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若き日の想い出              秋山正仁地域奉仕委員長 

 昭和 28 年の冬、私が中学二年生の時、病弱だった父が

42 歳での若さで死去。母は 35 歳。5 人兄弟の長男のため

翌年、中学三年進学か就職かで悩んでいたところ、母の

強い一言で進学することができました。県立甲府工業高

等学校電気通信科です。 

 甲府の叔父さん宅に下宿させてもらい三年間並々なら

ぬお世話になり卒業することができました。卒業後は実

家に帰り19歳で、TV、洗濯機等の家電屋を始めました。 

 山間部のため、TV が見られない集落があり早速、NHK 甲府局にお願いし共同ア

ンテナ設置の為の補助金をお願いし、62戸中 30戸に売り上げることができ、今で

も大変喜ばれております。 

 町の青年団活動にも積極的に参加し、劇団白樺を結成し演劇や舞踊などの講演活動推進し各集落を巡回したこ

ともあります。 

 昭和 36年の春(23歳)｢好事魔多し｣病には勝てず、医師の診断では肺結核それも安静度 2度という厳しいもので

した。2月に入院し 10月には運よく外出もでき、こっそり近くの教習所で普通免許を取得し、昭和37年 1月退院

することができました。実家に帰り長男として守る家・田畑・山林等々すべてを次男に譲り、知る人もなき東京

へ。昭和 37 年の春の事です。持っている免許は普通自動車と電気工事士です。新聞求人欄で東電通(現ミライト)

に入社。良き先輩、友人に恵まれて電気工事など根本から指導してくださった方々は今でも私の宝です。 

 担当した主な現場名は笹子トンネル、多摩郵便局等で仕事以外

では、35歳から 45歳ごろまで多摩市民祭の副実行委員長として小

田急多摩線開通記念イベントに富士鼓笛隊のパレードを行ったり

していました。 

 また住民間の友好と交流のために少年野球(代表が米国リバーサ

イトにも出場)その他各種のサークル活動(8 ミリ同好会・カラオケ

等)を立ち上げ、交流を深めてまいりました。なかには 40 年以上

続いた会もあります。今年 11 月 16 日に多摩市内外の 40～50 年                                           

ぶりに再会する友人達との交流があり楽しみにしています。 

理  念 

1. 豊かな人生経験を生

かし地域社会に奉仕

する 

2. 活力ある高齢社会を

創造する 

3. 会員同士の交流と意

欲の向上をはかる 

4. 非政治的、非宗教

的、非営利的である

こととする 

第 219 回 定例会 

日 時 ：令和4年9月7日（水）13.30～15:30 

場 所 ：関戸公民館 8階 第2学習室 

出席者 ； 15名（会員数； 21名） 
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1.幹事報告              小島明幹事 

1) 神奈川県プロバス交流会；10月 28日(金)、鎌倉プリン

スホテル・バンケットホールで開催。当クラブから小島明

幹事、片倉満研修・親睦委員長、秋山正仁地域奉仕委員長、

伊藤健一広報委員長、小林務会員委員長が参加。 

2)3クラブ合同ゴルフコンペ；10月 14日(金)、GMG八王子

カントリーで開催。小島明幹事、飯作金彦会員、廣瀬昌英

会員が参加。              詳細 6頁参照。 

3)全日本プロバス協議会の｢東京八王子 2022｣；11 月 24 日

(木)、京王プラザホテル八王子で開催。当クラブから 11

名参加予定。 

 同上オプショナルツアー；エクスカーション「日本遺産

高尾山の秋を楽しむ」11月25日(金)に1名参加予定。 

4)東京八王子プロバスクラブの今年度の「生涯学習サロ

ン」は中止の旨連絡がありました。 

 

2.委員会報告 

2.1.総務委員会          藤嵜喬子委員長 

1)第219回定例会；9月7日(水)関戸公民館8階第2学習

室 

・出席者：15名 (会員数：21名) 

