
               

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 102 号

             

  

  

  

  

日時：平成３１年４月１１日（木）10:00～12:00
場所：高幡不動尊客殿２階控室 出席９名欠席１名
議案：下記幹事報告の通り。

平成 3１年４月８日（木）12：00～15：15
会場：高幡不動尊客殿 ２階
出席：実働会員 41名中 30名（出席率 73.2％）
資料：例会次第、理事会議事録、プロバス便り 101号、
   令和 4元年度理事・委員会名簿
   2019年度健康吹き矢活動報告
   ６月例会の案内（6月 20日うかい「竹亭」
   

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

平成３１年４月１８日    第 100 回 例会の記録等     クラブ第９年度 第 10 号

東京日野プロバスクラブ 令和元年５月１６日発行

１０周年記念について   後藤紀之準備副委員長

10周年記念事業に関しての進行状況は大変順調で、会

場は決まっております。

記念講演の講師は 5 周年記念式典にお願いした元日本

航空機長危機管理講師の小林宏之様は 2020(令和 2)年 11
月 19日(木)の予定で確保してあります。

記念誌に関しては小西会員を中心に順調に推移してい

るようです。皆様にも原稿依頼などの依頼があると思い

ますが、よろしくご協力の程お願い致します。

本当に忙しくなるのは年が明けて来年からになると思

います。

例会委員会  宮地公平 委員長

今日は第 100回記念例会で皆様にご協力頂きました。

5月例会は、通常通りの例会となりますが、6月例会は、

日時は令和元年 6月 20日(木)、会場は高尾山にあります

“うかい「竹亭」”を予定しております。

現地集合 11時 40分、総会及び例会 12時～13時、懇親

会 13時～15時。会費 3,500円です。

地域奉仕委員会  渡辺 明 委員長

新選組まつり 開催日 5月 12日(日)
4月 17日(水)に新選組まつり協議会が開催され、久保

副委員長が参加致しました。集合は 10時、解散も早い時

間に終わる。当日は、渡辺委員長と久保副委員長が参加

致します。土方俊三没後 150周年で、オリジナルグッズ

の販売をいたします。

・100回記念例会次第決定。６月特別例会（竹亭開）

について承認される。

・多摩川クリーン作戦 4月 21日参加者募集。

・第 22回新選組祭り開会式 5月 12日日野本陣前

・麻雀部の創設：黒澤、村上会員により計画中。

・2019年度「会員手帳」作成について承認。

・「クラブ案内リーフレット」について

・「周年記念誌」小西会員よりスケジュール提出

幹事報告     幹事：小島 康義

4月 2日(火)に研修委員会による青梅･澤之井蔵、小澤

酒造の見学を行いました。蔵の中をじっくり見させて

頂き、澤田委員長はじめ皆様にお礼を申し上げます。

大変楽しい一日を過ごさせて頂きました。

良い日和になり、桜が散って、ハナミズキ、木蓮な

どが咲き始めて春爛漫を迎えようとしております。今

日の例会は第 100 回例会と云う記念すべき日になりま

す。奇しくも平成最後の月に当たり、第 101 回例会は

令和元年という、新しく迎える元年に対しての、又一

生の思いが深まって行く例会になると思います。

今日は第 100 回例会記念として、私たちが中学･高

校時代だったでしょうか、その頃の良き昭和の時代に

引き戻していただく機会を作っていただく講師として

小澤正人様をお迎えしております。第 2 部ではゆっく

り楽しんでいただけると思います。詳しい講師のご紹

介は後ほど疋田会員にお願いしております。

会長挨拶    会長：奥 修兵

第９９回４月例会 司会：例会委員・宮地 公平

理 事  会

委 員 会 報 告
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４月 21 日の多摩川・浅川クリーン作戦への参加者募

集中です。参加者は、クラブのジャンバーを着用。

情報委員会  山本英次 委員長

今月号は 99 回例会で講師より認知症のお話しを頂

き 2ページに渡り掲載しました。

私は東豊田で老人会の会長を 180名からのお年寄りと

一緒に楽しむつもりで入りましたが、毎回喧嘩ばかり

しております。急に怒り出すというのは認知症の始ま

りと云いますので、今回の「プロバスだより」をみん

なに配って読ませたい位です。

会員委員会  久保正男 副委員長  
今回も増減はありません。入会希望の方がいらっし

ゃいましたらよろしくお願い致します。

研修委員会  澤田研二 委員長

4月 2日(火)に澤之井見学ツアーは 27名の参加を頂

きました。赤穂浪士の時代に設立された”澤之井酒造”

