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 Ｂ 第198回　10月例会 　　　　　　　 32名参加   

２018年10月12日（金）
　12：00～14：00
場所 　YSB南幸ビル  

出席者
32名

 青木、大久保、岡部、荻原、小野寺、加藤道子、加藤豊、金子惇子、金子利成、神谷、小磯、関口、關、ダニエルＴ山田、丹野、束野、富永、中村、樋口
、松下、松田、松原、松本、宮川、持田、森山、平山、
　平野、小野（ゲスト）、中西（ゲスト）、大場（ゲスト）、古巻（ゲスト）、寺沢（ゲスト講師）、

 会　長　挨　拶　　　　　　　　　　　　　　岡部　会長
寒暖差の激しい日々が続いておりますので皆様健康にはご留意下さい。さて、当プロバスでも
上海訪問をしましたが、本年は横浜上海友好都市提携45周年になります。
　11月に向け記念イベントが色々ありますので、皆さんもご覧下さい。本日は、特別放談の講
師寺沢氏ほか、山手ＲＣから小野さん中西さんに来て頂いております。ありがとうございます

ゲスト挨拶　　　　横浜山手ロ－タリ－クラブ

元会長　中西剛様　　　久しぶりにお邪魔しました。 本日は
ロータリーの本を2冊持参しましたのでご覧下さい（「夢見る
チョコレート」「凡太の奉仕経営物語」）。
 会員増強委員長　小野彰様　　　会員1名増で何とか耐え
ております。12月のクリスマス会には皆さんお出で下さい。
また、4月には山手ＲＣで沖縄へ行く予定です。

   

元会長　中西剛様
会員増強委員長
　小野彰様会員

特別放談講師　寺沢秀明氏 　

 今回は、森山会員と友人の古巻氏の仲介で寺沢氏の講演が実現しました　　。森山会員は、講師が
聖教新聞芸能記者であった当時からの知り合いではなく、寺沢氏の著書『「寅さん」こと渥美清の死生
観』に出会い、是非当倶楽部でお話しを聞きたいと思ったとのことです。　
　渥美清；平成8年8月4日肺癌（肝臓癌転移）で死去、享年68歳　寅さんにかわいがられた寺沢氏に寅
さんの生き方を紹介して頂きました。    

 講演の項目.
　　　　・「浅草芸能大賞」授賞式で『にわか付き人』に！その後、寅さんの晩年8年を超え
　　　　　て公私を共にした。
　　　　・「何でも書いていい」と言われ、亡くなって19年後（2015）にこの本を書いた。
　　　　・渥美清の素顔；スクリーンとは異なり、優秀で小難しい人。ずいぶん注意された。
　　　　・山田監督との緊迫の連続の中で、48作が作られた。
　　　　・反権威、反権力の人、戦争中の学徒動員体験が原点。
　　　　・癌との闘病、死んだらどうなる、生まれ変わるのか、死を見続けた。
　　　　・最後の電話　そして8/4死去　19年後に渥美清の素顔を書いた。 

 

 

寺沢秀明氏を囲んで懇親会に参加した会員

例会終了を後寺沢氏が
執筆した

「寅さん」こと
渥美清の死生観

の本を購入した会員に直
筆のサインをしていただ
きました  

 
　宮川清彦氏

例会で義理で購入した本でしたが、読んでみたら意外に面白かったです。
渥美清がこんなにたくさんの  面を持っていたとはしりませんでした。また著者の飾らない人柄が好感が持て

、あっという間に読み終えてしまいました。
買われた方は是非お読みになることをお薦めします。 寅さんシリーズはダテに続いていたのではなかったの
ですね。　　ところどころしかみたことはないのですが、特に最後の方の作品は見てみたいと思いだしました。

　　懇親会報告；例会終了後同会場で寺沢秀明氏を囲んで開催。24名参加。



 

 第199回　11月例会 　　　　　　　 29名参加  

 ２018年11月09日（金）
　12：00～14：00
場所 　YSB南幸ビル

出席者２９名　　　大久保、岡部、荻原、小野寺、加藤道子、加藤豊、金子惇子、金子利成、 神谷、小磯、関口
　　　　　　　　　、關、ダニエルＴ山田、丹野、束野、富永、中村、樋口、松下、 松原、松本、持田、森山、平野、
　　　　　　　　　水田、乙幡、岩城、内山、一色

