
 

 

               

 

 

 

 

 

 
日 時： 令和４年 8 月 11 日（木）10:00～12:00 
場 所： 高幡不動尊 客殿２階控室 
出 席： ８名 
 

第 121 回 例 会 
 

日 時： 令和４年 8 月 18 日（木）12:30~14:30 
場 所： 高幡不動尊 客殿２階控室 
【出席報告】総数 35 名 出席 29 名 出席率 72.4％ 

 

 

こんにちは、この度会長に指名されました宮地でござ 

います。  私は経験も少なく、八王子在住で日野市の 

こともほとんどわかりません。 皆様の御協力を得て何と 

か 1 年間勤めたいと思っております。 宜しくごお願いい 

たします。  
本日は、7 月新入会員として、大林明様、市川篤仁 

様に参加していただいております。新入会員はクラブの 

宝です。 皆様盛大な拍手でお迎えください。 
 

この度、会員にコロナ感染者が 1 名出ました。 職場 

での感染で、２２日まで自宅待機中です。 症状は軽症 

のようです。  コロナも 3 年目に入り、我々も感染してい 

る可能性が相当高いと思われます。 無理をせず、規則 

正しい生活をして免疫力を高めて、コロナに負けないよ 

う頑張りましょう。 本日は、臨時総会として 3 年度の総 

括、決算報告及び 4 年度計画及び予算計画が審議さ 

れます。 よろしくお願いします。 

 

 

今年度より、幹事という大役を仰せつかることとなりま 

した。不安と、緊張でいっぱいでございますが、理事を 

はじめ諸先輩のご協力を賜りながら、努めてまいります。 

よろしくお願い申し上げます。 
 
【議 題】 

1. 7/21（木）令和 3 年度臨時総会で滞りなく承認された。 

2. 令和４年度役員、会員所属の修正は、承認された。 

3. 令和４年度会費は月額 3,000 円とする。 

4. 会運営は、理事会(毎月第２木曜日)、例会(毎月第３ 

   木曜日)の定期開催とし、4 役会については、適宜 

   開催する。 

5. 例会の活性化に努める。 

会長挨拶           会長 宮地公平 委員会報告            

行 

『みんな仲良く、元気よく』

 
【報告事項】 

・8/18（木）の例会は、納涼例会とし、「星の家」で開催。 

・9/8(木)高幡不動尊、秋山大僧正の３３回忌法要が、

行われ、宮地会長が参列予定。 

・日野,飛火野 RC に、会長・幹事 8/2、3 表敬訪問。 
・高幡不動尊は、コロナ感染状況のため使用出来なく 

なりますので、８/１１(木)理事会は、別会場を予定。 

・9/15（木）例会は、小田原外務副大臣の講話を予定。 

・令和 4 年度「よさこい祭り」は中止。 

 

 
〇例会委員会           委員長 小島康義 

・今年度のクラブ目標は例会の活性化（改革）です。 

・特別例会（８月納涼会、３月花見会、５月１年を振り

返って）の回数を増したり、講話・フリートーク等、活

発な意見交換が可能な時間を設けます。 

・講話は、研修委員会と調整を取りながら進めます。 

・活性化実現のため皆様のご協力をお願します。 

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、原稿を提出する。 

・「愛のサウンドフェスティバル」の案内 

    ９月 24 日（土）14:00・煉瓦ホール ￥2，000 

〇会員委員会           委員長 後藤紀之 
・先月、魚住さん吉村さん・山本さんの 3 名の退会。 

・7 月付で市川さん・大林さんの 2 名の方が入会され

35 名でのスタートとなりました。 

・例会等が、中止される事無く楽しめる会となる事を

願います。 

〇研修委員会           委員長 疋田久武 
 ・積極的に計画を推進実行する。 
 ・8 月：納涼会 ・9 月：小田原潔外務副大臣講話 
 ・10 月：高幡不動尊杉田貫主講話 ・11 月：大坪