・誕生祝い８月：高村弘毅会員、 

９月：増山敏夫会員、酒井善夫会員、登坂征

一郎会員、秋山正仁会員 

・卓話：「私のカレッジ・東ソーボウル」片倉満会員 

   詳細3頁参照 

・卓話：伊藤健一会員による「プロバスグローバルの紹

介第１弾」          詳細4頁参照 

2）第 220 回定例会；10月 5日(水)関戸公民館 8階第 3

学習室 

・出席者：13名 (会員数：21名) 

・誕生祝い10月：藤嵜喬子会員 

・卓話：伊藤健一会員による「プロバスグローバルの紹

介第2弾」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

2.2.研修・親睦委員会        片倉満委員長 

 10 月 5 日（水）関戸公民館内 ミーティングルームに

て委員会を開催。 

９月度の理事会概要報告後、以下の内容を協議検討し、

決定しました。 

1)いまだ現状ではコロナ感染禍が継続中であるが 12 月

の忘年会を開催予定。 

2)参加対象は会員、休会員、会友の各会員にも参加を促

し、盛会にて行う。 

3)会場は総務委員会と協議の上、12 月定例会と同じ会場

にて開催する。会場の選定候補地として、京王百貨店 8

階の「つきじ植むら」の宴会場。 

以上の他、11 月八王子にて開催される[東京八王子

2022]の参加希望者の確認をしました。 

 

2.3.地域奉仕委員会       秋山正仁委員長 

多摩市社会福祉協議会のボランティアセンター

（OPA7F）では常時、使用した古い切手、まだ使用できる

切手やハガキを市民より寄付を募っていることを知り 7月

6日の定例会の日に小林務委員より印紙、切手 21,000円分

寄付して頂きボランティアセンターへ届けました。9 月 7

日は古い切手のみ30枚届けました。 

お願い！！毎月の定例会に皆様より古い切手等をボラン

ティアセンターに届けたいと思いますのでご協力のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

2.4.広報委員会          伊藤健一委員長 

1)プロバスニュース第103号を11月2日(水)に発行・配布。 

本ニュースはスカイプ編集委員会にて作成。寄稿された

各位に御礼申し上げます。 

2）会員各位からの寄稿は随時募集します。 

（私と多摩、私の故郷、趣味、旅行記、私の一品、対外

活動等テーマは自由です） 

3）ホームページの更新は上記ニュース発行後に致します。 

4）オンライン技術の活用促進に関して先の理事会で提案、

LINEを活用することとなった。 

 

2.5.会員委員会           小林務委員長 

 9 月の定例会にて前任者の休会により急遽会員委員会の

委員長に任じられました。よろしくお願いします。 

 昨今、地域の自治会・同窓会・各種サークル団体等の会

員減少傾向をよく耳にします。要因は高齢化、数年来のコ

ロナ禍、会社員の定年延長等諸々考えられます。 

我が多摩プロバスクラブも組織、会則等の見直しも考え

ながら、会員全員が会員増強と楽しむ為のプロバスクラブ

を目指して、ご支援・ご協力をお願いします。私も微力な

がら尽力を惜しまぬ覚悟でございます。 

◇◇◇  幹事･委員会報告  ◇◇◇ 

総務委員会の皆さん 
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「私のカレッジ・東ソーボウル」   片倉満会員 