  　 　 　 　

 開　　会 　　　  （司会） 神谷　幹事

 

神谷　幹事

会長挨拶  

岡部　会長

  　岡部　会長
今年は年初から天災、大雨など多発しましたが、皆様本日も元気にお集まりい
ただきありがと うございます。本日は、公正な選挙の話をします。1票の格差裁
判で「無効ではないが違法」 の判決はありますが、実は昭和17年に、当時の翼
賛選挙について「無効、やり直し」判決を 決死の覚悟で行った有名な吉田裁判
があります。吉田裁判長は、4日後に退職させられ、その 後中大の民法の教員
になりましたが、この方が岡部の恩師であります。今は亡き恩師に「プロ バスで
の活動を報告したい」と思っています。

 誕生月　　　　　会員紹介  （進行） 加藤（道）会員委員長

           9/9一色会員、　10/1水田会員、　10/18内山会員、　11/2富永会員、　11/3森山会員、松原会員
　　　　11/26神谷会員　、11/19加藤道子会員

 例会委員長 +

大久保
 会員放談は一巡したのでスタートに戻ります　　（理事会事項補足）。　
クリスマス例会は、ブルゾン着用 、千円以上のプレゼント持参、会費3千円１Ｈ　延長

 会員委員会
加藤（道）

 女性の入会は難しいところがありますが、若い会員を入れたいと 思っています。

 情報委員会
　関口　

 連絡徹底のアンケート結果；ライン登録15人、ＰＣ10人、その他 ４～５人連絡方法不明ですが、
ラインの活用をお願いします  

 松下事務局に感謝 　　 今回の三重全国大会参加及び　
熊野道　伊勢神宮特別参拝（加藤豊会員の取り計らい）

の2泊3日の計画　20か月前からの旅費積み立てから、全
計画作成 （旅行会社の手配　バスの席割　ホテル部屋割
りから　往復の車内の飲食の手配eｔｃまで）　本当に頭が
下がります　　旅行中はマナーを守り　事務局　加藤豊氏
に迷惑かけないように、楽しい総会参加　観光　参拝をし

ましょう　　　　　　　情報委員より

 

我が会員　小野寺あい子氏のエッ
セイが神奈川新聞に載りました 

　　　 会　員　放　　談   

　　　  一色宏会員　のプロフィール　
　昭和１２年９月９日、愛媛県松山市に生まれる。洋画・日本画を学びながら、
デザインの制作に携わり、哲学・美学を探求している。現在、創美庵を主宰。
デザインオフィス未来創庵・庵主としてデザイン制作に専念。デザインの制作
活動は多岐にわたり、シンボルマーク（Ｃ．Ｉ）をはじめ、多方面のデザインを手
がけている。朝日広告賞、毎日デザイン賞。ＮＰＯ法人ＹＤＭ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ理
事長／ＮＰＯ知恵の輪理事長／ＮＰＯ.. .  

 

　

 今回は、「美と人生」という「恐ろしい限りのテーマ
」（一色会 員）で、古今東西の哲学者・文学者の美
に関する名言の数々を引 用して、大いに語ってい
ただきました。最後に、美を巡る一色会 員の詩も

ご披露頂きました。  

  ・美とは何か、美になぜ感動するのか、・美は善
に関係している。・美を尊重すること、日本人が世
界で一番（河出氏）・ミス日本の審査委員を長年し
たが、70歳以上の女性コンクールで、92歳の女性
に特別賞を出したことがある。・「多くの人を苦しめ
た富は美しくない」ソルジェニツィン・美の国日本は
、心を大切にしてきた。・「美の力」というものがあ

る。美しいものを（自己に）取り入れて、皆さん、美
しい人生を送って下さい。 　 



 　　第200回　12月クリスマス例会　　 32名参加

 日時　：　2018年12月14日（金
）
　１2:00ー15:00

場所 YBS南幸ビル9階

出席者　
大久保、岡部、荻原、小野寺、加藤道子、加藤豊、金子惇子、金子利成、神谷、小磯、関口、關、ダニ
エルＴ山田、丹野、束野、富永、中村、樋口、松下、宮川松原、持田、森山、平野　　、乙幡、岩城、
内山、小西、保谷、青木、倉嶋康、倉嶋伸 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３２名

　 ...  　 　 　

