
               

３０年度会長標語：知的好奇心を活用し、健康寿命の延年を計り

健全な高齢化社会の一翼をになおう！ 第９６号

日時：平成３０年 10月 11 日（木）10:00～12:00

場所：高幡不動尊客殿２階控室 出席７名欠席２名

議案：下記幹事報告の通り。

日時：平成３０年１０月１８日（木）12:30～15:00

会場：高幡不動尊客殿 ２階

出席：実働会員４１名中２７名（出席率 65.9％）

資料：例会次第、理事会議事録、プロバス便り 95 号、

   日野市長卓話資料「日野市の都市間交流」、

会員手帳村上会員添付用シール

             

  

  

  

  

〇全日本プロバス協議会理事   後藤一郎会員
9 月 25 日(火)に全日本プロバス協議会理事会が開催され、

協議事項は役員改選、規約改正が大きなテーマとなりました。
11 月 28 日(水)開催の総会に上程し、現在理事と改選のため予
定理事候補者がおりますので、一緒に行う事になりました。規
約の改選で一番大きな問題は会費の増額で、現在 3,000 円を
10,000 円にする案、毎月 1 回「全日本だより」の発行、両案共
に賛成多数で決定しました。2020 年の総会は青森・五所川原
が候補になっております。

○例会委員会                  宮地公平委員長
1 月例会の新年会例会の催し物について協議中です。

4 月例会は 100 回例会を迎えます。良い案がありましたら
お知らせください。
〇地域奉仕委員会              渡辺明委員長

「夢ふうせんまつり」が 10 月 28 日(日)、10 時半～14 時
まで行われます。

吹き矢のインストラクター試験が現在決まっておりま
せんが、今年中に行い体制づくりをしたいと思っています。

〇情報委員会                 山本英次委員長

今年も半期が過ぎて来年度のことを考えなければいけ
ない時期になりました。情報委員会の会報編集は大変楽し
いです。今、情報委員長候補でお声をかけつつあります
ので、お声がけがありましたら気持ちよくお受け頂きた
いと思っております。

平成 30 年度（2018 年度）        会長・奥 修兵      幹事・小島 康義

平成３０年１０月１８日    第９４回 例会の記録等     クラブ第９年度 第   号

東京日野プロバスクラブ 平成３０年１１月１５日発行

理  事  会

第９４回１０月例会 司会：例会委員・保母錠

委 員 会 報 告

会長挨拶   会長：奥 修兵

今日は後ほど例会委員長からご紹介いただくことに

なっておりますが、お客様に日野市長大坪冬彦様をお

迎えしております。よろしくお願い致します。

昨日(10 月 17 日(水))は当不動尊の杉田貫主のお披

露目が新宿・京王プラザホテルで開催され、出席させて

いただきました。正式には「別格本山高幡山金剛寺貫

主杉田純一大僧正普山披露祝賀会」という披露宴でし

た。このような席に座るのは初めてで、確執の高い厳格

なものかと思っておりましたが、非常に和やかな会でし

た。出席総数は 600 人前後と伺いました。半数は全国

からお見えの僧侶で、半数が私たちを含めて関係者、

信徒の皆様で構成されるお客様でした。

ご配慮ある、地元を大切にされていると思ったのは、

８人掛けの丸テーブルで、かなりの数がありましたが、

演壇に向かって中心部分に地元の方々のテーフルが

配置され、僧侶の皆様に回れに広がるような形で配置

され、地元の方々を大切にされている意図が感じられま

した。

最初、木遣りで先導され杉田貫主ご夫婦が入場され

ました。その後ご祝辞をいただき、乾杯の挨拶、食事歓

談となり、催し物は地元の“つのだ ひろ”さんという方が

素晴らしい歌を歌われました。

杉田貫主の代になって目指しているのは、お客様が

山門を入って一廻りして、お帰りになるとき、山門を出る

とき、もう一度来たいなと思うようなお不動山にしたいと

いう方針を打ち出していらっしゃると伺いましたが、披露

宴でも感じられるような宴席でした。

幹事報告   幹事：小島 康義

＊高幡不動尊の館内はすべて“禁煙”になりま
した。ご協力の程よろしくお願い致します。
＊北海道地震救援金は25,000円を送金・受理
＊11月の総会に先立ち、全日本プロバス協議会
理事会が開催されました。
全日本プロバス協議会理事・後藤一郎会員
＊第21回ひの新選組まつり第4回実行委員会
渡辺地域奉仕委員長が参加
＊日野市体育協会創立60周年記念式典･祝賀会
場所：高幡不動尊塔院ホール～奥修兵会長
＊第8回全日本プロバス協議会総会
場所：四日市市「都ホテル」 後藤一郎会員

