
          

今年度スローガンでもある「喜べば 喜び事が 喜んで ・・・・」のなかにある「喜」の文字につ 

いて触れてみたいとおもいます。ちょうど私も３月の誕生日で７７才になりました。「喜寿」ともいい

ますが、これは喜の字の草書体が七七に似ているところから付けられたといわれています。 

この「喜」の文字は嬉しいこと楽しいこと大笑いすることなど喜びでいっぱいの表現を一文字で

表したすばらしい文字ですね。他にも喜劇、喜悦、欣喜、歓喜などもあります。そこで今回はこ

の「喜」の文字を使った新しい造語を作ってみました。 

              ・健 喜：いままでもこれからも健康で永く生きられる「よろこび」 

 ・食 喜：料理や果物などを美味しく食べられる「よろこび」 

 ・見 喜：美しい景色や雑誌、テレビなど見て楽しむ「よろこび」 

 ・会 喜：楽しい例会などで皆さんにお会いできる「よろこび」 

 ・打 喜：ゴルフなどで「飛んだ」「寄った」「入った」など楽しむ「よろこび」 

今の私には、この「五喜」が出来ることに喜びと嬉しさを感じそして感謝です。 

この他にも「語喜」「踊喜」「歌喜」「遊喜」「寝喜」「働喜」「聞喜」など数多く思い浮かびます。２０以上あるかと思います。 

その人なりの「喜」の文字を含んだ造語を探し作ってみてはどうでしょうか。 

脳の活性化として役立つことまでちがいなし？です。            研修委員長 久保正男 

 

 

 

 

                   

                1 月の新年例会と 10 周年記念式典・祝賀会は残念ながらコロナの拡大で中止、2 月例会は

なんとか出来そう、と期待していましたが直前でまん延防止が当初の２月 13 日までから３月

６日まで延長となり、会場も閉鎖の為中止としました。残念の極みです。 

                  残念とは言いつつもコロナ第 6 波の実数を見て改めて驚かされます。1 月例会（1/20）か

ら 2 月例会（2/7）の 1 ヶ月間の感染者数を日本で初めて発生した令和 2 年１月 15 日から

丸 2 年間となりますが、その間の数値とこの 1 ヶ月間の数値を比べてみました。日野市では

1/20 の 3160 人が 2/17 には 7640 人と 2.4 倍に。東京都では 43 万 7 千人が 86 万 4 千人

と約 2 倍。日本全体では 207 万 6 千人が 425 万 7 千人と 2.1 倍にといずれもが 2 倍強。 

２年分を 1 ヶ月で超えるという驚異的な数値を示しました。例会の中止は「安心して無理なく楽しもう」との日野 PC

のモットーにも添った判断がと思います。 

ただお陰様でというべきか冬季オリンピックでの日本選手の大活躍振りを応援し、十分楽しめたのではないでしょ

うか。３月はぜひ元気で例会場でえお会いしたいものです。 

会長 澤田 研二 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度（2021 年度）      会 長 澤田 研二      幹 事 大島 芳幸  

               通算 118 回  （ 2 月１７日の例会は中止）         （クラブ第 12 年度 第９号） 
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型コロナのオミクロンのまん延で２月の例会は１月

に続き中止になったことは残念でした。 

「創立１０周年記念品」として頂いた「土方歳三うど

ん」はとても美味しかったのが救いでした。 

私事ですが、コロナワクチンの３回目接種（モデルナ制）

は前の２回接種（ファイザー制）とは違い「若い人」が出ると

言われた副反応が出て３７．９分も出ました。私もまだ若いん

だと安心しました。 

例会委員会としてはこの状況では何もできませんが、「ま

ん延防止」の早期解除になり例会が開催できることを願って

います。 

 

 

 

     月の例会は又、オミクロン株の感染拡大により中止

となってしまいました。更に新種の変異株が確認さ

れ、拡大の様相を呈しています。 

このような状況では私たちの例会もいつ開催出来るのか分

かりませんので、新会員手帳は 1 月入会された小林さん迄

で発行したいと思っています。 

皆様への配布は 3 月か 4 月を予定しています。その後入会

された方は従来通りシールで対応したいと思っています。例

会が開催出来ない場合はプロバスだよりと一緒にお送りい

たします。 

 

 

 