 2　会　長　挨　拶 　　　　　　　　　　　岡部　会長
今年最後の例会です。仲良く楽しい会にしましょう。　
（ゲスト紹介）山手RCから平賀泉幹事さんにご出席いただいております。先日、当会から束野副会長、岩城元会長、私
の3人で山手RCのクリスマス会に参加しました。　　　　　　大変な盛会で感謝いたします。
　（報告）　全国大会で加藤豊会員の紹介により、伊勢神宮公式参拝が実現しました。　　　　記念品を神宮から頂戴し
ましたので、会で保管していきます。

 ゲスト挨拶　　
　　  

 横浜山手ロ－タリ－クラブ　　　　　　幹事平賀泉　様

12日水曜日の当会の年末クリスマス会に、岡部会長さん始め皆さんにご参加　いただ
きお礼申し上げます。

　　誕生月会員紹介　　（進行）加藤（道）会員委員長
　　　　　　　　10月小西会員、12/8加藤豊会員、12/16岡部会員、12/21荻原会員    

   会務報告（進行）大久保　例会委員長 

 

  （2）　各委員会報告（各委員長）　  

 例会委員会
 1月は賀詞交歓会会費3千円です。会員の新年1分間スピーチをお願いします。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大久保　例会委員長

 会員委員会　  　　　　なし　　　　　　　　　　　　　　　加藤（道）会員委員長　

 情報委員会
 本日、全日本三重大会参加（23人+多摩5人）の報告をホームページに登載しましたのでご覧下さい。岡部会長
の作品展報告を小野寺会員にお願いします。また　ホームページ用の原稿を募集していますのでよろしくお願い
します。　　　　　　　関口　情報委員長 　　　　　　　　　　

事務局報告　　　　　　　　松下　事務局長  

 ①　須藤会員に12月1日、会を代表して1万円の見舞金を渡しました。左目が二重に見える。　　　左足に金
属ボルトを入れており、歩行には杖が必要。　来年4月に米国医師の手術を受　　　ける予定。
　　本人は当会の委員を早く担当したいとの意思を持っています。
②　三重大会に多摩PCから5人参加しましたが、2泊3日の間、予期せぬ大歓迎をうけ　　　2年後の五所川原
大会にも同行したいとのお礼状が来ました。
③　水田会員から電話あり。　　　出かけたが、途中で具合悪くなり帰宅する、新年会には出るとの伝言があ
りました。　　

 

　クリスマスパーテイ―進行　大久保例会委員長  

開　会　挨　拶　　　　　　乙幡会員　　　乾杯　　松田会員
　歓談、会食YBSのお心遣いで、会員満足の料理が提供されました。
　大抽選会（プレゼント交換）平山会員から、女性会員へ特別プレゼントあり。　
　松田会員からの高級食器については、全員のジャンケンで　小野寺会員が獲得　しました   　

　   　 　 　

　　　



第201回　2019年1月例会　賀詞交歓会 　　

場所 YBS南幸ビル9階
日時　：　2019年1月11日（金）　１

2:00?15:00

　　"出席者　大久保、岡部、荻原、小野寺、加藤道子、加藤豊、金子惇子、金子利成、神谷、小磯、関口、關、ダニエルＴ山
田、丹野、束野、富永、中村、樋口、松下、松本、宮川松原、持田、森山、平野、岩城、内山、保谷、青木、倉嶋康、倉嶋伸、
水田、田村、ゲスト中込（山手RC） 　　
　　　　　 以上３4名

.　会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡部　会長  議事記録協力　　荻原信吾　 

会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡部　会長

  おめでとうございます 。
今年初の例会です。昨年は台風や地震など災害多発の年でしたが、今年は穏やかな年であ
るよう願っております。私共も仲良く穏やかに過ごしたいと思っております。本日は、山手RCの

中込清美会長にご出席して頂いておりますのでご紹介いたします。  

ゲスト挨拶　　　　　　横浜山手ロ－タリ－クラブ会長　　　　　　中込清美　様

 

 おめでとうございます。
山手RC会長の中込です。暮れの行事にご参加いただきありがとうございます。今年も当クラブメンバーがこ
ちらに出来るだけ参加いたしますのでよろしくお願いいたします。皆様の安寧をお祈りいたしましてご挨拶と
させていただきます。

