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例会場：ホテルモントレ大阪 06-6458-7111 

例会日：（原則）毎月第 2月曜日 12 時より 14 時まで 
〇創立 2001（平成 13）年 7 月 9日創立記念式 7月 16 日 

〇スポンサークラブ：箕面千里中央ロータリークラブ 

〇友好クラブ：箕面ロータリークラブ 

〇会長：有竹正巳 〇幹事：西宮富夫 〇事務局：（幹事宅） 

〒563-0022 池田市旭丘 2-6-25 Tel：090-7496-5096 

〇会報担当：西宮富夫 pxi06603@nifty.com 

〇会報ホームページ：http://osakapurob.exblog.jp/ 

〇全日本プロバス協議会；https://www.all-japan-probus.com/ 

〇日本のプロバスクラブ・関西 Blog 版 

http://probuscent.exblog.jp/  

R4 年 4 月中旬から 5 月中旬まで 1 か月間の更新分（順不同） 

クラブ 会報 記事一部 

鈴鹿西 会報 

第 260 号 

YOUTUBE 視聴：ロシアとウクライナ、そ

の悲しみの歴史を紐解く（松田学 CH・

講師茂木誠）他 

奈良 会報 

第 95 号 

フォーラム「会員増強報告」統括久保田

幹事、今月の川柳コーナー、他 

東京八

王子 

プロバス

だより 

第 317 号 

全日本プロバス協議会会長就任につい

て（幹事報告）、創立 25 周年記念事業

の終了報告（杉山友一）、他 

北九州 つながり

第 190 号 

チャリティーバザー熱烈感謝（植田）、

春爛漫ウオーキング＆お花見会（近藤）

他 

大阪 会報 

第 368 号 

近況報告（中井良美会員）：九州場所に

行ってきた、他 

●大阪プロバスの歌（作詞：渡辺 孟 補詩：田村徳郎） 

① プロバスクラブへ集まろう 気の合う仲間とお昼時 

元気に歌おう会の歌    第二の人生また楽し 

② プロバスクラブに集まって 優しく気軽に話そうよ 

見せたい自慢の得意技   遊びのプランもまた楽し 

③ プロバスクラブに集まれば 高まる奉仕の心意気 

世界に広がる和の願い   明日も愉快に生き抜こう 

●『海』（作詞・作曲：不詳） 

松原遠く消ゆるところ 

白帆（しらほ）の影は浮かぶ 

干網（ほしあみ）浜に高くして 

かもめは低く波に飛ぶ 

見よ昼の海 見よ昼の海 

島山闇に著（しる）きあたり 

漁火（いさりび）光り淡し 

寄る波岸に緩くして 

浦風軽（かろ）く沙（いさご）吹く 

見よ夜の海 見よ夜の海 

◎第 370 回 通常例会 

〇司会進行：野村尚子会員 

〇ソング：吉川栄子会員 ●富士山（ふじのやま） 

〇乾杯：奈良プロバスクラブ久保田実雄次期会長 

〇有竹正巳会長挨拶 

 

〇幹事報告：全日本プロバス協議会第 10 回総会・東京八

王子大会は、2022 年 11 月 24 日「京王プラザホテル八王

子」にて開催予定とのこと。当クラブは従来通り旅行を

兼ねた総会参加などを検討したいと思います。なお、例

会後理事会で総会や旅行について検討する担当者を決め

たいと思いますので、ご協力ください。 

（以下 Google Map より作成） 

 
 

 
 

〇出席報告：委員長より、会員 12 名、ゲスト 2名、計

14 名出席との報告あり。 

〇プログラム委員会報告：5月で卓話担当者予定が一

巡したので、6月から新しい順番となります。卓話予

定者は早めに準備して卓話に備えるようお願い致しま 

す、とのこと。 

〇会計より報告：4月の観桜会の決算ですが、ワイン

などの飲み代を本会計より負担しました、とのこと。 

大阪プロバスクラブ
会報 第370号
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〇誕生月会員： 12 月山下恵司会員

 
 

〇OH-BOX 7 名 8000 円との報告があった。 

★川端崇且会員：ようこそ、奈良プロバスクラブの熊

本会長、久保田幹事様ごゆっくりお過ごし下さい。 

★奈良プロバスクラブ熊本國勝会長：本日はお世話に

なります。お蔭さまで元気に頑張っています。 

★山下恵司会員：先月休みましてみません。 

★吉田州伸会員：ゴールデンウイーク良い日が続きま

した。巨人も阪神もよく負けますねー。 

★浅山紀久子会員：観桜会無事終わることが出来まし

て、ありがとうございました。感謝申し上げます。 

★永田愼一会員：楽しくすごさせて頂きます。 

★全日本プロバス協議会理事・奈良プロバスクラブ会

長熊本國勝様、奈良プロバスクラブ幹事久保田実雄様

ようこそ来訪頂きました。どうか楽しんでください。 

 