   域奉仕委員会の活動は、団体への寄付だけでなく

行    参画がありますが、具体的な活動内容を報告しま  

  す。 

東京光の家主催「手さぐりの作品展」の場合： 

・会場をイオンモール・ゼネラルマネージャーのご協力に 

より、豊田ギャラリーからイオンホールに移して実施。 

・24 年間、光の家の単独行事を日野市、日野市教育委員 

会、日野市社会福祉協議会、東京日野プロバスクラブ、ア

ートパラダイス、日野ニュース社の後援を頂き、期間中市長、

J―com も来場、日野市のイベントとなりました。  

また、小学校に 1 万枚チラシを配布し障害者の感性豊か 

な作品を多くの方々に鑑賞頂き理解を深めてもらいました。 

・会場レイアウト、展示陳列、ショーカード等「入りやすさ、 

見やすさ、分かりやすさ」をポイントに提案しました。 

その結果、当初 3 日間で 168 名だった集客が 808 名の 

方々に来場頂き、喜ばれました。   

  

東京日野プロバスクラブ公式 HP 

URL：https://www.hinopc.com 

 

 

 

 

 

 

       近は「コロナ禍」生活にも慣れてしまって危機感

が多少薄れてきており、これが平時の生活として

定着した感があります。連日日野市でも３ケタの 

コロナ陽性者が出ています。 

もう少しの辛抱です。お互い「うつらない うつさない」を合

い言葉に頑張りましょう。 

研修委員会では、講師のリストも準備しながら例会開催を

こころ待ちにしているところですが、今は講話の依頼もでき

ない状況です。もう暫く静観です。 

 

 

 

 

      クライナへのロシア侵攻は、見過ごせない暴挙で

ある。クラスター爆弾の使用や核兵器の使用をに

おわるプーチンの行動から目をはなせない。 

原子爆弾による唯一の被爆国である日本人は、プーチンへ 

抗議の声をあげましょう。「対岸の火」と傍観できる状況では 

ない。プロバスクラブの行動騎規範には、政治色の払拭が 

うたわれているが声を大にして叫びたい。「如何なる理由 

があろうとも戦争には反対する。」ウクライナ復興支援のため 

寄金を集める運動を提案する。 

澤田研二氏：記録達成！と言っても自分だけのもの。 
１日 1 万歩（平均）1 年で約 400 万歩。2016 年 1 月

から 21 年 12 月末までの６年間です。 

約 2400 万歩 19300km 地球の半周弱。北海道稚内市か

ら鹿児島市（3035）を６回強歩いた事に。今後も目標下げ

て健康第一で歩きます 

山本英次氏：林真理子著「小説 8050」に関心を持ったのも、

80 歳という年齢になればこそでありましょう。 

これまでも、内館牧子著「今度うまれたら」「終わった人」

「すぐ死ぬんだから」を読み老後の悲哀を感じたりしたのも

所詮「他人事」でした。 

南香子著「サイレント・ブレス」「いのちの停車場」「絆の

カルテ」は、終末医療での妻へのわび状であったり、「年

をとったおまえを見たかった。みられないとわかると残念

だな」病と向き合う作家への共感に感動した小池真理子

著「月夜の森の梟」も良かったし、難波田節子著「遠ざか

る日々」や浅田次郎著「おもかげ」も同世代の悲哀を心地

よく感じて、独りで感涙していた。 

〇〇〇 〇氏：・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 
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和 20 年 2 月 15 日、農家の長男とし現住所で生

まれ、38 年に高校卒業、当時の日野町役場に 

入所。11 月に市制が引かれ、22 年８ 

ヶ月勤務、以後市議となり、20 年勤め、

平成 18 年に引退し、その後は地域の

行事等に全力を添いでいます。 

手品、雑詠、切り株オブジェ制作 

日野市防衛協会会長 

多方面にわたる長年の功績により黄綬褒章の栄を得た。 

 

 

 

 

 長野県木曽郡に生まれ岐阜で学び

東京に来てからはや６０年近く経ちま

す。 

3 月 21 日（春分の日）が誕生日です

が昔はよく冗談で、私が生まれてか

ら祝日にしてあげているんだよ、感

謝しなさいといたものです。 

 地元の武将「信長」は人間 50 年といっています。当時は寿

命が短かったかも知れません。私自身ひとまず５０才を目標

に頑張ってきたが、達成したら欲が出ていつの間にか７０を

過ぎてしまいました。まだまだ人生やり残したことがいっぱい

あるので、こうなれば意地でも１００才までは「クタバル」訳に

はいきません。 

 私の第２のふるさとでもある現在住んでいる高幡は既に４７

年目、当時と比べると随分変わりました。高幡不動駅、高幡

不動尊などの高幡地域の変遷写真集を見ながら懐かしんで

るところです。 

薀蓄話 
人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻の如くなり 

読み方：じんかんごじゅうねん、げてんのうちをくらぶ

れば、ゆめまぼろしのごとくなり 

人の世の 50 年間は天界の時間と比すれば夢幻のように

儚いものだ、といった意味のことば。幸若舞「敦盛」の

一節。「敦盛」におけるこの「人間五十年下天の内をく

らぶれば夢幻の如くなり」という詞は、しみじみと世を

儚む詞として登場する。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

幹事報告           幹事 大島芳幸 

 