 誕生月会員紹介　　（進行）加藤（道）会員委員長 　
　　倉嶋伸会員（1/4) 　丹野会員（1/6）　倉嶋康会員(1/7)　松田会員（1/11）　青木会員（1/24）　小磯会員(1/25）　松下会員(1/26)

 会務報告（進行）大久保　例会委員長

 昨年は全国大会があって、また皆さんの助力で伊勢神宮参拝も実現し、体調も良くなった気がします。・今年は日帰り例会を春に実
施予定で、2月か3月例会でお知らせします。　　　案があれば出して下さい。  

   　　理事会協議及び決定事項報告 　　　　岡部　会長　

2019年1月11日　賀詞交歓会進行 　

 開会乾杯音頭中村理事
本日は、１．１１で年に4回しかない１が並ぶお目出度い日です。　　　又昨日は福沢諭吉先生の誕生日で、
お祝い会に参加しました。　　　プロバスに参加していい人間になりたいと思っています。　
　　　　　　　　本年もよろしくお願いいたします。

 

 　　　　　新春1分間スピーチ  　　席順でスピーチ 　　　　　各人のスピーチの動画があります　希望者は関口まで　  

 岡部会長；
世界で発展する国の変遷を見ると、古くは
メソポタミア、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、
その後ヨーロッパの時代となり、ポルトガ
ル、スペイン、フランス、イギリス、そしてア
メリカ。次はどこの国がなるのでしょうか？
  

 保谷会員；
今年は他力本願で行きます。1月2日に加藤
豊さんが夢に出た。年末のカラスの引き合わ
せかと思う。多分無くなった物が返ってくる豊
かな気持ちになる夢だった。今年古希になる
ので、心ゆったりして安定した、カッとしない
穏やかな365日いいことがある1年にしたい、

 松原会員；
中村会長から頂いた年賀状にもありました
が、災いの1年が改まり、災い転じて福とな
す、今年が平和で安穏な年でありますよう
願っております。

 關　会員；
天皇の歌は「御製」と言いますが、明治天皇
の御製「朝日の舞」をご披露します。「さしの
ぼる　朝日のごとく　さわやかに　もたまほし
きは　こころなり　神にむかいて　はじざるは
　人のこころの　まことなりけり」

 小磯会員；
来年も皆様にお会いできるようこの1年過
ごしていきたいと思っています。

 内山会員
；レデイ―ガガをテレビで見ましたが、①諦め
ないこと②忘れないことが大切。私もこの1年
頑張っていきたいと思います。

 中村会員；
年賀状を2千通も出すので、元日に届く年
賀状も千通になる。そこで郵便局に取りに
行っている。最近は、欠礼状が150通も来
るが、縁遠い人でも欠礼状を出してくる。
年賀状を出してしまい失礼も多くなってい
る。お互いに会うこと（年賀挨拶すること）
が大事で、（年賀）失礼で年を越すことは
どうかと思う。

 
 大久保会員；
亥年を振り返ります。2006年：ライブドア事件
、1994年：松本サリン事件、1982年（S57)：日
航機御巣鷹山墜落、1970年（S４５）；よど号
事件、大阪万博、　　毎年元日は江の島神社
に参拝をしており、今年は公式参拝1番でし
た。昨年の伊勢神宮公式参拝のお陰か腎臓
がんが（早期に）発見され、これから腹腔鏡
オペをします。

 小野寺会員；
猪年の年女です。猪突猛進で何はさて置
きプロバスに参加します。（山形庄内のお
餅、全員に贈呈）

 水田会員；
健康問題はありますが、暮れから英語のスピ
ードラーニングをしている。ペーパーブッ 1頁
1分目標で1分半かかっているが、難しい単
語は飛ばしてもよく理解できる。速読法は返
って理解度が高まるのでやってみてはどうで
しょうか

   



 関口会員；
今年も抱負は孫への年賀状と同じ；　　　
①案ずるより産むが易し　　　②鶏頭牛尾
　　　③先憂後楽で行きます。

 加藤道子会員；
お正月は家族16人集まって、駅伝を見なが
ら楽しく過ごしました。嫁同士仲良くして娘は
陰に回って、和やかに過ごしました。

 富永会員；
皆さん伊勢神宮のご利益があった人もあ
るようですが、私は左膝の痛みが増し、ゴ
ルフでまた痛みが増し治らない。そこで正
月から毎日歩くことにして９５％良くなりま
した。今年はこれで行きたいと思います。