N社の広告代理店に30余年勤務し

取り組んだ仕事の中で一番の情熱と

思い出のものがアメリカンフットボ

ールのイベント運営です。 

1985年(昭和 60年)頃、戦前から

存在しているT社の社名変更の動き

をキャッチした私は「東西学生オー

ルスター戦カレッジボウル」イベントの冠スポンサーの営

業活動を行っていました。それまで冠スポンサーであった

アメリカ日本法人がスポンサーを降りるためでした。 

当時の時代背景は 85 年のプラザ合意から日本の急速な

円高修正を国際的にせめられ、国内では大幅な金融緩和政

策がとられ始めた頃です。バブル景気が始まっています。

景気が右肩上がりとなり、競争力向上のためより良い人材

確保が必要です。大手企業は企業認知度と企業イメージア

ップに取り組むこととなり、特にリクルート対策に企業は

資金を投入しました。企業イメージアップにはコーポレー

トカラーを斬新的にし、古い企業名から時代に合った横文

字やシンプルな社名に変更することや、ロゴマークを新た

につくり、社歌を有名な作詞・作曲家に依頼するなど、広

告業界、マスコミ界が非常に活況を呈する時代でした。対

象となる学生に素早く認知度と企業イメージアップを浸透

させるにはスポーツイベントの冠スポンサーとなることが

一つの恰好の手段です。費用はかなり掛かりますが…。 

 T 社にアプローチして待つこと約２年、社名変更も決ま

り、ロゴマークなどは専門企業に依頼をされましたが、広

報・宣伝活動は企画案のプレゼンにて選択する、との連絡

を受け、私のチームのアメフットイベント企画案が採用と

なったのです。併せてテレビ、新聞、ほか広告宣伝一括を

任されたのです。この決定は我がチーム及び勤務先の企業

ポリシーを信頼されたことと感じました。このイベント及

び広告宣伝活動は７年間続きました。では、アメフットの

話を始めます。 

 1987年10月1日。日経新聞朝刊、朝日新聞朝刊に総合 

化学会社である東ソー株式会

社の全 15 段の社名変更告知広

告が掲載された。そして、同年

12月 20日、横浜スタジアムに

て東西学生オールスターアメ

リカンフットボール対抗戦第 1

回「COLLEGE TOSOH BOWL」（カ

レッジ・東ソーボウル）が開催

されました。地道な開催告知、 

多彩なプロモーション活動や実力と女性ファンから人気が

あった４回生の京大、日大、法政大などから選手が出揃い、

更に、京大、日大からの両軍監督が著名であったことなど、

すべての点からマスコミ受けするボウルゲームでした。横

浜スタジアムには満員の観客来場となりました。 

翌年の第２回目は完成直後の東京ドームでの試合を行う

ことをゲーム終了後、スタジアム内で放送されると、観客

は驚きの声が上がりました。学生同士のアメフット試合が

ドームで開催する豪華さに驚いたのかもしれません（東 

京ドームは1988年3月18日 

完成）。 

第２回目の試合会場はドー

ム側としては国内初期のイベ

ント興業となります。手探りの

使用マニュアルとなります。火

災防止、ドーム入退出の事故防

止、来場者の人数制限等、非常

に細かく規制がありました。所

轄の警察、消防署、貸主の東京

ドーム側との交渉をイベント

運営責任者の私が担当し、かな 

りの時間と労力を費やすこととなります。そして、無事に

開催当日を迎えましたが私は試合が終了するまでの間、緊

張のあまり下痢が続き、水以外は喉を通ることはなく、何

回もトイレに行くことになりました。体は敏感なものだと

思います。試合終了直後からぴたりとトイレに行くことは

なくなりました。 

現在、当イベント関連の現存

資料は最後の第７回目の一部

があるだけです。35年前の事柄

なので残念ながら廃棄処分を

したのです。ただ、スポンサー

の当時の広報室長が貴重なア

メフトの歴史資料と考えてく

ださり、山梨県清里にある日本

アメリカンフットボールの殿

堂、ポールラッシュ記念館に資

料を寄贈されて多分現在も展

示がされています。今から 10

年前、その２代に亘る広報室長

ご夫妻、我がチームの制作部長

とで家族も参加する訪問旅行

を行いました。懐かしく、当時

の会場における観客の声が耳

に聞こえるようでありました。 

最後に、このイベント運営７

年間に学んだ人生で大切なこ 

とです。それは、当時のT社長の生き方から、言葉から教

わりました。 

1．積極果敢 明朗闊達 創意工夫  

2．潔く、地位に未練をもたない 

3．人を大切にする 

以上、ご清聴ありがとうございました。 

◇◇◇  卓   話   ◇◇◇ 

  ◇◇◇ 
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 PROBUS Global(プロバスグローバル)の紹介（2）  

