
               

２９年度会長標語：融和と宥和、そして楽しい例会 第８９号

日時：平成 30年３月８日（木）10:00～12：30

場所：多摩平の森産業連携センター「PlanT２」

出席８名欠席２名  議案：幹事報告の通り。

日時：平成 30 年 3月 15 日（木）12：30～14：45

会場：坊ホール（高幡不動駅前大政鮨向かい）

出席：実働会員３８名中出席２９名(76.3%)、休会 2名

資料：例会次第、理事会議事録、プロバス便り 88 号、

会員スピーチのレジメ、浅川クリーン作戦、サントリービ

ール工場見学会、３プロバスゴルフコンペの各案内

  

             

  

   

   

例会委員会   本部晧允委員長

メンバースピーチは、村瀬会員の入院に伴い、渋谷会員に

急きょお願いをしました。１年間を振り返り慰労会を計画。

地域奉仕委員会 林良健委員長

第２１回新選組祭り実行委員会が開催。４月１５日浅川ク

リーン作戦実施、終了後懇親会開催。次回の例会より吹き矢

教室を再開します。

情報委員会  山本英次委員長

会報 88号を発行です。先月はお休みの為に矢野副委員長に

記録を作成していただきました。良い紙面となりました。

会員委員会  田村委員長と黒澤直明委員長欠席

泊谷会員 ２月～６月の間 休会となります。

田村委員長はインフルエンザに罹りました。

研修委員会  澤田研二副委員長

４月２日（月）南武線府中本町駅集合、サントリービール

東京武蔵野工場見学。その後、花よりダンゴの懇親会。

次期委員会の体制作り 奥修兵副会長

所属委員会の希望アンケートを取ります。本日回収。

同好会報告   ゴルフ同好会  矢野凱弓同好会長

４月２０日（金）３プロバスコンペ（GMG八王子）

６月７日（木）３クラブ合同コンペ（長竹 C）
７月１０日（火）日野プロバスコンペ（相武 C）

ゴルフシーズン到来です。花粉に負けずに頑張りましょう。

３月総額 3000 円（６名） 29 年度累計 41,000 円  

小西弘純 例会を４回休ませて頂きました。あと３回の例

会を頑張りたいと思います。

疋田久武 妻の退院を祈って！

妻が本日心臓病で入院しました。早くの退院を祈りまして。

小島 馨 渋谷さん、卓話を楽しみにしております。

仲村様 是非ご入会ください。

小林昭治 ４月８日に次女の結婚式があります。初めて花

嫁の父として出席しますが、どのように振舞ったら良い

のか解りません。先輩方の良きアドバイスをいただける

とありがたいです。

市川資忠 春だ！桜の開花が待ち遠しい。

篠原昭雄 多くの方々のご支援で、元気に８７才の誕生日

を迎えたことに感謝し ワンコイン。

平成 29 年度（2017 年度）        会長・小西 弘純      幹事・宮地 公平

平成３０年３月１５日    第 8６回 例会の記録等     クラブ第８年度 第９号

東京日野プロバスクラブ 平成３０年４月１９日発行

理  事  会

第 87回３月例会 司会：例会委員・大島芳幸

会長挨拶 会長：小西 弘純

皆様には 4 ヶ月に亘り休ませて頂きました。その間、会員委

員会の皆様には新しい会員さんを大勢ご入会いただき、仲間

の輪が益々大きくなっていることに喜んでおります。はじめて

お目に掛かる会員さんもいらっしゃいますが、私、あまりおもし

ろい顔をしておりませんが、お見知りおきの程お願い致しま

す。

公式行事などクラブとして一番重要な時期に奥副会長、宮

地幹事、小島副幹事を始め理事の皆様には楽しい例会づくり

をしていただき、心より感謝申し上げます。

2 月 22 日(木)に東京八王子プロバスクラブの第 22 回生涯

学習サロンの開校式に参加してご挨拶をさせて頂きました。

当クラブより後藤全日本プロバス協議会理事、奥副会長、宮

地幹事を始め多くの会員にご参加頂きしました。誠にありがと

うございました。 明日、3 月 16 日(金)に当高幡山明王院金

剛寺川澄祐勝(かわすみ・ゆうしょう)貫主の本葬に参加してま

いります。4 月の例会でご報告させて頂きます。

今年度はあと 4.5.6 月の 3 ヶ月です。奥次年度会長の出番

が迫っております。私の今年度の仕事は少なくなっております

ので、精一杯お手伝いをさせて頂ければと思っております。

皆様にも今後共よろしくお願い致します。

にこにこワンコイン   平成３０年２月

幹事報告       宮地 公平

・小西会長 ３月より復帰。

・川澄貫主葬儀 小西会長参列

・会則改正の審議終了。理事会案を配布し概要説明

した。今後全体での意見交換を行う予定。

・新広報用パンフレットのレイアウト作成

・功労者への表彰は理事会の決議で可能とする。

・五所川原ＰＣ１０周年記念行事の案内受け

・会員状況 所属４０名 休会 2 名 実働 38 名

各 委 員 会 の 報 告