 樋口会員；
伊勢神宮参拝にお礼します。日本人を再認
識しました。4月の旅行会成功のヒント（秘訣
）は、①でこぼこ道、階段は避ける。②食事
はグレード、美味しいこと。4月の会をよろしく
お願いします。

 ダニエル・山田　会員；
87歳一人暮らしですが、バスの席を譲られ
たことなし、元気を出して歳を気にしないこ
とが大切、若々しく、情熱を持っていくこと
が大切だと思っています。

  丹野会員；
今月喜寿で、お正月は家族10人（大学生の
孫4人含めて）で新年会と喜寿のお祝いをし
てもらいました。

 宮川会員；
今朝Uチューブで見た野村監督と古田選
手の対談紹介；やはり野球はキャッチャー
が大事、古田が監督をやるべき、自分もま
だやる。人生は金より人を残せ、パソコン
勉強会も人を育て残すことです。

  森山会員；
全日本PCはロータリークラブのお力で成り立
っている。中込会長に改めてお礼申し上げま
す。当倶楽部も設立時に50万円の寄付を頂
いた。他のクラブにはないことで、大変恵ま
れている。本日参加のチャーターメンバーも
岩城さんのみになりました

 松本会員；
パッとしない正月でした。ニューグランド行
きは、義母が具合悪くキャンセルし、キャノ
ン勤務の娘は1月から2年間外国勤務にな
った。麻雀も負けた。暮れからボケ防止に
水彩画を始めたので頑張りたい。

 
金子惇子会員;
人生を豊かにするのは、音楽とオシャレです
。水色のワルツを創った高木東六先生のザ
シワクチャーズの抱負でした。レッスンでもオ
シャレがルールでした。新年も音楽とオシャ
レで行きます。

  持田会員
；若手の70歳です。初詣は鎌倉までウォー
キングしました。本日初歌いでカラオケに
行きます。

 平野会員
；福島PCの副会長をしていますので、昨年の
全国大会、伊勢神宮参拝は福島を代表して
参加しました。福島PCのホームページも是
非見て下さい。

 金子利成会員；
年末は酒を抜き、元日から4日間で2升飲
みました。今年の箱根駅伝は面白かった
が、本命の青学が負けて原監督がマスコ
ミに出すぎとか批判された。世の中出る杭
は打たれるということでしょうか

 

  荻原会員　
；今年も箱根駅伝に励まされ、年末年始毎日
走りました。70歳過ぎましたが、今年も5月の
山中湖一周レース完走を目指しますので応
援よろしくお願いします。

   倉嶋康会員；
妻と二人でボタンやエンブレムを残し古い
ものを捨てました。86歳になりましたが、こ
れからどうなるか？捨てられないボタンに
なりたいと思います。倉嶋伸；こちらに来て
から初めて1日3回の食事を作っています。
毎日大変なので週2回外に出ています。今
年もよろしく。

 
  加藤豊；会員
今年を占うと、将来の成長に向けた準備の
年、1年間、時代の波を超え更なる「考動」の
年、常識に惑わされず、皆さんと共にやって
いきましょう。

 

 挨拶(倉嶋伸）お祝いありがとうございます
。誕生祝はしてもらったことがありません。
いつもお正月の後で割を食ってきました。
7日の主人（康氏）と合同のお祝いになっ
ていました。  

  （松下）昨年1月に弟が72歳で先に逝きまし
た。年賀状頂いた方には失礼しました。75歳
になりました。結婚50周年になりますが、よく
持ったと思います。正月は年末から横浜を脱
出しましたが、風邪をひきました。（事務局と
して）キツイことを言いますが、お許しくださ

   田村会員；
越中の地酒の話。この酒蔵は日米修好条
約当時開業で明治から150年になる、大変
驚いた。今年もよろしく。

 束野会員；
今年の正月も特に変わったことなく、子ども、
孫とお祝いしました。倉嶋さんと同様に食器
棚の整理をして半分NPOに寄付しました。こ
れからも整理を楽しくしていきたい。