＊「きずな基金」について使用目的等の基準

＊10 周年記念事業計画について

2020 年９月１６日で本クラブは１０周年を迎

える 実行委員長：後藤一郎会員、実行副委員

長：矢野凱弓会員にてプロジェクトチーム作り



〇研修委員会                 澤田研二委員長

1 週間後に高尾山薬王院の研修があります。現在まで
の参加申込は 11 名です。ケーブルの頂上より薬王院ま
での車移動は可能と云うことでした。行かれそうな方
は宜しくお願い致します。

〇会員委員会                黒澤委員長

今月の理事会に所用のため欠席致しましたので、理事

会で協議された“女性会員の増強について”は理解して

おりません。次回例会で詳しくご報告させて頂きます

〇ゴルフ同好会                矢野同好会会長
明日(10 月 20 日(土))に多摩３プロバスクラブコンペが

ＧＭＧ八王子で開催されます。現在４組１６名日野ブロ
バスからは７名、八王子プロバスから５名、多摩プロバ
スから４名となっています。

クラブコンペは 11 月 16 日(金)に長竹Ｃ．Ｃで開催予
定をしております。皆様のご協力をお願い致します。

テーマ「日野市の都市間交流について」
本日は私の話を聞いていただく機会をいただき誠にありがとう

ございます。

行政が抱える課題は

沢山ございますが、今

回は日野市と他の自治

体とのお付き合い“都市

間交流”をテーマにしま

した。

自治体とのお付き合い

は当然ございますが、

例えばお隣の立川市と

か多摩市とのお付き合

いもありますが、それは

都市間交流とは申しません。他県、国外とのお付き合いを私共は

“都市間交流”と云っております。

日野市はどちらかというとあまり積極的ではなかったと思いま

す。例えば災害の防災協定を結んでおりますが、あまり機能し

ていなかったり、外国との交流も一ヶ国、一ヶ所だけ姉妹都市が

ありますが、行政同士の交流は最近はほとんどないという状況で

した。他の自治体の様子を見てみますと、盛んに海外に姉妹都

市を持っていて、5 つ．6 つあってそれぞれの市長が盛んに訪

問する、逆に海外の都市からお見えになる都市もあります。

私が市長になったのは平成 25 年 4 月ですが、申し上げ

たような過去を反省して、平成 27 年位から積極的に“都市間

交流”を活発にしようという思いで動こうと思っていましたし、

職員にも話をしてきたところです。

今日はこれまでの日野市と他の自治体との“都市間交流”

