
               

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 103 号

             

  

  

  

  

日時：令和元年５月９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。

日時：令和元年５月 16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 29名（出席率 72.5％）
資料：例会次第、理事会議事録、プロバス便り 102号、
  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

令和元年５月１６日    第 10１回 例会の記録等    クラブ第９年度 第 11 号

東京日野プロバスクラブ 令和元年６月２０日発行

例会委員会  宮地公平 委員長

本日の卓話、魚住会員「蜂について」は昨年 12月よ

りお願いしておりましたが本日実施となりました。

次回例会は、うかい「竹亭」で行います。

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

5月 12日(日)ひの新選組まつりが開催されました。当

クラブより久保副委員長と私(渡辺委員長)の二名が参

加しました。おもてなし部会で接待を専門に行う。

4 月 21 日(日)「多摩川浅川クリーン作戦」は 13 名の

参加で行われました。懇親会には 10 名の参加を頂き

楽しく 2時間半位過ごさせて頂きました。

地域奉仕委員会 吹き矢事業参与  林 良健

  新たなところ「えんがわ」より依頼がありました。7 月 23 日

(火)、「日野第三」8 月 14 日(水)、その他旭が丘小 5 月 22

日(水)、南平小5月24日(金)です。詳細は決まり次第報告

致します。※詳細は配布資料でご確認下さい。

・渋谷会員のご逝去に伴い、クラブより生花

・5月 9日八王子プロバス生涯学習サロン閉講式

当クラブより７名が参加。

・5月 12日新選組祭り開会式に奥会長参列

・5月 13日(月)多摩市･関戸公民館で東京飛火野ＲC
よりお誘いを頂きました講演･朗読劇「未来へ」に

当クラブより 7名が参加

・5月 22日(水)10時よりパルテノン多摩で多摩ＰＣ

創立 15周年記念式典・祝賀会が開催される。

・審議・連絡：吹き矢担当専任理事を「吹き矢担当

参与」に改める。

幹事報告     幹事：小島 康義

すでにご承知とは思いますが、5 月 11 日(土)8 時に

渋谷文雄会員が亡くなられました。皆様には各委員

長より訃報をお届けさせて頂きました。

例会に先立ち、渋谷会員を偲び哀悼の意を表したい

と思います。（黙祷）

本日は令和初めての 101 回例会となります。今

日から又新しい時代になり新たなスタートが出来る

ものと思います。今年度はあと 1 ヶ月半ほどを残す

だけになりました。お陰様で年度初めに掲げました

二つの課題。①10 周年記念の基本構想作り ②独

自の事業化を模索してきましたが「健康吹き矢」を

取り上げました。10 周年記念事業の構想について

は、後藤副会長を中心にほとんどまとまったと考え

ています。「健康吹き矢」は、先月初めて部外から正

式な依頼による当クラブの活動として第一歩を踏み

出せたというところまで来ました。今年度まだ 11
ヶ月目ですが、何とか行えたと考えています。

あと 1ヶ月半ほどですが、来月の「竹亭」で最後

の例会を迎えますので、よろしくお願い致します。

会長挨拶 会長：奥 修兵

第 101回５月例会 司会：例会委員・ 青島良二

理  事  会

委 員 会 報 告
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情報委員会  山本英次 委員長

行事が増えてきて記事も豊富になってきました。

来月が年度最後で次年度は大島会員にバトンタッチ

致します。皆様からの投稿、写真をお待ちしており

ますので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 25日(木)に八王子PCの生涯学習サロンの野

外サロンに便乗させて頂きました。参加 5名で八王

子 PCの皆様と交流し懇親のひとときを過ごしてき

ました。次年度も引き続き委員長のご指名を頂きま

したので、皆様より何か企画があればよろしくお願

い委します。

ゴルフ同好会  矢野 凱弓同好会長

