
                

 
 

 

 

 

日時：令和２年 2 月 13 日（木）10：00～11：00 
場所：高幡不動尊小会議室 

出席９名 
会議内容は 2 月 20 日日例会にて幹事報告 
 

 
日時：令和２年 2 月２０日  

12 時 30 分～14 時 00 分 
会場：高幡不動尊客間殿 
出席：38 名中 32 名 

（出席率 84.2％） 
配布資料：例会次第、理事会 

議事録、会報 111 号 
        
 
 
 ２月13日に当クラブの市川資

いちかわすけ

忠
ただ

会員がご逝去されました。
寂しい限りです。黙祷を捧げます。（全員黙祷） 
 テレビでは、新型コロナウィルスと「桜を見る会」の 
報道が盛んになされています。コロナウィルスに関して 
早期の収束を願っております。 
久しぶりの例会場での例会です。ごゆっくりご歓談くださ
い。   
 
 
 
＊全日本プロバス協議会の機関紙「広場３号」が届いてお
りますので回覧します。当クラブ後藤会長の寄稿文も掲
載されておりますので併せてお読みください。また、ホ
ームページがアップされております。 

＊２月３日には当高幡不動尊境内にて節分会が開催され、
当クラブからも後藤会長、澤田会員、土方会員らが参加し、
盛大に開催されました。 
＊８月８日青森県五所川原市で開催予定の全日本プロバ
ス協議会全国大会ですが、当クラブから１０名の参加予
定を通知しております。 

＊当クラブの事務局住所（郵便受け）を日野ＲＣ事務局に
間借りしておりますが、自助努力で解決すべく会員宅に
移転を検討中です。 

＊八王子ＰＣの「生涯学習サロン」の案内が来ております。 
 本日が締め切りですので参加希望にかたはお申し出く

ださい。 
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＊市川元会員の葬儀に関し、クラブから献花いたしました。 
＊幹事報告詳細は理事会議事録をご参照ください。 
 
 
計７名で 3,500 円＞（例会での発表順に掲載敬称略） 

後藤 紀之：お元気だった市川さんの訃報に接し、心より 
      ご冥福をお祈りいたします。 

疋田 久武：故市川資忠様の御冥福をお祈り致します。 

大島 芳幸：市川資
いちかわすけ

忠
ただ

会員を偲んで 

泊谷 時男：長らく例会を欠席し、失礼しました。 
      今後は少し頻繁に参加できそうです。 

仲村房次郎：春よ早く来い！ 

吉ノ元身良：今年もガンバロー（手を抜きながらほどほど
に）私の生まれた宮崎では「手

て

げ手
て

げ」とい
います。 

林  良健：学校支援のボランティア活動で 
      ①ＭＯＡ美術館 日野児童作品展４３万点

の中で文部大臣賞受賞 
      ②子供短歌コンクール 65000 通の中から文

部大臣賞受賞 
 
 
○例会委員会       保母 錠治 委員長 
 ＊本日予定していた卓話は、講師の都合で中止となりま

した。 

○地域奉仕委員会     黒澤 直明 委員長 
  今年の「日野よさこいまつり」は３月 29 日に開催予

定です。 
○情報委員会   大島 芳幸 委員長 
＊ 「プロバスだより」111 号を配布します。 
＊ １０周年記念誌の打ち合わせ会を本日開催します。 

○会員委員会   仲村房次郎 委員長 
＊本日大田会員の写真入り名刺が出来ましたので会員手

帳に貼付ください。引き続きご協力をお願い致します。 

○研修委員会   澤田 研二 委員長 
＊ 3月以降に市ヶ谷の自衛隊の本部見学を予定しており

ましたが、コロナウィルスの影響もあり、時期を見直

して、再度ご案内いたします。 

令和元年度（2019 年度）        会長 後藤 紀之      幹事 宮地 公平  
令和２年２月 20 日       第 110 回 例会の記録等     クラブ第 10 年度 第 8 号 

東京日野プロバスクラブ 

第 112 号 

創立平成 22 年 9 月 16 日

理   事   会 

第 1１０時回例会 司会：村上 光 例会委員 

委   員   会   報   告 

にこにこワンコイン   令和２年１月例会 

令和２年 3 月 19 日発行 

会長挨拶     後藤 紀之 会長 

幹事報告     宮地 公平 幹事 

 



 
○吹き矢事業         林 良健  参 与 
 配布しております資料のとおり吹き矢活動を継続展開

中です。※引き続きインストラクターを募集中です！ 

○ゴルフ同好会        小島 康義 会長 
3 月 27 日河口湖ＣＣでのコンペ⇒中止 

 4 月 24 日塩山ＣＣでの 3 クラブ合同コンペ⇒中止 

〇麻雀同好会         村上 光  会長 
新型コロナウィルスの感染防止につき当面の間中止 

 
 