これからについてお話をさせて頂きます。

「なぜ都市間交流を進めるのか」
各市の周年記念事業と日野市の５０周年事業との比較をす

ると、他市との都市間交流のありかたへの気づきがあった。

例えば府中市の 60 周年記念の時には、姉妹都市の長野県佐

久穂町の町長、オーストリア・ウイーンの副部長が壇上でスピー

チをされていました。これは単に呼んだから来たではなく、いろ

んな交流があって初めて行われると思います。青梅市の時も同

じくでしたし、米沢市などのありました。そして、現在防災協定や

姉妹都市の関係を結んでいる国内国外の都市との交流は極め

て貧弱でした。市制 50 周年でも他都市からは来ませんでしたし

アメリカ・レットランドとは姉妹都市ですが、私は行ったことが

ありませんでした。防災協定、スポーツ交流はしておりますが、

行ったことがありませんでした。また、相手の都市からも市長は

来ませんでした。行政同士の付き合いはありませんが、民間レ

ベルでの付き合いはある都市もあります。何とかいなければとい

う思いがありました。立場や文化や歴史の異なる主体との連携・交

流が力となり新しい価値や気づきを生み、持っていないものをもの

を持っている町との交流は日野市の町づくりの刺激を与えてくれ、

それを参考に町の価値を高めようと頑張ることになります。

今までの日野市の都市間交流は、防災協定正式には「災害時

相互応援協定」と結んでいる自治体は「神奈川県秦野市」「福島

県会津若松市」「静岡県富士宮市」「長野県諏訪市」などがありま

す。長野県諏訪市は 2015 年５月に新市長になられた金子市長と

２０５年７月に諏訪市役所にお邪魔して協定を締結致しました。こ

の４市以外に「８市防災サミット」が平成２７年に秦野市が市制６０

周年を迎え周年事業の一環として行われました。また壱岐市が市

政施行１５周年で「防災サミット」が行われるということでお招きをい

ただいておりますので、伺いたいと思っています。

日野市初めての姉妹都市～レッドランズとは、昭和 38 年 7 月、

日野市は日野町の時代に、アメリカのレッドランズ市と姉妹都市盟

約を締結しております。市制施行を迎える直前の出来事でした。

昭和 37 年 7 月、来日中のレッドランズ市のハーリー・R・ウォーリー

総務局長が、レッドランズ市にふさわしい姉妹都市提携相手を探

していることを知った立川市長の仲介で、古谷太郎日野町長とウ

ォーリー総務局長が会談して姉妹都市提携を行い、姉妹都市提

携の始まりです。

レットランドとのお付き合いは５５年続いています。レットランド市長

の日野市訪問は３回ありますが、昭和５７年が最後になっています。

レットランド市の市政施行１００周年が１９８８年にありました。記念

事業として自転車競技大会が行われ、日野市より男子２名が参加

しました。また、日野市市制施行３０周年の記念事業として１９９３

年にレットランド市のジュニアサッカーチームを日野市にお招きし

ています。以後あまり目立った交流はありませんが、それぞれの姉

妹都市友好協会がありますので高校生の派遣事業を行っていま

す。今年も夏に、３月にはレットランドの高校生が日野市に来て、

民泊をしてそれぞれに楽しんでいます。

平成３０年７月２日より７月６日まで私が訪問しました。

2 番目の姉妹都市は岩手県柴波町でした。

「都市間交流の今後」
“この４年間の成果”は、①民間レベルだけの交流から行政同士の

交流に発展させた ②過去に結ばれた行政同士の交流・連携を

活発化した。“今後に向けた課題”は、①こちらから訪問することが

多く相手から来てもらうことが少ない。②相手に来てもらっても日野

市内に泊まるホテルがない。③海外も含めてまだまだ友好都市・

姉妹都市の数が少ない。④特定の分野での交流にとどまっている。

が上げられます。オリンピック・パラリンピックをきっかけに友好都

市姉妹都市になるような関係を作りたいと思っています。日野市に

関わりを持っていただいて末永い付き合いにしたいと思っていま

す。それが日野市の価値を高め、日野市を豊かにして行くことに

なるのかなと思っています。ありがとうございました。

１０月の卓話：日野市市長
大坪 冬彦 様

＜大坪冬彦様のプロフィール＞
誕生日 昭和３２年１２月８日生
住 所 東京都日野市万願寺
昭和５６年３月  一橋大学経済学部を卒業
同年  ４月 日野市役所に入職
平成１７年   資産税課長
平成１８年   高齢福祉課長
平成２０年   健康福祉部長
平成２３年   まちづくり部長
平成２５年３月 日野市役所を退職､同年４月日野市市長就任
平成 29 年 4 月 日野市市長に再選 現在 2 期目