高幡不動尊参道 昭和３８年頃 

高幡不動駅 昭和３０年頃 

高幡不動尊 大正５年 



2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs） の

後継として，2015 年 9 月の国連サミットで加盟国の全

会一致で採択された「持続可能な開発のための 2030 ア

ジェンダ」に記載された，2030 年までに持続可能でより

よい世界を目指す国際目標です。17 のゴール・169 のタ

ーゲットから構成され，地球上の「誰一人取り残さない

（leave no one behind）」ことを誓っています。SDGs

は発展途上国のみならず，先進国自身が取り組むユニバー

サル（普遍的）なものであり，日本としても積極的に取り

組んでいます。 

貧困、紛争、気候変動、感染症。人類は、これまで

になかったような数多くの課題に直面しています。 

このままでは、人類が安定してこの世界で暮らし続

けることができなくなると心配されています。 

そんな危機感から、世界中のさまざまな立場の人々

が話し合い、課題を整理し、解決方法を考え、 

2030 年までに達成すべき具体的な目標を立てまし

た。 

それが「持続可能な開発目標(Sustainable 

Development Goals：SDGs）」です。 

持続可能とは、何かをし続けられる、ということで

す。 

SDGs は、私たちみんなが、ひとつしかないこの地

球で暮らし続けられる 

「持続可能な世界」を実現するために進むべき道を

示した、つまり、ナビのようなものです。 

人類はいま、そのナビが示す方向に進めているでし

ょうか？ そして、あなた自身はどうでしょう？ 

さまざまな社会の課題と SDGs とのつながりを知り、 

「持続可能な世界を築くためには、何をしたらいい

だろう？」 

「SDGs の達成のために、自分はどんなことができ

るだろう？ 

ひとりひとり、みんながそれを考えて、行動するこ

とが大切です。 

＜SDGs で掲げられている 17 個の目標の詳細＞ 

目標 1【貧困】 

あらゆる場所、あらゆる形態の貧困を終わらせる。 

目標 2 【飢餓】 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の改善を実現

し、持続可能な農業を促進する。 

目標 3【保健】 

あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を確保し、

福祉を促進する。 

目標 4【教育】 

全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、

生涯学習の機会を促進する。 

目標 5 【ジェンダー】 

ジェンダー平等を達成し、全ての女性及び女児のエン

パワーメントを行う。 

目標 6【水・衛生】 

全ての人々の水と衛生の利用可能性と、持続可能な管

理を確保する。 

目標 7 【エネルギー】 

全ての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的

なエネルギーへのアクセスを確保する。 

目標 8【経済成長と雇用】 

包摂的かつ持続可能な経済成長及び全ての人々の完全

かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用

（ディーセント・ワーク）を促進する。 

目標 9【インフラ、産業化、イノベーション】 

強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持

続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図

る。 

目標 10【不平等】 

国内及び各国家間の不平等を是正する。 

目標 11【接続可能な都市】 

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な

都市及び人間居住を実現する。 

目標 12【接続可能な消費と生産】 

持続可能な消費生産形態を確保する。 

目標 13【気候変動】 

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講

じる。 

目標 14【海洋資源】 

持続可能な開発のために、海洋・海洋資源を保全し、

持続可能な形で利用する。 

目標 15【陸上資源】 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持

続可能な森林の経営、砂漠化への対処ならびに土地の

劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。 

目標 16【平和】 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、

すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆる

レベルにおいて効果 

目標 17【常套手段】 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバ

ル・パートナーシップを活性化する。 

 

 

 

 

 

 

２月の例会も残念ですが中止となりました。 

４年度の理事候補が概定しました。（内容省略）業

務の申し送りの整理等、円滑な年度移行のための

準備をお願いいたします。 

今回研修委員会から誕生祝い、退会者との連

絡、脳トレ、会員募集の 4 件の提案がありました。

具体化の要領を検討中です。有難うございます。

クラブ活動を楽しくする皆様の提案を多数お待ち

しております。       

 副会長 宮地 公平 