伊藤健一会員 

2022年9月22日にPROBUS Global(プ

ロバスグローバル 略称：PG)の総会が

Zoomにて行われ、私も参加しました。あ

る方からご指摘いただいたように、強い

好奇心からかも知れません。 

録画された会議の模様はYouTube動画

として閲覧でき、この動画を使い先日開催された当クラブ

の10月定例会で発表、紹介しました。 

  PGの総会(2022.9.22)へ参加した各国メンバーと 

総会では、参加各国のメンバーから世界のプロバスクラ

ブやPGの現状等について報告がありました。 

Ⅰ.世界のプロバスクラブの概要 

世界には 4,074のクラブ、268,900 人の会員、平均して

1クラブあたりの会員数は66人。プロバス会員数としては、

オーストラリア、英国、カナダの順となっている。 

国 
プロバ

ス会員 

クラブ

数 

中央 

組織 

PG  

会員 

オーストラリア 114,000 1,578 有 83 

英国 51,326 1,264 無 359 

カナダ 38,000 249 有 334 

ニュージーランド 13,842 148 有 15 

オランダ 13,000 431 有 4 

アイルランド 4,800 137 有 35 

ベルギー 4,200 116 有 38 

南アフリカ 3,600 86 有 54 

フランス 1,500 65 有 13 

ドイツ 315 12 無 4 

キプロス 50 1 無 0 

フィンランド 12 1 無 0 

ポルトガル 25 1 無 0 

スペイン 0 0 無 0 

スウェーデン 0 0 無 0 

日本 2,700 103 有 1 

インド 1,500 9 無 11 

メキシコ 50 1 無 0 

チリ 50 1 無 1 

各国のプロバスクラブ（一部編集し直したものを掲載） 

Ⅱ.ヨーロッパにおけるプロバスクラブ 

―フランス・ベルギー会員によるレポートー 

1）ヨーロッパ＝EU+英国+CEE(中央・東ヨーロッパ) 

