
 

  

 

               

 

 

 

 

 
 
 
日 時： 令和４年 12月 8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１２６回 例 会  
日 時： 令和４年 12月 15日（木）12:30~14:30 
場 所： 高幡不動尊 2階 
【出席報告】総数 35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 1４４号 

令和５年 1月１９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１２６回  ２０２２（令和４年）１２月 1５日  

 

〇例会委員会          委員長 小島康義 
・コロナ感染抑制だけを目的にするという時も過ぎ、 

 今は基本的に社会を少しずつ回そうとしています

ので、例会もそれに沿って実施していきます。 

・新年例会：1/19東京立川ホテルエミシア17:00開催。 

・岩崎愛子さんのワンマンショーを予定。  
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 
・12月から再入会の予定でした田村さんは、やはり
まだ無理とのことで保留と・なりました。 

・篠原さんの退会により、12月時点での会員数は、
34名となりました。   

〇研修委員会          委員長 疋田久武 
・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。 

・ボトルキャップは、日社協に持参しました。（１０㎏） 

・今後も引き続き収集していきます。 

 

 

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 

12 月例会は、仲村会員による卓話は、大鵬関と稚
内のお話、大変興味深く拝聴致しました。 
  
【報告事項】  
１． 会議報告 

・12/8（木）理事会、「高幡不動尊客殿２階小会
議室」で開催。 

・12/15（木）例会、高幡不動尊「宝輪閣」で開
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
名の方が参加されました。 

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）16時 

 ホテルエミシア東京立川を予定。 

5，令和 4年度寄付金贈呈 
・光の家 11/16（水）訪問、寄付金 20,000円 
・夢ふうせん 12/6(水)訪問、寄付金 20,000円 

6，その他 
・MOA 美術館「日野児童作品展」への協賛決定。

20,000円 
・下期会費（１月～６月分）18,000 円を 1/19 新年
例会時に集金予定。 

・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した。 

 
委員会報告           

 
本日は、全日本プロバス協議会会長 田中信昭様、

同幹事長一ノ瀬明様、東京八王子プロバスクラブ会長
池田ときえ様に、お越し頂いております。  

  
ご案内の通り第２代目会長の菊池照雄会員が９月

に亡くなられ、初代会長の篠原昭雄会員も、健康上の
都合で 12月退会されました。  創設時の中心的役割
を果たされた方々でありまことに残念でなりません。  
ことに菊池照雄会員のご逝去は、１２月まで誰も知らな
かったという形になってしまいました。 現在、退会者
への特別な対応はしていませんが、これを契機に、老
人クラブのあるべき姿を検討して行きたいと思っており
ます。  宜しく、お願いいたします。 

 



お誕生日、おめでとうございます。 
いつまでも、お元気で…… 
後藤一郎（S１0.12.18） 

 敗戦、被占領国民として日本歴史の稀 
有の時代を生きた者として 8 日の開戦
日は忘れない。世間も学校も教えない
が、２００年に亘り君臨した英仏蘭をア
ジアから駆逐、独立を援けた。世界の
歴史に残る業績です。 

折笠正雄（S20.12.4）  
         12 月で喜寿を迎えました。健康でこの

歳まで生きられた事を天に感謝です。 
日野の地で寿司正を営ませて頂き５０
年が過ぎました。  
鮨屋のカウンターは、人と人とのご縁

を繋ぐ場所、いつの出会いも無駄がな
く旬時の出合いだそうです。 プロバス 

クラブの皆様とのご縁を大切にしてまいります。 
 

大島芳幸（S26.12.21） 
         入会の翌年、５周年記念事業の年度 

で幹事を務め、記念式典を成功裏に
終えたことが思い出されます。昨年も
10周年記念の年度でも幹事を務め、コ
ロナ禍で記念誌・記念品の発行・手配 

を済ませましたが、記念式典は開催出来ずに終わり
ました。 コロナ禍は未だ収束の気配が見えま
せんが、楽しいクラブライフが送れることを切
望します。 

 

 
  
 

【麻雀同好会】 

大変、お待たせ致しました。 

原則として毎月、第３火曜日に開催します。 
 
・日 時： １月１７日（火）１３：００～ 
・場 所： 豊田 雀壮「ニューグリーン」 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

◆『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/ 

 

◆ ８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￥６，０００ 

 
☆宮地公平 

    田中全日本プロバス協議会会長一行、ご来訪を 
    記念して！ 

☆後藤一郎 
全日本の偉い方々をお迎えして！   

☆仲村房次郎（×２） 
大鵬＆王鵬、稚内市の話… 

☆後藤紀之 
皆様どうか良いお年をお迎えください。 

☆疋田久武 
仲村房次郎様、本日の卓話を楽しみに… 

☆小島 馨 
全日本プロバス協議会の大成功、ご苦労様でし
た。 今日は、ようこそおいで下さいました。 

☆久保正雄（×４） 
・体の養生に明け暮れた年、来年は落ち付い 
た年に、コロナも終息し活発な活動を期待！  

☆船橋 洋 
・「ワンコイン」で厄払い？ 

卓 話                      ①                         誕生日を迎えて          

ニコニコワンコイン          

日野市長 大坪冬彦 

 

 

１． 突然の赴任 
 昭和 47年 1月 15日東京から当時、地の
果てと言われた北海道稚内市に転勤命令で
出発。 札幌駅から夜行利尻号で翌日稚内
駅に降り一面銀世界の駅頭に降り、只々本
当に北の街に来た感じでした。 
 職務は新工場での冷凍食品の製造加工で
従業員〔300人の女性、50人の男性〕の工場
長として、ケンタッキー、マクドナルドのファー
ストフード、フライドフィッシュのハンバーガー
の中身を加工し輸出する工場です。 
 一番困ったのは日本ではまだファーストフ
ードが売られていない頃の話で従業員に魚
の皮、骨、虫等のない魚を加工するのに幾ら
言っても上手に出来ず、やはり箸の文化の日
本人とホークとナイフの米国人との違いをつく
づく感じ、衛生的に加工するのに細菌や雑物
の混入防止の教育等、かなり時間を掛けて教
育しました。 

２．解雇そして新会社発足 
 昭和 55年 1月東京本社のオーナーが、
200海里問題で主原料の魚が手に入らず工
場を閉鎖したいと全従業員に通知しました。 
 その後の身の振り方を、当時の市長とも相
談し魚の処理加工をする従業員の上手な女
性 20～30名集め少人数で操業すれば、工
場がストップしないで操業出来る事をオーナ
ーに伝えました。 
 オーナーが会長、私が社長で、新会社稚内
東部本社が出来、その旨を市長に報告し、大
変喜んで頂きました。      （②へ つづく） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ゴルフ同好会】   
 令和５年３月度  日野・飛火野・プロバス  

合同ゴルフコンペのご案内 
 

・日 時： ３月１７日（金）９：３０スタート 
  ・場 所： 東京バーディークラブ 
        青梅市小曽 5-2943 ℡042-375-8811 

・集 合： ９：００ 
・参加費： ２，０００円     《大島まで》 

 

 

 

同好会報告          

仲村房次郎 

第４８代横綱大鵬と王鵬 
そして約５０年 
世話になった稚内市 

 