の見学と“ままごと屋”のおいしい食事でした。

ゴルフ同好会  矢野 凱弓同好会長
4月 4日(木)総武 C．Cでロータリークラブとの 3ク

ラブコンペは 13 名 4 組で行われました。優勝は日野

RCの山口様、準優勝は当クラブ小島会員でした。次回

は 9月 26日(木)に日野RCが幹事クラブで行われます。

４月合計６,000 円    年間累計 69，０００円

奥 修兵さん 第 100 回記念例会！おめでとうございま

す。101 回の例会は令和元年と重なり、よりよい新元号

でのスタートになります。皆さん例会への出席率を高め

楽しい時間を共に過ごしてゆきましょう。

山本 英次さん 懐かしのカブトムシ

今は亡き妻が好きだった VW のカブトムシを購入しまし

た。これが最後の車となるでしょう。命日に因んで車両番号

は、11―22 です。

林 良健さん 新規事業「健康吹き矢サークル」開始

今月より、新規事業「健康吹き矢サークル」として活動しま

す。ご協力ありがとうございます。

渡辺 明さん 例会１００回

例会 100 回おめでとうございます。

後藤 紀之さん 職場復帰します。

５月末より再び航空自衛隊パイロットの定期訓練を受け

持つことになりました。少しはボケ防止になるかと思いま

す。

澤田 研二さん 我が家に二人目の大学生

この四月から同居する孫息子が大学生に。上の孫娘が

大学３年生となり、孫達の成長を感じながら、自分も成長し

なければ、と今更ながら感じる今日この頃です。

疋田 久武さん 映画評論家小澤正人さん、ようこそ！

小澤正人さん、今日は楽しみにしております。

小島 馨さん  今日の映画鑑賞とても楽しみにしてお

りました。

仲村房次郎さん 花見で！

今年は良いお花見でした。

小西弘純さん 例会 100 回、おめでとうございます。

今日は W で失礼します。来月は新しい時代「令和」。み

んなで祝賀ワンコインしませんか。

４月にこにこワンコイン

林 良健会員 “1941(昭和 16)年 4 月 19 日”

毎回お話しすることですが、誕生日というのは自分が

喜ぶのではなく、両親にお世話になった事の感謝を表

せば良いと思っています。これは、“元を忘れるな、

親を大切にせぬような子は何一つ満足に出来ない”を

掲げております。相手を好きになるには相手の生年月

日、亡くなったとき、結婚した日位は、両親、奥さん

も覚えておきましょう。皆様方も真似されると良いと

思います。

小島康義会員 “1946(昭和 21)年 4 月 1 日”

今日は平成が終わる最後の月になりまして、来月から

は令和となります。皆様も健康に気をつけて楽しいク

ラブライフが送れれば良いと思っていますのでよろ

しくお願い致します。

青島良二会員 “1951(昭和 26)年 4 月 5 日” 本日欠席

次年度連絡事項
次年度幹事 宮地公平

5月例会終了後、次年度新理事による理事会を開催致し

ます。次年度委員長の方針と予算要求提出をお願い致

します。委員長が都合により欠席となる場合は委員長

代理人の出席をお願い致します。理事会承認事項もあ

りますのでよろしくお願い致します。

４月の誕生日祝い

閉会のことば（中締めのことば）      

私の話よりも次の小澤講師のお話の方が楽

しいと思います。よく映画は中学･高校時代に

はよく行きました。特に中学生時代には日活･

東映。高校時代には「ベン･ハー」とか「ウエスト

サイドストーリー」等に行きました。以上で例会

は終わりますのでお疲れ様でした。第 2 部で楽

しんで下さい。

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/



  

講師 小澤 正人氏
  私は映画の解説者にしております。疋田さんの後輩で

す。そのままいれば専務理事などになっていたかもしれま

せんが、あえて５０代半ばで退職して、好きな映画関係の

仕事をしたいと思いました。以前も有休などを取りながら

頼まれていた映画の解説をしておりましたので、これは自

分の天職かと考えておりました。その後いろいろなところ

から声を掛けて頂き、現在は年間１５０回位、二日に一回

はどこかで話していることになります。青森では高倉健の

「八甲田山」についての講演、３年前には高倉健が亡くな

って追悼の講演を毎日新聞社から依頼がありました。洋画

半分、邦画半分位の依頼があります。テーマもいろいろご

依頼頂きますが、２００位のテーマになると思います。今

日ののテーマは自分が好き

なテーマでもありますが「主

題歌でたどる日本映画が最

も輝いていた頃」で進めさせ

て頂きます。

有楽町で逢いましょう

講師：小澤正人氏     

紹介：疋田会員

銀座の恋の物語

上を向いて歩こう

夢をいつまでも

若い東京の屋根の下

第２部 100回記念例会
高校三年生

エレキの若大将

二人の銀座

柳ケ瀬ブルース

恋の季節

尚、当日のご来賓は、１４名でした。

        



今月のイベント
日野３クラブゴルフ ＠相武CC

2019 年４月４日

小林氏がプロバス内ベストの８７、ハンデがトップ
となる９.６と出て惜しくも上位入賞を逸した。ド
ラコン、ニアピンを獲得した黒澤氏は珍しく後半の
２ホールで乱れた。後藤一郎翁は技術賞２つを確保
し、ロータリーＯＢ・プロバス現役の貫録を見せた。
それにしても８０台が４人、９０台が７人と高水準
の成績。
次回開催は９月２６日（木）日野ＲＣが幹事で相武
ＣＣ開催と決定した。

研修委員会主催 玉堂美術館 ４月２日晴れ

澤ノ井酒造見学

ままごと屋

地域奉仕委員会 主催

健康吹き矢サークル出前授業 ４月 17日

平山苑地区センターにて

地域奉仕委員会主催
多摩川・浅川クリーン作戦 ４月 21日 晴れ