・ヨーロッパには44ヵ国あり、7億5千万の人口で、その

中に2,100クラブ、約76,000人のプロバス会員 

・英国のEU離脱以降では、EUには27のメンバー国がある 

・プロバスクラブは1965年に英国で誕生して以後、1980

年代に大陸ヨーロッパに広まった。しかし中央・東ヨー

ロッパには広まっていない 

2）ヨーロッパにおけるクラブの発展または困難さ 

・文化の相違  

 国によって異なる文化 

・多くの異なる言語  ・国、地域の習慣の違い 

・退職年齢(または非活動的になる年齢)の高齢化 

などを要因としてあげている 

3）ヨーロッパにおけるクラブの管理体制 

・公式な法的特徴：フランスとオランダの中央委員会は似

た組織だが、ベルギーにおいては公式な法的、財政的特

徴がない 

・アイルランドにおいては、プロバスクラブは北アイルラ

ンドとアイルランド共和国の2方面クラブ（ロータリー

クラブのメンバー）により設立され、運営されている 

・クラブ数が少ない国では中央組織の必要がない 

・例外的に、英国には1,264クラブあるにも関わらず、国

としての中央組織がない 

4）国間の交流への挑戦 

・フランスとベルギーはすばらしい交流関係ができている 

・ベルギーとオランダは交流を維持している 

・フランス，ベルギー、オランダの3国間はコロナ禍のた

めスローダウンしている 

Ⅲ.プロバスグローバル(PG)の進展 

カナダのメンバーから PG 会員数の順調な増加について

報告された。2021年12月にはPG会員数は717人、総会当

日の2022年9月22日時点で962人と順調に増加している。

報告で特に興味深かったのは、PG会員間の繋がりを利用し、

海外旅行の際に会員と交流したり、現地の案内をしてもら

ったりできることだ。その人も今年末にニュージーランド

旅行をする予定で、ニュージーランドの会員のお世話にな

るつもりだと嬉しそうに話されていた。 

私どものプロバス会員だった西村政晃さん(故人)が生前

ある研修・親睦委員会の会合で、韓国の知人を頼っての韓

国研修旅行を提案されていたことがあった。PGがもっと普

及すれば、各国との交流がさらに容易になることでしょう。 

定例会で発表時の皆様からの質問、ご指摘で気付いたこ

とですが、英国で生まれ英語圏中心に発展したプロバスク

ラブの持つ社交的側面（クラブ、会員間の交流）、その観

点でも世界のメンバー間をつなぐ PG のような交流組織

(SNS)の持つ意義は大きいと思う。PG への日本からの加入

者増などPGの普及、発展を願っています。 

◇◇◇ 世界のプロバス ◇◇◇ 

  ◇◇◇ 
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高村弘毅著「タクラマカン沙漠縁辺の環境と人」を

俳句する その２         増山敏夫会員 

 

孫悟空が山火事と錯覚した西遊記の舞台、火焔山。礫漠

のなかに 100ｋｍに及ぶ突起。灼熱の地表、過去の最高気

温は47度超。勿論途中にオアシスもない。 

オアシス遥か逃げ水また逃げ水 

花婿の家への移動は村人総出で見送られる。トラックに

同乗するのは花婿の友人達。嫁盗みの伝統の名残り。 

嫁盗りはトラック秋のシルクロード…今 

爽籟や驢馬車に揺られ嫁盗み…昔 

羊肉の燻製作り秋の庭 

丸焼きの子羊座る秋の宴 

路傍の羊肉売り。量り売りで繁盛。乾燥地帯故か、群が

る蠅も気にしない。羊肉は頭を落として逆さ吊り。 

吊るし切りみな肋骨秋の空 

肋骨なお離れざる蠅の群 

 

バザール 

生薬はバザールの外れ風は秋 

秋の香と色広げたる香辛料 

日除け傘パステルカラーの干し葡萄 

冬用意白き脂肪の牛頭 

 

ウィーグル自治区の特産は

葡萄。特にトルファン盆地は

「葡萄の郷」と呼ばれ有名。

天山氷河の融氷水による灌漑

で大量に栽培され、色も形も

豊富。多孔壁の内側で自然乾

燥させたのが干し葡萄。一方、

灌漑による地下水位の低下も

避け難い。 

 

葡萄干す赤白黄色翡翠色 

芳醇な葡萄の香り多孔壁 

沙漠遥か大山脈に氷河発つ 

森の死や氷河の水の葡萄園 

森跡や沙漠に枯木突き出たる 

 

小麦粉を原

料にした主食

のナンの路上

販売。合わせ

る香辛料やソ

ースも種類が

多い。 

 

ナン売りの並ぶ露店や胡麻香る 

皿のごとナン積みあげて秋路上 

 

羊皮筏(ヤ

ンピーファ)

は羊の毛皮で

作った筏。水

上運搬、渡河

に利用する庶

民の道具。 

 

  ヤンピーファ死して羊の日向ぼこ 

 

大型砂丘の

麓に発生する

大型の沙子泉。

動物の貴重な

水だが時には

溺れることも。

ヤクの白骨が

散らばる。 

私はヤクが末期の水を飲みに来たと想像した。膝を折り

水に口を付け逝ったと…ひとつのフィクションである。 

冬の水白骨の獣動かざる      (以下次号) 

◇◇◇  寄   稿 （1）  ◇◇◇ 

  ◇◇◇ 

 