当クラブが１０周年を迎えるに 

あたり、プロバスクラブの発祥等 
を調べますと、１９６６年英国の 
ロータリークラブを退会した会員 
の要請で、元クラブをスポンサー 
としてプロバスクラブが誕生した 
という記録があります。 
ニュージーランドに本部があり、 

世界では 4000 クラブ総勢４０万 
人といわれます。日本では 1988 年に兵庫県の上郡

かみごおり

プロバ

スクラブが最初に創立されました。 
現在１０２クラブあり、実際に活動しているクラブは９０ 
で総員 2１４８名、全日本プロバス協議会に加盟している

クラブは６７クラブです。 
 今年は、８月８日に青森県五所川原市で第９回全日本プ

ロバス協議会全国大会が開催されます。２年後の２０２２

年には第１０回全日本プロバス協議会が隣の八王子市に

おいて開催予定です。この総会とは別途「東日本交流会」 
を２０１７年に全国から１５のクラブが参加して楽しい

会が開かれました。いろんな人たちとの親睦や観光も楽し

みの大会です。原理原則に縛られず、自由なクラブであり

たいと思います。 
 日野プロバスクラブは、東京日野ロータリークラブと 
東京飛火野ロータリークラブそれに八王子プロバスクラ

ブが世話役で設立準備委員会を開催し、当クラブの最初の

会長を篠原さんにお願いに上がったことを覚えておりま

す。２０１0 年９月１６日（木）２６名での設立総会を経

て以後毎月の例会を継続しております。 
 国際ロータリークラブの発祥は、１９０５年米国シカゴ

で弁護士のポール・ハリスを中心として設立されました。

当時は開拓の時代で、犯罪が横行しており、商業道徳の水

準を高めようと４名ではじめたクラブです。その後加盟国

は２０１ヵ国に及び様々な奉仕活動を通じて国際貢献を

しております。ロータリークラブの心髄は「職業奉仕」で

あります。職業を通じ社会に貢献していこうというもので

す。皆様方のご子息や後輩で適任の方がおられましたら、

ぜひご紹介いただきたいと思います。 
 
 
《 10 周年記念事業事務局  渡辺  明 会員 》 

 
 ※ 紙面の都合上、別紙配布の資料をご参照ください 

 
 

 ２月１５日で７５歳になりました。 
日野市で生まれ、第一小学校を卒業しま 
した。当時は周りが桑畑で校庭では石ころ 
拾いをさせられたことが思い出されます。 
夏になると浅川で泳いでおりました。 
馬場弘融前市長とは同級生でした。 
その後農業高校へ進み、家業の梨農園を 
手伝いながら、当時の役場（日野市役所） 
に就職して産業経済課や税務課の仕事を経て社会教育関

連の活動、老人福祉課では、他市に先がけて公文書をカタ

カナから漢字化への移行業務を行ったこともありました。  
昭和６０年１２月に当時の市長と意見が対立して退職

し、翌年２月に市議会議員当選５期２０年市議会議長とし

ても活動してまいりました。 
 平成１８年には区画整理事業が進み、自宅も建て替えを

し、その後、ＪＡ東京南の理事も兼務しながら、日野市防

衛協会の会長として多忙な日々を過ごしております。 
 

 
 
 今日は、講師が風邪で休まれて卓話もキャンセルとなっ

たため３０分ほど早く閉会となります。 
今夕１８時からは市川資忠元会員のお通夜が営まれます

ので多くの方のご参列をお願いします。 
 ２月 20 日は「パスポートの日」です。明治１１年にそ

れまでの通行手形が旅券となりました。また、昭和３年２

月２０日には普通選挙が実施されました。当時は全員男子

でした。女性が参政したのは昭和２１年からです。 
さらに２月２０日は語呂合わせで「夫婦円満の日」でもあ

ります。どうぞ、夫婦円満にお過ごしください。 
 
 
 
 
昭和４年１０月１８日生 

 令和２年２月１３日ご逝去 
 享年９０歳 
 
 ご冥福をお祈り致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※紙面に記載のイベント等は 2 月例会時点の状況です。 

編集発行：東京日野プロバスクラブ 情報委員会 
     大島芳幸、小西弘純、篠原昭雄、山本英次、 

疋田久武 本部 晧允 小林昭治 
ホームページ：https://www.hinopc.com 
検索には「日野プロバス」でクリック!!  

閉会挨拶        矢野 凱
かち

弓
ゆみ

 副会長 

２月 誕生会員祝賀   土方
ひじかた

 尚
よし

功
のり

 

プロバスクラブの発祥由来  後藤 一郎 会員 

10 周年記念事業委員会 中間報告 
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