閉会のことば  後藤紀之副会長
「10 周年記念事業計画について」

2 年後の 2020 年 9 月に当クラブも 10 周年を迎えます

が、その記念事業の実行委員長として後藤（一）会員、

副委員長に矢野会員にお願いをし、了承をえておりま

す。2020年 8 月から 9 月にかけてオリンピック・パラリン

ピックが東京で開催されますので、期日は 9月に限らず

柔軟に考えていく予定です。

開催場所は立川グランドホテル、立川パレスホテル等

を軸に交渉に入っています。

周年事業の目的を明確にし、会員相互の親睦を深め、

更なる会の発展を図りたいと思っています。

検討委員として皆様にお声が掛かると思いますが、そ

の節は快く引き受けて頂きます様、お願い致します。

編集委員：情報委員会

山本英次・小西弘純・本部晧允・田口賀夫

吉村 豊・曺 一男・小林昭治

ホームページ http://www.hinopc.com/

10 月総額 ５，５００円（９名） 30 年度累計３３，０００円
・仲村房次郎 稚内から無事帰る。9月22日～10月15日迄

・小島 馨 大坪市長、今日はご多用の所有難うございました。

私は１０月６日から１３日迄北海道の旅、函館から稚内まで一人

で運転、仲村会員の別荘で三泊、とても楽しく過ごしました

小西 弘純 1回休むと2ヶ月ぶりになってしまいます。皆
様ご無沙汰してしまいました。改めて小西です。よろし
くお願いします。

泊谷 時男 長らくご無沙汰致しまして、誠に申し訳あり
ませんでした。今年度例会は欠席しますが、来年度は頑
張りますので宜しくお願いします。

菊池 昭雄 今月３０日に８７歳になります。
後藤 紀之 昨日まで福岡に行ってきましたが、暴飲暴食

がたたり、今日はややお腹の調子が余り良くありません
やはり若い頃の様にはいかないです

市川 資忠 ８９歳の誕生日を迎えました。
曺 一男 昨日、社員達と白州蒸留所の見学研修に行き

ました。２時間半キッチリ案内と勉強をさせてもらいま
した。

山本 英次 腰の痛みも和らぎまして快適に時節を迎え
ました。一年で最も好きな季節です。高幡不動の紅葉ま
つりも近づいてきました。楽しみましょう。

市川資忠会員
私の誕生日はまさしく今日なんです。８９歳になりました

いつも皆さんと楽しくするのが唯
一の運動で、毎日お不動様の中に
七つか八つの仏様があります。そ
この境内を回っているのが日課に
なっています。それくらいしても
ゴルフはなかなかうまくならない
です。毎日の運動を心がけている
と夜のなんとも言えない晩酌の味
が素晴らしいです。来年は９０で
すが、病院の先生ではないが１０

０を目指して努力しています。
菊池昭雄会員
毎年誕生月のこういう行事があると、もうネタがなくなっ

てしまいました。岩手県生まれで
、藩で云うと南部藩ですが、宮城
県沿いの南の方は一部伊達藩で
す。私が生まれた陸前高田は伊達
藩です。岩手県南部藩の民謡を歌
います。・・・・♪♫♪・・・・

南部には金山が沢山ありまし
た。その金を牛の背中に積んで待
ち場まで運んで取引をした。とい
う今の歌は「牛追い歌」でした。

今月のお誕生の皆さん

第１２回多摩３プロバス合同ゴルフ 2018.10.19
１０月１９日は今秋一番の低温で弱いが雨も降る、と前日まで悲

観的な天気予報。幸い当日は薄曇り、無風、快適気温の朝となり、

集合写真撮影も順調。午後３時近くの最終盤で少し降られたが、

１６名全員問題なく完走。第８回以来、常設会場としているＧＭＧ

八王子は台風２４号の強風で多くの倒木被害が痛々しい。既にし

っかり修復されておりコース状態は良好。

２０１３年の合同コンペ発足以来常連プレーヤーの小島康義会

員が嬉しい初優勝。八王子の交流担当・田中信昭氏が前回に引

き続き準優勝。３位に最高齢の横山好忠会員が堂々の入賞、貫

録のスピーチ。初参加の保母錠治会員は６位、ニアピンを獲得。

最強の黒澤直明会員は８３と名誉のベストグロスだが、ハンデが何

と３．６と小さく出て、自身初体験と称するブービー賞。此の珍事に

パーティ会場大いに驚き、盛り上がる。

後藤一郎氏は１番をバーディ発進し、９番もバーディ。グロス９１

の好成績。５時になったので後藤氏の音頭による一本締めで表彰

懇親会お開きとなった。

                        

        

       

   

にこにこワンコイン   平成 30 年８月

誕生日のご挨拶

ゴルフ同好会便り 会長 矢野凱弓