◇◇◇ ハッピーバースデイ  ◇◇◇ 
 

 

６ 

◇◇◇  寄   稿 (2）  ◇◇◇ 

◇◇◇    編集後記    ◇◇◇ 

1. 9月誕生日を迎えられました！ 

 

 

 

 

 

 

 

   増山敏夫会員          酒井善夫会員 

  角田光代｢源氏物語｣全3巻    生きて、生きて、生き抜く 

読破が今の目標          自分を諦めない、そう決めた 

 

 

 

 

 

  登坂征一郎会員      秋山正仁会員 

人生百年とぞ、いつまで続く   人生は夢中、熱中いや 

や後楽の日を積み重ねん     集中だ! 秋山84歳 

2．10月誕生日を迎えられました！ 

 

 

 

 

           藤嵜喬子会員 

           重ねた分だけ成長せねば……！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15回3プロバスクラブ合同コンペ報告 

                  小島明会員 

 10月14日金曜日コロナ禍のなか、順延されていた合同

ゴルフコンペが3年ぶりにGMG八王子カントリーで開催さ

れました。当クラブからは、私と飯作さん、廣瀬さんが参

加しました。 

 小雨模様のなか、西コースよりスタートし、状態が良く

ないので皆さん苦労しながらのプレーでしたが、午後から

は雨もやみ傘もあまり使わずにすみました。 

 優勝は日野クラブの黒沢さんが、ベスグロと共に獲得し

ました。当クラブは私が6位、廣瀬さんが7位、飯作さん

が9位でした。次回は日野クラブさんが幹事で春頃に開催

されるとのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15回 の 3プロバスクラブ合同ゴルフコンペの参加者の皆さん 

 また変異株が現れたという。人類へのウイルスの挑戦は

止みそうにありません。人権を無視する独裁の強権国家ば

かりが増える。根底にあるのは、格差と経済運営の失敗で

しょうか。難しい世界です。ウイルスも国家間の抗争も共

存の道しかないのでしょう。 

 そんな中、我がプロバスニュースは｢雨にも負けず、風

にも負けず｣で休むことなく愚直に頑張っています。 

〇秋山地域奉仕委員長の｢ごあいさつ｣。人間味溢れる氏の

人生を振り返っての記、素晴らしい一文です。 

〇委員会報告。きちんと紙面が埋まりました。ご一読を。 

〇9 月の卓話。片倉氏の｢私のカレッジ・東ソーボウル｣｡

イベント企画のプロのめったに聞けない実話。企画が成功

するための詰め、成功の美酒、聴き応えがありました。 

〇10月卓話。伊藤氏の｢プロバスグローバルの紹介｣。デー

タから見える世界のプロバスクラブです。その歴史的背景

も見えて面白い。 

〇寄稿・増山の高村弘毅著｢タクラマカン沙漠縁辺の環境

と人｣を俳句する・その２。写真と俳句の紹介。 

〇ハッピーバースデイ、９・10月は5人。紙面を賑やかに

飾りました。いつもこれ位多いと良いですね。 

〇寄稿・小島氏の３プロバスクラブの久々のゴルフ交流競

技会の紹介記。 

             （広報委員 増山敏夫会員記） 

 

作詞  池田  寛 

作曲  中村 昭夫 

 

聖の桜仰ぎつつ  多摩の流れに身を清めて 

緑の杜に囲まれた  我が故郷の行く末と 

社会奉仕に力をそそぐ 

集う我等プロバスクラブ 

プロバス  プロバス  多摩プロバスクラブ 

 

霊峰富士を仰ぎつつ  心の業を磨き合い 

豊かな知識身につけて  次の世代の若人の 

教え導く糧となる 

集う我等プロバスクラブ 

プロバス  プロバス  多摩プロバスクラブ 

 

 

 

 

 

 

 

◇◇◇ 東京多摩プロバスソング ◇◇◇ 

 