◎「奈良プロバスクラブ熊本会長」卓話 

（筆記メモ） 
（会報担当より；川端会員が卓話予定でしたが、耳などの

病気の報告しかできないので、本日来訪された奈良プロバ

スクラブ会長熊本國勝様に卓話をお願いしたとのこと。会

長卓話を当方が筆記・メモし、卓話原稿（案）を作成し、

会長に確認をお願いしたところ、加筆訂正していただきま

した。ここではそれを掲載させていただきます。） 

 

本日は大阪 PC 例会への出席の機会を頂き、有難うござ

います。皆さんお元気でなによりです。今回は近況報告と

共に、2つの目的でご訪問させていただきました。 

まずお願いですが 

１番目は、奈良 PC 次期会長の紹介 

 奈良プロバスクラブは、クラブ創立して 9年目に入りま

す。クラブ創立以来 8年間、私が会長を続けておりまし

たが、クラブ創立10周年へ向けて若返りが必要と思い、

また後継者も育ってまいりました。次期会長予定者の久

保田実雄共々出席いたしました。どうぞよろしくお願い

致します。（久保田次期会長より挨拶あり） 

 

2 番目は、全日本プロバス協議会総会についてであります

が、第 10 回総会・東京八王子大会は 2022 年 11 月 24 日

「京王プラザホテル八王子」で開催されます。大阪プロ

バスクラブは総会への参加を兼ねクラブの旅行を検討

するとのことで全日本の理事として感謝申し上げます。 

この度、全日本プロバス協議会から、第 11 回総会を奈

良プロバスクラブで受けてほしいとの要請があり、川端

全日本プロバス協議会副会長にご相談、クラブ理事会に

諮ったところ「了解」とのことで、第 11 回総会を引き

受けることとなりました。開催時期は令和 6年でありま

すが、大阪プロバスクラブにもご協力をお願いすること

になると思います、よろしくお願い致します。 

次に、奈良プロバスクラブの現在の取り組みについてお

話させていただきます。当クラブでは現在 41 名で活動し

ております。会員は毎年一定数の退会者が出ることを考え

ますと、クラブ運営には、新会員を増やすことが急務であ

ります。 

その為、当クラブでは、残る 4・5・6 の 3 か月間を「5

名の会員増強」を目標に、全会員を 5班のグループに分け

て会員増強に取り組んでおります。 

高齢化社会でのプロバスクラブの活動と存在は重要と

考えます。にもかかわらずプロバスクラブの会員数は増え

にくい現状です。むしろ減少している。 

 活気あるプロバスクラブにするには通常例会で 30 名位

が出席していることが良いと考えています。通常例会に会

員の 60％位が出席するとしますと、会員数は 50 名位必要

と考えます。退会した方に声がけすることを含め、会員増

強に取り組んでいるところです。 

今後とも奈良プロバスクラブをよろしくお願い致しま

す。                       

以上 

◎近況報告：「びわ湖バレイへ行ってきた」吉

田州伸会員 

滋賀県のびわ湖バレイスキー場へ行ってきた。13 人で、

ロープウェイで登った。ところが弁当を食べるところがな

くて困った。桜がキレイだったとのこと。 

 

◎びわ湖バレイ 
（会報担当より：「びわ湖バレイスキー場」は琵琶湖大橋よ

り北に位置している。ロープウェイのある東斜面の反対側

にスキー場があり、ロープウェイの山頂駅周辺は「びわ湖

テラス」としてレストランや展望台などが配置されてい

る。） 

 
（地理院地図より作成） 

★びわ湖バレイの概要（びわ湖バレイサイトより引用） 

麓からロープウェイで約 5分。琵琶湖をパノラマで望む

山頂には、世界中からお客様が訪れるびわ湖テラスや、大

人から子供まで楽しめるアクティビティ、眼下に琵琶湖を
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見下ろし自然を満喫できる高原エリアが広がります。 

冬は都市近郊の本格的スノーリゾートとして、ビギナーか

らエキスパートまで楽しめる多彩なフィールドとなりま

す。  

大きな寒暖差が生む独特な気候は神々しい雲海を生み

出すことも。季節ごとに変わるその表情に悠久の自然を感

じ、ここにしかない特別な時間を、ゆったりとお過ごしく

ださい。 

★ロープウェイ（同上） 

 
ロープウェイに乗って約 5 分、標高 1,108ｍの打見山へ。

その山頂駅から続く広大なテラスエリアが The Main です。 

ここにはびわ湖テラスのシンボル的空間「Grand Terrace」

と、北湖を一望する「North Terrace」があり、それぞれに

爽やかな水盤と伸びやかなウッドデッキが広がっていま

す。雄大な琵琶湖を眼下に、ソファやチェアでくつろぎ、

ゆっくりと散策し、特別なひとときをお過ごしください。 

 

