
久保 正男 会員
＊会社へは 来るなと上司 行けと妻
（‘２１サラリマン川柳第 1 位）

＊万歩計 歩数のびるが 距離のびず
＊老いるとは こういうことかと 老いて知る
＊家事おぼえ 妻の手抜きが 見えてくる
＊カードなし スマホもなしで 被害なし
＊八十を 過ぎても気にする 中国産
＊お互いに “ボケ”か“トボケ”か 気が付かず
［ここからは 空欄を埋めていただきます］
（答えはどこかのページにあります）

＊抱き上げた 〇〇が一言 蜜ですよ
＊金が要る 〇〇〇の声だが 電話きる
＊アルバムに 〇〇〇の 付箋あり
＊遺言書 すべて〇〇にと 〇〇の文字
＊きれいだね 言われて 〇〇〇 外せない
※全問正解の方・・・・・まだ大丈夫です？
全問不正解の方・・・「かなりキケン」です？
副会長 宮地 公平
10 周年記念行事が、式典直前におけるオミクロン株
の急速拡大により、中止の運びとなってしまいました。残
念でなりません。
これまで長期にわたり、１０周年記念式典のたさ皆様
のご苦労に対し、心から御礼申し上げます。 有難うご
ざいました。
今後は、「15 年～20 年後の日野プロバスクラブ」のあ
るべき姿を求めていきたいと思います。
会員交流機会拡大の方策、クラブ独自の地域奉仕施
策、人事制度（理事選出・休会者の取り扱い等）上の改
善、部外組織支援の在り方等、検討すべき点はまだま
だ多く残されています。
新しいクラブに向けた皆様の活発な意見交換を期待
しております。よろしくお願いします。

東京日野プロバスクラブ
令和４年２月１６日発
創立平成 22 年 9 月 16 日
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拶

１月 20 日に予定した新年例会と４年越しとも言える「１０周年記念式典・祝賀会」は残念なが
ら、またもやコロナの急激な感染拡大に伴い例会・式典祝賀会共中止を決定し、併せて周年
行事は延長せず関係者に記念品を配布して総てを完了する事を決定しました。
当日の出席予定者は、ご来賓の大坪日野市長、杉田高幡不動尊貫主と日野 RC,飛火野 RC,
八王子 PC,多摩 PC から各２名の合計１０名と日野 PC 関係含め合計４５名でした。
顧みますと、後藤一郎実行委員長には長期にわたり大変なご苦労をお掛けしましたが、当初
の企画とは一部変更しつつも、ほぼ計画に添った形で事業は完成したものと思います。
事業内容はプロバス便り 132 号で矢野前会長が「事業の記録」として詳細に渡って見事に整
理し報告されています。ご参照ください。
本来であれば一堂に会して会員の皆さんで 10 周年を楽しく語らう場ができればと期待していましたが、残念なが
ら実現できませんでした。
しかし一つの節目を皆さんで乗り越え次のステップに向かう事が出来たと思います。
会員みなさんのご理解ご協力に感謝いたします。
まだまだコロナの動向は見えませんが、お互い健康には十分気を付けて、次月例会は元気でお会いしましょう。

会長 澤田 研二

コロナ禍が社会生活に多大な影響を及ぼし始めて約２年になりますが、私たちのプロバスクラブ
も例会を始め、その活動に大きな制約を受けています。私が勤務していた航空業界も深刻な状
況になっています。日本航空も私が退職した直後に 一度経営破綻し、その後経営再建を果し
て、ようやく黒字化し、これからは順調に成長すると思われた矢先に今回のコロナ禍で非常な
打撃を受けています。私も退職後は年に 2 回ほど飛行機に乗って旅行していましたが、もう 2 年
程その機会が無くなりました。
そのような中で先日明るい話題を聞くことが出来ました。現在 JAL グループ全体では女性パイロ
ットは 10 人位いますが、昨年 7 月に JAL 本体では初めて B-777 型機で女性機長が誕生し、更に 2 月には最新鋭
の B-787 型機で女性機長が誕生します。私も今度機長に昇格する
女性パイロットと何回も飛びましたが、非常に優秀でした。男女格差が厳しい日本の中で、女性陣もなかなか活躍して
います。私たちの日野プロバスクラブでもこのコロナ禍が収束したら女性にも入会して頂き、クラブの活性化を図りたい
ものです。

会員委員会 委員長 後藤 紀之

月の例会及び「創立１０周年記念式典」が
新型コロナのオミクロンのまん延で中止にな
った事は残念でした。
例会委員会として何度かホテルエミシア立川と打合せ等
準備をしていただけに悔しさがありました。
２月例会も「まん延防止」となっているため高幡不動での開
催が出来ないため難しい状況です。早期のコロナ終息を願
っております。

1

島直前情報委員長のご苦労が今もって身に染みる
ところであります。10 周年記念行事が目の前でかき
消えてしまったので、委員会全員で「１０周年記念号
の発行を張り切って予定していたのがオシャカニなってしまい
ました。ご来賓の方々のご挨拶の文字お越しや写真撮影を予
定していたメンバーは気の毒なことをしてしまった。
２月 1 日の日野市の感染者は、＋146 名（4364 名）となり、コ
ロナ禍でしたら緊急事態宣言の発出が確実となる数字でありま
す。政治的な思惑により宣言が見送られていますが、緊急事
態であることには変わりはありません。心して毎日を過ごしまし
ょう。

月の例会及び 10 周年記念式典が、又もやオミクロン
株の急拡大により中止となってしまいました。更に
1 月入会の小林さんも出席される予定でしたので、お会いす
るのも次回の例会迄延期となってしまい残念です。
新会員手帳の方はコロナ収束の目途が不確定ですので、
4 月配布を目指していきたいと思っています。今回のオミクロ
ン株は感染力が非常に強いと言われていますので、このク
ラブから感染者が出ることのないよう、注意して行きましょう。