プロバスだよりに前回 4月 4日(木)のコンペの様子

が記載されています。次のコンペは 5月 17日(金)
に「多摩地区 3プロバスゴルフコンペ」が 19名 5
組で行われます。7月第 2週位にクラブコンペを予

定しています。  

５月合計 ５，０００ 円  年間累計  74，０００円

市川 資忠さん 御冥福を祈ります。

渋谷様のご逝去を悼み。

山本 英次さん 後楽園東京ドームにて

昨夜は小島馨さんからのプレゼントで、巨人対阪神戦の

ネット裏チケットを頂きました。友人を誘っての観戦でした

が、菅野の不調で 13 点も取られて惨敗でした。

本部 皓 さん 入院後、退院しました。

後藤 紀之さん 73 歳になりました。

５月 12 日（母の日）に 73 歳を迎えました。自分がこの年

齢になっていたとは、未だに実感が湧きません。

仲村房次郎さん 令和を祝って！

小西弘純さん  新しい時代“令和”始めての例会「おめ

でとうございます」今後若人に託し、未来を楽しみにしてい

ます。私も 100 歳まで生きれば、又次の時代が見られるか

もしれません。がんばろう！

吉ノ元 身良会員 昭和 21 年５月１日生

親父お袋に感謝しています。令和で５月１日はピッ

タリ行きましたが私の名前がかすればいいと思って

いました。令和元年で吉ノ元の「元」はかすりまし

た。蜂のお話しを頂き私も蜂が大好きでスズメバチ

の巣を八個位捕っています。巣は会社に飾ってあり

ます。5・600匹位が一気に襲ってきて大変でした。

渋谷会員がお亡くなりになって、イタリアの学者さ

んが云った言葉ですが「静かに往けば 穏やかに往

く 穏やかに往けば 先まで往ける」これはいろ

いろと拡大解釈しながら穏やかにゆっくり楽しくう

れしく往くことが自分の命が延長できる、遠くまで

行けるというのはそういうことを云っていると思っ

ています。

４月にこにこワンコイン

５月の誕生日祝い 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/

後藤紀之会員 昭和 21 年 5 月 12 日生

今日は私の誕生日のためにネクタイを締めてき

たのではなく、貫主と副貫主に来年度のご挨拶に

伺いたいと思っていましたら、今日はお二人とも

留守で来月回しになりました。

蜂の話ですが山梨にいた頃は蜂の巣を捕ってもら

うと 1回 20000円取られていました。地蜂という

のはスズメバチの一種ですか？＜魚住会員「クロス

ズメバチです」＞

5月 12日は「母の日」ですが、ナイチンゲールと

織田信長の誕生日で正反対の性格を持った人で、

私も二面性を持っているかと思います。親よりも

長生きしましたので、もう少し長生きしたいと思

い「妻の取説」と云う本を買ってきました。

小島 馨

渋谷さんとの出会いは、私が勤務していた職場（日野

自工グループ）を通して＜私はまだ二十代＞ とてもお

洒落でダンディで奥深い知識でお話くださる渋谷さんに

魅力を感じたことを思い出します。

私の亡き両親も満州帰国者で、私は満州生まれのせい

もあり、より親近感を覚え、父は二度中国に同行させてい

ただき、国賓同様の接待を受けたことを誇らしげに私たち

家族に話してくれました。

人の痛さを知り尽くし、思いやり深く公私共に多方面で支

えてくださり、言葉で言い表せない感謝でいっぱいです。

終活のお話を度々話されておりましたが、最後までご自

分の信念を貫かれてことを尊敬いたします。

家族と仕事そしてお酒と仲間を愛し、楽しく語り合いな

がら美味しい店を訪ね、ご一緒できた日々を思い出し、

淋しさを感じえませんが、お手本になることを沢山与えて

下さりありがとうございました。

最後の訪問になってしまった時、「イチゴ」が食べたいと

一個を半分にして口にした味・・・

忘れません。

八王子プロバス、日野プロバスのチャーターメンバーで

も出しゃばらず、でも存在感の大きかった渋谷さん 御冥

福を心からお祈り申し上げます。  合掌

閉会のことば 副会長 後藤紀之                        

日野プロバスクラブの知識人の代表であり

ます渋谷会員のご逝去のメールが届いたと

きにはびっくりしました。明日のお通夜には

参加させて頂きお別れをしたいと思います。

私たち健康で長生きできるようにお互い頑

張りたいと思っています。

今日はお疲れ様でした。

渋谷さんを偲んで

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://ww w.hinopc.com /



   