★テラスエリア（同上） 

 
 

★ジップラインアドベンチャー（同上） 

 
森に張り巡らされたロープ上を滑車にぶらさがって、 

爽快に飛ぶ全 6コースのアトラクション。 

アクティビティとしてはその他スカイウオーカーなども

ある。 

（その他のアクティビティはページの関係で省略。） 

 

◎びわ湖バレイスキー場のコース概要 
（以下、びわ湖バレイ winter season より引用） 

（会報担当より：コース・ゲレンデは 10 コースあるが、

ページの関係でここでは 4コースの概要のみ掲載した） 

★打見ゲレンデ：緩やかな傾斜が特徴。ロープウェイ山

頂駅のすぐ隣という立地もあり、初心者には利用しやす

いコース。お子様のレッスンにもぴったり。 

 
★ホーライパノラマゲレンデ：びわ湖を南北にパノラマ

で見渡せる絶景ゲレンデ。1枚バーンの広大なゲレンデを

びわ湖に飛び込むような感覚でお楽しみいただけます。 

 
★ジャイアントコース：序盤の緩やかなアプローチを抜

けると中盤に名物の急勾配が現れる中・上級者に人気の

コース。 

 
★ロマンスコース：コース冒頭の大きなカーブが特徴

で、攻める中・上級者に人気。天然降雪があった日は広

いコース脇でパウダーも楽しめる。

 
（以下 6コースは省略） 
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◎近況報告：「芦屋のビッグビーンズへ行って

きた」山下恵司会員 
 芦屋のビッグビーンズは高級スーパーで、昨年 12 月に

六麓荘の下の道路沿い（宮川けやき通り）にオープンし

た。お客の中には毎月 600 万円使うと公言している方も

おられるらしい。お金持ちが多い地域と思う。私達もた

まに行きますが高級感のあるスーパーです、とのこと。 

 

●ビッグビーンズ芦屋店の位置 

 
（Google Map より作成） 

●ビッグビーンズ芦屋店（画像引用元：同店サイト） 

 
 

●口コミ一覧（大阪市西区のビッグビーンズウエスト本

店の口コミ） 

★西大橋にある…高品質な品揃えが特徴なスーパー。ちょっと

セレブな気分で買い物を楽しむ。普段使いのスーパーにはない

良い物がたくさんあるテンションの上がるスーパーです。生鮮

品、加工品など高品質でちょっと高めですが、見てるうちに購

買意欲が湧いてくる〜(ﾟ∀ﾟ) 

★プチセレブなスーパーです。白と黒を基調としているので、

ＩＫＡＲＩ系かと思いきや、そうでもなさそうですね。店のど

真ん中に、円形のレジコーナーがあるというスタイリッシュな

デザインです。おしゃれですね～ 

★このスーバーができた当初、キャッチコピーは「伝説のｽｰﾊﾟ

ｰ」という仰々しいタイトルがついていたんですよね。高級ス

ーパーです。（中略）全体的に、新鮮でおいしいもの、珍しい

ものはおいてありますがなんせ高い！レジで毎回（ぼへぇっ！

高いっ！）って思います。 

 
●芦屋市屋外広告物条例について（芦屋市 HP より） 

（会報担当より：高級スーパーが出店するのは、芦屋が

高級住宅地だからであり、六麓荘などの高級住宅地の先

例もあり、高級感を維持しようとする市民の努力も大き

いと思われる。また、平成 27 年に成立した芦屋市屋外広

告物条例の効果も大きいと思われる。） 

 

★芦屋市屋外広告物の共通基準（同上） 

全ての広告物に適用される共通の基準のうちの主なもの。 

・屋上利用（建築物の高さを超える箇所に設置するもの）

の禁止 

・アドバルーンの禁止 

・LED 又はネオンサイン等の禁止など 

 

★芦屋市屋外広告物ガイドライン（同上）：具体例が多数

記載（以下はその一部） 

 

・壁面突出看板を壁面利用に 

 
 

・のぼり旗より看板を 

 
・案内看板は必要最小限の事項のみ 

 

・目立たないおだやかな色を使う （など） 

 

 

次回 第 371 回 通常例会 2022 年 7 月 13 日（水） 

会場：ホテルモントレ大阪 12：00～14:00 


