
３組 10名の 
忘年コンペ！ 
早朝スタート
で寒さも吹き
飛ぶ快晴！ 
   
１位：市川篤仁 
２位：林 良健 
３位：青島良二 
 
 

 

 

 

               

 

 

 

 

 
 
 
日 時： 令和４年 11月 10日（木）10:00～12:00 
場 所： 高幡不動尊 客殿２F 小会議室 
出 席： 9名 
 

第１２５回 例 会  
日 時： 令和４年 11月 17日（木）12:30~14:30 
場 所： 高幡不動尊 2階 
【出席報告】総数 36名 出席 28名 出席率 80％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

会長挨拶          会長 宮地公平 

東京日野プロバスクラブ 

第 1４3号 

令和４年 12月１5日発行 

                     令和４年度  会長・宮地公平 幹事・保母錠治 

『みんな仲良く、元気よく』  第１２5回  ２０２２（令和４年）１1月 17日  

 

〇例会委員会           委員長 小島康義 
・コロナが第 8波に入り、12月、新年会が心配。 

・インフルエンザも流行の兆しがあり、注意が必要。 

・小学校等では学級閉鎖もあり注意願います。 

・12月例会は、高幡不動尊宝輪閣で開催。 

・卓話は、仲村房次郎会員の予定。  
〇情報委員会           委員長 林 良健 
・「プロバスだより」原稿は、発信者が自らの原稿を箇条
書きで月末までに、原稿を提出してください。  

〇会員委員会           委員長 後藤紀之 
・2022年 9月 25日菊池昭雄様が逝去されました。
当クラブの 2代目会長を務められました。 

・プロバス発足以来、ご活躍頂きました篠原昭雄様
（初代会長）が加齢による体調不安のため 12月 1
日、退会されました。        （会員数３５名）  

〇研修委員会           委員長 疋田久武 
・12月 15日：仲村房次郎氏卓話。 

・1月 19日：新年例会「岩崎愛子ショー」 ホテルエミシア 

・３月 16日：花見例会（寿司正） 

・４月： バス日帰り旅行（予定）  

〇地域奉仕委員会        委員長 土方尚功 

・委員会としての活動はありません。 

・「たかはたもみじ灯路」は、雨のため中止。 

・ボトルキャップ、使用済み切手回収中。 

 

 

 

 

 

東京日野プロバスクラブ 

創立 平成２２年 9 月 16 日 

理事会          

幹事報告          幹事 保母錠治 

【ゴルフ同好会】  １２月７日(水)  都ゴルフ倶楽部 
 
倶楽部  

 
 

 

11月例会は、大坪日野市長様の講話を頂きました。 
「日野市が取り組む環境問題」について温暖化問題を
中心にお話がありました。 
日野市の取り組みとともに、環境問題に無関心では

いけないと再認識致しました。  
 12 月は、仲村房次郎会員から「第４８代横綱大鵬と
私」とのテーマで卓話が予定されております。 国民的
英雄の大鵬関のお話、楽しみにしております。 
  
【報告事項】  
1. 会議報告 

・11/10（木）理事会、「高幡不動尊客殿２階小会 
議室」にて開催。 

・11/17（木）例会、「高幡不動尊客殿」にて開催。  
2. 「東京八王子 2022」について 

 ・11/24（木） 京王プラザホテル八王子 
   全日本プロバスクラブ総会、交流・懇親会が盛大

に実施されました。 
 ・日野プロバスクラブから 17名の方が参加。  

3. 「たかはたもみじ灯路」 開催について 
 ・11/23（水・祝日）当日、天候不順のため中止。   

4. 新年特別例会について 
 ・2023年１月１９日（木） ホテルエミシア東京立川 
（旧立川グランドホテル）を予定。 

 
 
 
 

 
5. その他 

 ・12/7（水）日野プロバス ゴルフ同好会・忘年コン 
ペ、併せて忘年会が開催されます。  
依り万障繰り合わせの上、ご参加をお願い致し
ます。 

 
委員会報告           

同好会報告          

皆さんこんにちは。 本日はご多忙中のところ大坪
冬彦日野市長・長谷部一志市長公室室長にお越し頂
いております。  本日は、よろしくお願い致します。 
 先日の杉田純一貫主の、講話取材に基づくビデオが
JCOMから届きました。 HP 及び Line に掲載していま
すのでご覧ください。  日野プロバスの PR には最適
です。  嬉しいことに、奥修平会員が５ケ月振りの参
加です。   本日も、例会をしっかり楽しみましょう。 