渋谷文雄会員 演題「日本の国境問題を考える」
国境とは何か？日本の領土・領域は、1945年の「ポツダム

宣言」の条項を受諾したことにより、

「日本国の主権は、本州、北海道、九

州、四国並びに吾等の決定する小諸島

に局限せらるべし」に決定した。また、

同年９月に重光外相がミズリー艦上で

署名した降伏文書には、「ポツダム宣言

（カイロ宣言を含む）の条項を誠実に

履行する」と記されている。

カイロ宣言には、「日本国が清国人より盗取したる一切の

地域を中華民国に返還する」と決定している。

また、連合軍最高司令部訓令（1946 年 1 月）は、日本に

含まれる地域として、「四主要島と対馬諸島、北緯 30度以

北の琉球諸島などを含む約一千の島」とし、「竹島・千島・

歯舞群島・色丹島等を除く」としている。

吉田総理は、衆議院本会議において「領土問題に関する質

問に対して「降伏条約において明記せられるところ『日本

の領土は、四つの大きな島とそれに付随する小さな島に限

られる。すなわち、それ以外の領土については放棄した』」

ロシアとの国境問題は、

1956年「日ソ共同宣言」に鳩山首相は署名した。

「平和条約締結後には、歯舞群島及び色丹島を日本国に返

還することに同意する」との文言がある。

しかし、その後、1991年のゴルバチョフ大統領、1997年

橋本首相の訪ソ、1998 年の「川奈会談」、1998 年小渕総

理の公式訪問がったが、2000 年プーチン政権の「力のロ

シア」が誕生し、2010 年「北方四島はロシアの領土であ

る」との記者会見が開かれた。

韓国と竹島問題は、

1951 年米国国務次官補クラス発、韓国大使館宛書簡にお

いて「独島は朝鮮の一部として扱われたことは一度もなく、

1905 年以降、島根県讃岐島司の所管」にあると述べてい

る。

中国と尖閣問題は、

日中平和条約締結 1978年 10月 福田首相、園田外務大臣

劉正平の棚上げ論「日本が言う尖閣列島、中国では釣魚島

は、いまは領土問題で取り扱わなくてもよい。平和条約の

精神で、何年か脇においても構わない。何十年経ってもこ

の問題が解決しなければ友好的に付き合いができないわ

けではないだろう。釣魚島問題は脇に置いてゆっくりかん

がえればよいではないか」

2012 年 9 月 中国楊外相は、国連において「尖閣諸島は

中国固有の領土」と主張した。

「日清戦争末期に日本が中国から盗んだ」と演説。

結論を申せば、

富国強兵が常識の世の中で、尖閣諸島を源として戦争を起

こす恐怖が蔓延している所に、「日本と中国の間に領土問

題は存在しない」という暴論を吐くと中国の立腹を招くこ

とになる。鄧小平の提案を認めることにより戦争への危機

一髪が遠のいてゆく。

内閣府の調査によると「戦争に巻き込まれる危険があると

いう人が８５．５％に上る。

『戦争は絶対にしてはいけない』が私の主張です。

篠原昭雄会員（昭和６年３月７日生まれ）

山梨県竜王町出身。本年 88才の米寿を迎えます。

終戦を中学３年で迎え、八王子大空襲では 90機、甲府で

は 60機での爆撃があり、玉音放送は、勤労奉仕の滑走路

の中で聞いた。

戦後 70年、いろいろな人に助けられて、それぞれのキ

イポイントで支えられながら生きてきた。

健康に生まれたことに感謝し、これからもピロバスの

人たちと一緒に貢献してゆきたい。

久保正男会員（昭和２０年３月２１日生まれ）

21日は春分の日です。その日長野県木曽町の隣で生ま

れました。春分の日が来たら思い出してください。

第 33 世貫主大僧正川澄祐勝和上の葬儀に参列

   3 月 16 日(金)11 時より高幡不動尊大日堂で執り行われた

川澄祐勝和上本葬儀は、大導師総本山智積院化主第 71

世大僧正・小峰一允猊下の嘆徳文に始まり弔辞、弔電披

露などがあり、最後に高幡山檀徒総代葬儀委員長・土方

邦人氏の謝辞に終わりました。   （小西弘純）

泊谷会員よりお礼と休会の挨拶

東京日野プロバスクラブ会員の皆様へ ３月１７

喜寿のお祝いありがとうございました。

一筆謝意を申し上げます。

この度は不慮の事故で妻が骨折してしまい、全治半年

の診断が添えられ、今後の厳しいリハビリが大切との

事で、完全に回復するまで頑張るとの事です。

店の営業は孫と協力して今まで同様続けます。

誠に申し訳ありませんが、六月まで休会いたします

のでよろしくお願い申し上げます。 泊谷 時男

       

３月例会メンバースピーチ 今月の誕生日：篠原昭雄会員と久保正男会員

編集発行：情報委員会

山本英次、矢野凱弓、疋田久武、曺一男、田口賀夫

ホームページ：https://www.hinopc.com/

閉会の辞
奥修兵副会長

小西会長が無事に復帰され、ホッとしております。
残すところの３ヶ月を思い残すことなく乗り切り、
次の年度への速やかな移譲を期待しております。