大

今

山本 英次：オミクロンに負けない免疫力を付ける
為に、毎日のスポーツジム通いに励んでます。
痛み止めの内服薬やロキソニンテープの多用は、
腎臓を悪くし、糖尿病を進行させることがあります。
（山本の１口 500 円は未納）

節分の豆まき
在の地域奉仕委員会活動は、コロナ禍により「健
康吹き矢」活動を通じての地域奉仕活動が全く出
来ていません。 令和 4 年度の放課後子ども教室
「ひのっち」従事意向調査が子ども部子育て課からありまし
た。 生活習慣の基本となる《学び・躾・遊び》を３本柱とした
内容を取り入れた『吹き矢教室』を通じて「あいさつ」「返事」
「後始末」が出来るように、楽しく学べることを基本に実施し
ていましたが、実施は不可能ですので、「吹き矢教室」に変
わる教材を検討し、対応出来るようにしていきたいと思いま
す。

現

念ですが、「日野プロバスクラブ」創立１０周年記
念祝賀会がコロナの影響で中止となり記念品等配
布を以って行事全てが完了となりました。15 周年
20 周年の時に今回分を含めて盛大にやりましょう。
研修委員会では、当面、例会時の法話の講師を募集して
おります。時事放談や健康問題など身近な話題を期待して
おります。是非、ご紹介ください。

残

東京日野プロバスクラブ公式 HP
URL：https://www.hinopc.com
※ 川柳クイズの答え： 孫 息子 遺影 妻・妻 マスク

高幡不動尊金剛寺は、関東三大不動のひとつであり、新
撰組副局長の土方歳三の菩提寺としても有名です。
そんな高幡不動尊金剛寺では毎年盛大に節分の豆まき
を行っています。朱塗りの舞台から多くの有名人が豆を
撒く様子は壮観です。
高幡不動尊の節分会豆まきでは、福豆をゲットしてご利
益を得ようと、毎年合計約 4 万人もの人が訪れます。
おしくらまんじゅう状態を楽しむのも節分豆まきの醍醐味
なので、混雑もひっくるめて楽しく過ごしちゃいましょう♪
活気があったほうが運気も引き寄せられますよ。
おもしろいのは掛け声。一般的には「福は内、鬼は外」っ
て言いますよね。高幡不動尊では不動明王が睨みを効
かせているので、鬼は境内にいないそうです。
いないなら追い払うことはできないので、高幡不動尊の節
分豆まきでは「福は内」とだけ言うんですよ。
２月３日の今年の節分会
には、日野プロバスクラ
ブを代表して澤田会長の
豆まきが見られました。
オミクロン株感染の影響で
で有名人の参加は見送ら
れましたが、立派なお姿
でした。

生日は１月２日、７巡目が廻ってきまして、とうとう
８４歳になりました。

野に住んで５４年目ですが、生まれは北区王子
です。79 年前、昭和 18 年 1 月でした。

基礎疾患がある自分はコロナ禍で

渋沢栄一の NHK 大河ドラマで飛鳥

誕生日どころではなく、毎日家でゴ

山の邸宅がたびたび登場しました。

ロゴロしている生活です。

ＪＲ王子駅に隣接していて、桜の名

早くコロナウイルス感染が終息して

所です。小さい頃の遊び場でした。

欲しいものです。

渋沢記念館（深谷市）へのプロバス

健康第一で頑張りましょう。

研修バス旅行が企画されており、楽
しみにしています。

和 24 年（1949 年）1 月 11 日に川崎市鶴見で生ま
れ 73 歳を迎えました。
正月にお供えした鏡餅を雑煮や
汁粉にして食べる一家の円満を願
う「鏡開き」の日になります。
今年も、家内安全を願い美味しく
頂きました。
昨年 9 月より、週 3 日ほどですが
仕事を始めました。初めて経験する仕事なので戸惑いもあ
りますが、無理をせず挑戦してまいりたいと思っております。

＊コロナ禍 ３回目のモデルナによ
る混合ブースタ ー接種を終わる。
まったく副作用なし。
＊タバコ 止めてからまる２年。
未だに夢に出てくる 始末。
＊酒 飲んでいる。
＊帆船模型 「ラ・クローン」いまだ
完成せず。進水式は今年の暮れ
か？
＊庭 最も早く春の訪れを感じさせてくれる。コバイ
モの新芽が鉢の中から顔を覗かせはじめました。
春が待ち遠しいですね。

今後ともよろしくお願い致します。

幹事報告

期高齢者」の仲間入りをしました。75 歳と言え
ば、もう年と言った感じがありますが、本人に
はそんな感じはまだありません。人生 100 年
時代が来ると言われる昨今ですが、
この先を健康に生きるための方策を
探しつつ、当面、「健康な 90 歳」を目
標に、挑戦していきたいと思ってい
ます。

幹事 大島芳幸

＊１月２０日の新年例会・１０周年記念式典は、新型コロ
ナオミクロン株の感染拡大により、やむなく中止を理事
会決定。これに伴い、発注済の「記念品」を各理事が
手分けして会員宅へ配布した。招待客にも郵送済
＊八王子 PC の「生涯学習サロン」も中止との連絡あり
＊八王子 PC、多摩 PC、埼玉浮き城 PC から会報送付
＊「新選組祭り」の開催日変更 5/14→5/7
＊林 良健地域奉仕委員長より、会員相互の親睦を深
めるための方策として、今後の例会の運営方法や委
員会活動の見直し等について検討をしてほしいとの
提案が理事会の席上でなされた。
＊日野市社会福祉協議会より賛助金