渋谷さんを偲ぶ    菊 池 昭 雄

私が敬愛して止まない渋谷文雄会員が５月１１日逝去さ

れ、１７日の通夜に参列した際、小島幹事に誘われ、棺の

窓から渋谷さんに会わせてもらいました。少々痩て見えた

が表情は優しさが漂い何時もの渋谷さんでした。こみ上げ

るものを堪え「安らかにお眠り下さい」と声を掛け、生前

のご交情に感謝し、ご冥福をお祈りいたしました。   

渋谷さんは八王子ＰＣの会員でしたが、当ＰＣ創立時に

は当ＰＣにも入会され、両クラブ会員で活躍されました。

メンバースピーチを何度か拝聴しましたが、専門分野で

ある中国近現代史の中身の濃い講話に感動されたものです。

当クラブ５周年の折、余興にコーラスをと同好会が結成

されたので二人とも参加しました。林会員の紹介でプロの

音楽家の指導により本格的な練習を重ねました。渋谷さん

とはいつも隣同志でしたが、ある時「菊池さんの歌を聞く

と調子が狂うよ」と言うので「僕も同じように思っていま

すよ」と言い返しました。こんな会話が常でした。               

  渋谷さんの年賀状は印刷した近況ですが、昨年は末尾に

ペンで一筆「老いが急に迫って来ました」今年は「おだぶ

つが近くなりました」これには驚きました。しかし新年例

会には出席され、乾杯のご挨拶をされたので安心していま

したが、その後に病状が進んだ模様で、２月例会からお顔

を見せなくなりました。あと半年で卒寿、元号が令和に変

わったこの時に逝ってしまわれた渋谷さん、日野プロバス

クラブへの多大なご貢献に深く感謝を申し上げます。合掌

追悼：渋谷文雄さんを偲ぶ 今月の卓話
卓話「蜂ついて」  卓話講師 魚住 徹会員

「昆虫とは」

脊椎動物と無脊椎動物に大きく分かれますが、昆虫は

無脊柱動物の節足動物門昆虫綱に属する動物です。昆

虫綱は世界全体で 100 万種類程度とみられていて、この

100 万種類というのは一応名前が付けられているもので、

実際にその２、３倍は存在し 300万種類は存在すると言わ

れています。

最近テレビなど取り上げられているコスタリカにいる日

本人の昆虫研究家西田賢司が新種とふれまくりましたが

何百万と名前のわからない昆虫がいるわけですから、100

種類捕獲すれば 1 種類 2 種類いるのは当たり前なんで

す。

昆虫綱は形態に応じて 25 ないし 30 の「目」に分かれて

います。例えば鱗翅目(蝶、蛾)、鞘翅目(カブト虫、コガネ

虫)といった具合。蜂は蟻とともに膜翅目に分類される。と

ころが平成に入って文部科学省は鱗翅目とか鞘翅目等

をわかりづらいとして鱗翅目を蝶目とか、蜻蛉目をトンボ

目、膜翅目を蜂目などその代表的な昆虫の名前に変え

てしまいました。蝶は世界に 15―6 万種いますがそのほと

んどは蛾なんです。そのように不都合がいろいろとあるよ

うになってしまいました。

種類が多いのは鞘麹目で、約 37 万種。第二グループ

が膜翅目、鱗翅目、双翅目(ハエ、アブ)で、 それぞれ

15～16 万種とみられています。

[蜂とは]