冬彦市長講話 ・12 月仲村房次郎卓話を予定。 
 ・来春は渋沢栄一記念館見学を計画。 
 ・「みんな仲良く、元気よく」の方針を実行する。 

〇地域奉仕委員会        委員長 土方尚功 
 ・クラブの目的「地域社会に奉仕する」を実践します。 
  活動内容は、従来通りの行事への参画とオリジナル 

  行事を計画立案する。 

 ・多摩川、浅川クリーン作戦、ひのよさこい祭り、ひの

新選組まつり、たかはたもみじ灯路、社協、東京光の

家、夢ふうせんへの支援活動、ボトルキャップ、使用 

  済み切手回収、ボランティアセンター地域支援、放

課後こども教室支援等、実施していきます。 

幹事報告           幹事 保母錠治 

東京日野プロバスクラブ 

創立 平成２２年 9 月 16 日 

理事会          

委員会報告          



 

 

 

 
【ゴルフ同好会】 
 ◇日野３クラブ合同コンペ 
     ９月２９日(木) GMG 八王子ゴルフ場 
  
 ◇多摩３PC ゴルフコンペ 
   １０月１４日(金) GMG 八王子ゴルフ場 

【麻雀同好会】 

  今しばらく、お待ちください。 
 
 

 

 
＊吉ノ元身良： 

 日野プロバス C の新・構成員と交流を深め楽しく参加し 
たいと思います。  

＊渡辺 明 
新たな門出です。よろしくご協力をお願いします。  

＊後藤一郎 
新年度スタートを喜んで市川・大林さんの入会を喜んで！  

＊小島康義 
令和４年度 宮地・黒澤年度のスタートデス。 コロナ 
禍ですが、頑張りましょう！！  

＊保母錠治 
令和４年度スタートです。 今年度は、順調に運営 
出来ればと、心より祈っております。  

＊宮地公平 
コロナの収束を祈念して！  

＊澤田 研二 
１年間皆様のご協力で、無事に終える事が出来ました。 

9 月 24 日「光バンドコンサート」が、おこなわれます。 

是非、お誘い合わせの上ご参加下さい。 
 

＊林 良健 
「プロバスだより」を、発行していきます。 よろしく…  

＊疋田久 
市川さん、大林さんご入会おめでとうございます。 
よろしくお願い致します。 

＊小島 馨 
新年度を祝して！ お久し振りです。 

 
＊久保正雄 

一年間に感謝です。 一年間、引き続き今後共、よろし 
 く、 お願いします 

職歴は、半導体製造に必要な硫

酸などの高純度化学薬品の製造

販売会社に勤務し、静岡・愛知・

東京・大阪・東京、最後は山形の

各地を経験してきました。 

私は国内大手の電機メーカー様

との営業を担当しておりました。 

同好会報告            

ニコニコワンコイン            

 
大林 明 氏 
 

新入会員を迎えて            

 

 
  誕生日 1 ヶ月前に胃の手術をしましたが、今は元 

気に生活しています。 残りの人生、大切にしたい 

と思います。 

 

 今年で 72 歳となりましたが特に変化なし、年々お 

酒に弱くなるくらいですが、体も全く異常なし。 

このまま変わらぬ日常がいつまでも続くと良いので 

すが、ただ早くコロナ禍 

が収束し好きな旅行が 

出来る様になるのを願う 

のみです。  

昭和 25 年 7 月 11 日に静岡県で生まれ１８歳で 

東京に出てきて５４年が経ち６度目の寅年を迎え 

ました。自分の寿命は７０歳位と若い頃から思って 

いましたが、その年をとっくに過ぎ、まだ働けてい 

ることに自分でも驚いています。人生１００年時 

代と言われています。まだまだ現役として楽しく・ 

面白く生きていきます。 

 
趣味は、ビートルズ世代でもありますので、エレキ・
ギターを今でも弾いて楽しんでおります。今後と
も、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

市川篤仁 氏 

誕生日を迎えて 

父が生前中は、大変お世話になり

ました。 3 年前の 10 月誕生月例

会に出席させて頂いたのが最後と

なり、皆様に暖かくお迎え頂き、帰

って来てから涙を流し喜んでいた

父の姿が忘れられません。 本当

に、ありがとうございました。 

私もお酒を頂きますが、父ほど酒癖は悪くありません

ので、ご安心下さい。 解らぬ事ばかりですが、皆様

にご指導頂き、ご一緒させて頂きますので、重ねて

お願い致します。 

 

臨時総会            

https://www.hinopc.com/ 
 