お誕生日、おめでとうございます。 
いつまでも、お元気で……  
渡辺 明（S１8.11.3） 

 この 11月 3日で、79歳を向かえる事が出来ました 
ことに、感謝感謝です。  その間、ここ 3年は初めて 
の入院、又コロナ感染まで経験し、良く 
ここまで来もんだと、自分自身に言い聞 
かせ、これからは後期高齢者生活を楽し 
んで行きたいと思います。 
 出来れば、自分で打った蕎麦を皆様に 
食べて頂ける機会が、有ればと思ってお 
ります。  
大林 明（S24.11.9）  
 本日は、誕生祝を頂き、ありがとうござ 
いました。 11月 9日は、あの歴史的な 
出来事であった、ベルリンの壁が崩壊し 
た日と、今の千円札の肖像である野口 
英世博士の誕生日と同日です。 
 今月で結婚 50年の金婚を迎えました。 過日家族 
でささやかな食事会を行い、改めてこれまで忍耐強く
連れ添ってくれた妻に感謝！感謝！です。 
 ７月に入会させていただき、まだ新参者ですが、今
後ともよろしくお願い致します。 
  
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
            

◆『プロバスだより』に掲載したい 
情報がありましたら、提供願います。         
（林良健、村田博、大田健、小林昭治 

吉ノ元身良） 
 

 

・ホームページ 

https://www.hinopc.com/ 

 

◆ ７名の方に参加して頂きました。 ご協力 
ありがとうございました。 集計￥３、5００ 

 
☆宮地公平 

    大坪市長、講話楽しみにしています。 

☆渡辺 明 
大坪市長ありがとう！ 今例会に大坪市長の 
講話ありがとうございます。 

☆小島康義 
大坪市長！ 今年も市長講話を楽しみにしてい 
ます。 宜しくお願い致します。 

☆疋田久武 
日野市長大坪様 お忙しいところをありがとう
ございます。 講話を楽しみにしております。 

☆小林昭治 
もみじ灯路  11 月 23 日３年ぶりの「もみじ
灯路」が開催。会員の皆様には毎回ご協力頂い
ておりますが、今回もよろしくお願いします。 

☆小島 馨 
東海大菅生優勝を祝して！ 菅生の野球観戦楽 
しんで応援できました。奥さん、お久しぶり！ 

☆林  良健 
大坪市長の講話、ありがとうございます。 

【麻雀同好会】 
今しばらく、お待ちください… 

第 10回総会・東京八王子大会          誕生日を迎えて          

ニコニコワンコイン          

日野市長 大坪冬彦 

 

全日本プロバス協議会の「第１０回総会」が東京八
王子プロバスクラブがホストクラブとして、開催され
ました。 東京日野プロバスクラブからは、１４名が
出席し、交流を深めました。 
■日時：11月月 24日 13:00～19:30 
■場所：京王プラザホテル八王子 
 
【全日本プロバス協議会第１０回総会】 
第１部 セレモニー 13:00～14:30 
    ・会長あいさつ 
    ・来賓紹介・あいさつ 
    ・祝電披露  
第２部 議案審議 
    ・議事 
    ・新役員紹介・旧役員謝意 
    ・新旧会長あいさつ 
                              
【東京八王子大会】 
第１部 交流会 14:30～15:40 

・プレゼンテーション「わがプロバス活動」 
  東京八王子プロバスクラブ 
  プロバスクラブ松任 
  びわ湖大津プロバスクラブ  

第２部 歓迎イベント 16:30～17:30 
 ・五所川原プロバスクラブへ感謝を 
 ・歓迎コンサート  

第３部 懇親会 １７：３０～1９:３0 
 ・日本遺産八王子芸妓衆紹介 
 ・八王子芸妓衆踊り 
 ・懇親・会食会 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

忘年会          

■１２月７日(水) １８：００～ 寿司正    
久しぶりの懇親会で、例会なみにお集まり頂き、コ
ロナでのストレスを発散させ、懇親を深めました… 
 

 