日本に生息する膜翅目(蝶、蛾鱗翅目(蝶、蛾目は約

4300 種。内 4000 種が蜂で、残る 300 種が蟻です。形態

的にはほとんど同じで、何を持って「蟻」と云うのか、同じ

「目」ですからあまり説明はつきませんが同じ仲間と理解

して下さい。日本にいる「蝶」は 250 種しかいません。内北

海道から鹿児島までにいるのが約 200 種類、残りの 50 種

類は沖縄を中心とする南西諸島います。日本で 250 種類

を全部捕ろうと思えばとれるわけです。但し「蝶」の場合は

食べる草木が決まっていますから、それが国立公園の中

にあれば採取できませんので、そういうものを除けば採取

できます。国立公園の中で盗み捕りするのは「蝶」のコレ

クターです。林野庁なども大変に目くじらを立てていま

す。

蜂は大きく分けると頭・胸・腹とありますが、頭胸腹がキ

ッチリと分かれているのと、胸と腹が一体になっているのと

二種類あります。腰がちゃんとくびれているのを細腰亜目

と云い、一体になっているのを太腰亜目とに二分されて

います。進化過程からは太腰亜目がより原初的な種と云

われています。太腰亜目の産卵管が変化したものが細腰

亜目が持っている刺す針に進化したと云われています。

生態から雄蜂が受精すると雌蜂は一回の受精で精子

を体内に蓄積させて、雌蜂自身が精子を使って自分で受

精させると雌蜂が生まれます。無精の卵を産むと雄蜂に

なり、雄、雌を雌が産み分けると云う特異な生態を持って

います。

蜂は社会性の蜂、ハナバチ、狩人蜂、寄生蜂の４種に

大別されます。これは便宜的に分けられましたが、社会性



蜂というとミツバチ、スズメバチ、アシナガバチ等が頭に浮かびま

す。ただミツバチは実際にはハナバチの一種です。スズメバとか

アシナガバチはカエデバチの一種です。

社会性蜂の代表種であるミツバチは世界で９種で大半は南ア

ジアに生息しており、欧州を原産とするミツバチは｢西洋ミツバ

チ｣だけで、アフリカにも１種類います。欧州にいる西洋ミツバチ

は、蜜を捕るために世界に分布している蜂です。

数年前になりますが「キラービー」という殺人蜂の映画がありま

した。このキラービーは実際は普通のミツバチでした。ブラジル

政府が蜜を増産しようとして西洋ミツバチを輸入しましたが、ブラ

ジルの気候に合わなくて蜜がとれませんでした。多少気性は荒

いけど気候的に合うアフリカのミツバチを輸入して気候も合い世

界二位のミツバチの生産国になりました。その蜂が次第に北上

してブラジルから中米に行って、さらにカリフォルニアあたりまで

分布してしまいました。元々気性が荒い蜂ですから人を刺し、殺

人蜂ケラービーと呼ばれようになってしまいました。

ハチ毒の成分は、痛みを引き起こすセロトニンやアセチルコリ

ンが知られているが、解明されていない部分が多いようです。蜂

はこれらの毒を防御と攻撃に用いるが、毒の成分は ①痛みを

引き起こす②組織破壊を引き起こす ③麻酔効果をもたらすに

集約されます。

攻撃(獲物を狩る)に使うことをモットーとする狩人蜂の毒は麻

酔効果が高い成分が多く、刺されても痛みは小さい。逆に防御

に使用するスズメバチやミツバチは刺されたら飛び上がるほど痛

い。ただし、例外もあり、狩人蜂の仲間であるベッコウ蜂(クモ蜂)

は見るからに檜原で、これに刺されたら半端じゃない痛さで中南

米に生息するキョジンベッコウ蜂(オオベッコウ蜂)に刺されたら

卒倒、七転八倒するそうです。黒、黄、祖、赤などの色は警告色

なので、これらの色をした蜂には手を出さない方が無難です。

※この後、テントウムシ、農薬のお話しなども頂きました。

新選組祭り開会式：奥会長参列

第 13 回多摩３プロバス合同コンペ

１９年５月１７日、令和初の同好会活動となる３プロバス合

同コンペが、ＧＭＧ八王子ゴルフ場で開催された。

暖かい無風の５月晴れ、絶好のゴルフ日和に５組１９名が

和気藹々のプレー。

プロバス・ゴルファーの平均年齢は７６歳強。７５歳以上の

後期高齢者はシルバーティ採用ルールで１０名が該当。コ

ースコンディション良好でプレー進行もスムーズ。結果はグ

ロス８０台が４名、９０台が７名と好スコア続出。優勝は満を

持していた八王子の田中氏、２位一瀬氏。日野は豪打の

小林昭治氏が３位入賞。

多摩は飯作氏（新入会員、日野ＲＣのゴルフ名人）がベス

グロ８４、ただ一人のシングルハンデで５位。

特筆すべきは大島氏のニアピン２つ獲得。黒澤名人はネッ

ト４位だがグロスなら８６で３位、ニアピン１つ。

当日は八王子、日野両クラブの会員故渋谷文雄氏の通夜

が５時からなので、表彰パーティは簡潔に済ませ午後３時

には早々と散会した。

今月の行事


