
  

 

               

 

 

 

 

 
 
 
日 時： 令和 5年 1月 12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１２７回 例 会  
日 時： 令和 5年 1月 19日（木）16:00~20:00 
場 所： 高幡不動尊 2階 
【出席報告】総数 34名 出席 28名 出席率 82.4％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

会長挨拶          会長 宮地公平 

東京日野プロバスクラブ 

第 1４５号 

令和５年２月１６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  ２０２３（令和５年）１月 1９日  

 

〇例会委員会          委員長 小島康義 
 
・２月例会は、高幡不動尊客殿２階 12:30～14:30 
・２月卓話は、村田会員、大林会員、市川会員 
小林（直哉）会員を予定しています。     

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 
・今月は、特に報告事項はありません。  

〇研修委員会          委員長 疋田久武 
・２月 16日：新会員スピーチ  （小林直哉会員、 

市川篤仁会員、大林明会員） 
・３月 16日：花見例会（寿司正） 
・４月 20日：バス日帰り研修会 渋沢栄一記念館他  

〇地域奉仕委員会       委員長 土方尚功 

・ボトルキャップは、日社協に持参。（１3.5㎏） 

・今後も引き続き収集していきます。 

・社会福祉法人東京光の家主催 

   「第 26回手さぐりの作品展」 開催 

      2月 17日（金）～19日（日）、イオンホール 

      ★是非、手に触れて、ご鑑賞下さい！ 

 

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 

1 月例会は、新年例会としてホテルエミシア東京立
川で開催し、地元歌手の岩崎愛子さんをお迎えし
盛り上げて頂きました。 
二次会にも参加して頂き皆様と楽しいひと時を過

ごすことが出来ました。 関係理事に感謝致します。 
 
報告事項  

1. 会議報告 
・1/12（木）理事会、ホテルエミシア東京立川に 
・1/19（木）新年特別例会、ホテルエミシア東京
立川にて開催。 

2. 高幡不動尊節分会 
・2月 3日（金）宮地会長参列（13時予定） 

3. 退会会員の状況把握 
・退会会員の希望により会報を送付する。 

 理事会承認 
4. 新選組まつりの実行委員推薦依頼 

 ・2名推薦。選定については地域奉仕委員長に
一任する。  

5， 全日本プロバス協議会賛助会員登録依頼 
・日野プロバスクラブとして登録（1口 10.000円） 
理事会承認 

 
 
 
 
 

6，その他 
・3/16（木） 花見例会を予定 
・4/20（木） 研修バスツアーを計画 

 
委員会報告           

 明けましておめでとうございます。 
４年度前期は、小島例会委員長の強運と皆様の熱意
により、コロナ禍をかいくぐり 
全ての計画を予定通り実施できました。有難うございま
した。後期も是非このペース行きたいものと思っており
ます。よろしくおねがいします。 
後期は会員の交流・対話等の活性化のため、フリ－・ト
―キングなどを計画しています。 
皆さんの活発な発言、宜しくお願いいたします 

新年懇親会                ①
１① 
◆岩崎愛子 and生バンドコンサート 
   

・歌 手  岩崎愛子  

   ・バンド  工藤恭彦、杉野 裕、渡辺幸啓 



【麻雀同好会】  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

◆『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/ 

 

◆ 11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￥5，5００ 

 
☆宮地公平 

    明けましておめでとうございます。 本年も宜しく 
    お願い致します。 

☆黒澤直明 
楽しい新年会に成りますように！   

☆保母錠治 
２年越しの新年例会、何とか開催にこぎつけまし
た。 身内だけの会になりましたので楽しくお過
ごし下さい。 

☆渡辺明 
新しい年を迎え、新たな気持ちで出発します。 

☆後藤紀之 
初めての入賞。 プロバス麻雀、８回目にして初
めての３位。 賞金１，０００円 

☆大島芳幸 
新年おめでとうございます。 今年も宜しくお願い 
致します。 

☆矢野凱弓 
新年おめでとうございます。 新年会と麻雀会の 
再開を祝して。  

☆土方尚功 
喜寿の１年楽しく過ごせました。 昭和 20年 2月
15 日生まれで 77 歳喜寿となり子供達、孫等から
祝福を受けました。 健康に気を付けて白寿ま
で、頑張りたいと思います。 

☆横山好忠 
明けましておめでとうございます。 皆様の健康、
幸せ、当クラブの発展を祈念いたします。 

☆本部皓充 
皆さんの健康を願って！ 今年は良い事がありま
すように！ 願っております。 

☆林 良健 
「MOA美術館日野児童作品展」の協賛団体とな 
り日野市の児童の情操教育に参画出来、嬉しく 
思います。 
 

誕生日を迎えて          

ニコニコワンコイン          
日野市長 大坪冬彦 

 

 
お誕生日、おめでとうございます。 
いつまでも、お元気で…… 
仲村房次郎（S１3.1.2） 

“嬉しい誕生祝” 私の誕生日は正月２日のた
め、記憶の中では正月のお祝いで私の誕生日祝
はなかった様なきがします。 入会して早くも４回
の誕生祝を頂戴しました。 これも健康で長生きを
したお陰と会に感謝、そして自分に祝福！ 

奥 修平（S16.1.18）  
 近況報告！・コロナ禍：ワクチン接種後２ケ月経 
過。 ・タバコ：紫煙の誘惑から脱出し 2,3年未だ 
夢に出て来る始末。 ・お酒：寝酒としてウイスキ 
ー180mml程度楽しむ。 ・帆船模型：ラ・クローン 
現在座礁状態、製作意欲高まるまで休憩。 ・庭： 
寒波の襲来の中、ボケの夢が確実にふくらんで来 
ています。  春まで、待ち遠しいですね……！ 
矢野凱弓（S18.1.16） 
 父は明治、母は大正、３歳上の兄は皇紀２６００
年生まれで、私は昭和、平成の経済成長と平和を
享受し、令和の八十路生活を有難く満喫していま
す。プロバス諸賢のご清栄を祈念します。 

宮地公平（S22.1.8） 

 退職時は寿命 80歳の設計でしたが、思い切っ 
て元気 90歳に修正です。 そこで「趣味・好きなこ 
と・得意なこと」でのボランティア作業を前向きに受 
け、元気な 90歳を目指します。  
船橋 洋（S23.1.3） 
 「残りの人生を社会のために使いたい…」と思う
のですが、行動に移せません。 このまま続けた
方が、人々の心を癒す事で、お役に立てるのでは
ないか…？ 考えが、迷走してしまう毎日です。 
保母錠治（S24.1.11） 

誕生日は、正月にお供えした鏡餅を雑煮や汁
粉にして食べる一家の円満を願う「鏡開き」の日に
なります。 今年も、家内安全を願い美味しく頂き
ました。 目標としては、下降傾向にあるゴルフを
見直し少しでも歯止が欠けられるよう努力し、光輝
高齢者になれるよう頑張ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ゴルフ同好会】  
 
◆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》 

   
◆日野二. 三会ゴルフコンペのご案内 
       【主宰：小田原潔日野市後援会】  

・日 時： 4月１2日（水）7：45スタート 
  ・場 所： 八王子カントリークラブ 
        八王子市川口街 2352 

 ℡042-654-4100 
・集 合： 7:30 
・参加費： 3，０００円     《大島まで》 

 

 

同好会報告          

★今月の予定： ２月２１日（火）13:00～ ニューグリーン 