 岩城会員；
お正月は飲み過ぎました。お金はあの世
に持っていけないので、徳の貯金をしたい
と思います。今年も徳を積み上げていきた
いと思っています。

   神谷会員）；
幹事早くも半年になりました。昨年予告の株
式年末2万円割りは当たりました。今年は我
慢の年。今年はそのままじっとしていて下さ
い。（高輪ゲートウェー追加の山手線都都逸
を披露）

 

   （青木）85歳です。Hello,everyone! 天皇陛下と同じ日に結婚式をしまして、4月に60回目の記念日になります。
60年かかったので大変なことです。若い頃横浜中央ライオンズに入会し、年配者ばかりで例会で結婚50周年の
人がいて、とんでもないと思っていましたが、その人を超えました。70歳から80歳は速い、元気にこれからも会え
るか、元気の秘訣は、まず人と会う事、そして美味しいものを食べること、もう一つ、笑いのある人生。皆さん、横
濱PCは日本一のクラブです。末永くお付き合いしましょう。

 



  

全日本プロバス総会三重大会参加並びに
那智山、伊勢神宮参拝 　　

2018年11月28日（水）
から

　2018年11月30日（金）

　　　　出席者：荻原、岡部、加藤（豊）、樋口、小野寺、加藤（道）、持田、冨永、宮川、小磯、大久保、
　　　　　　　　岩城、關、中村、森山、松下、関口、ダニエルT山田、束野、平野、松原、21名　　中村、森山
　　　　　　　　多摩プロバスクラブ　　澤会長、滝川夫妻　秋山　伊藤　　5名　　　　　 以上28名

11月28日から3日間、全日本PC三重大会参加並びに那智山、伊勢神宮参拝の旅行会を実施しましたので報告
します。　　　　 参加者は、岡部会長以下23名 　　　（多摩PCから澤会長ほか4名も合同参加）で全行程バス
利用、28日は大会会場の「四日市都ホテル」泊、29日は南紀勝浦の「ホテル浦島」泊の旅でした。

 

     桜木町駅を7時丁度に（予定通り）出発　まず　シュウマイ弁当の朝食が出て腹ごしらい 

 

 
   

多摩プロバスクラブから 5名我がプロバスに帯同参加しました　　左から滝川ご夫妻　澤会長　秋山氏　伊東氏  

       

１ 　全日本総会（全国32クラブから約200名参加）
司会進行・森山功幹事長、議長・中村實会長により、前年度事業報告・決算報告、今年度事業計画（案）・
予算（案）、役員改選、会則改定の4議案が提案・説明され、全議案承認されました。
　　　新役員は、会長・古賀靖子氏（北九州）、副会長・山内和夫氏（旭川）他2名、幹事長・松本忠氏（北

九州）など8名（詳細は総会資料参照）となり、横濱PCの中村会長、森山幹事長、小磯副幹事長（会計
）、青木理事は退任となりました。また、当会から新たに岩城孝子元会長が理事に選出されました。

　　11月28日13時～14時　　四日市都ホテル　3階・鈴鹿の間

         

       

２ 　三重大会概要
　　同　　日　14時～18時　（実行委員会は四日市南PC以下県下5クラブ）
　　来　　賓　森　智広　四日市市　市長ほか各市長、松村　四日市南RC会長
　　記念講演　　　「本居宣長と松坂」　本居宣長記念館　　吉田悦之館長　　　　

参加倶楽部の紹介後、壱岐PC・竹田頼正会長から、同会の活動報告が
プロモーションビデオにより行われました。

     

  新規加入の福島プロバス倶楽部が紹介されました  

   



   

【懇親会】4階・伊勢の間
来賓挨拶　鈴木英敬　三重県知事
歓迎イベント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

開催５都市PC等による琴、尺八演奏や相撲甚句、伊勢木遣り、つんつく踊り、混成合唱が披露され、
最後に全員で踊り、大変盛り上がりました。  

 四日市南プロバスクラブ 鈴鹿西プロバスクラブ   相撲甚句　松坂鈴プロバス 三重　九華プロバスクラブ
伊勢　木遣り  伊勢はまゆうプ

ロバスクラブ   

中村会員　森山会員　立川八王子会員　長年の功労で表彰されました     三重県知事の挨拶  

    

三重県知事と記念写真 次回青森の五所川原プロバス

３　世界遺産・那智山詣で（11月29日）　南紀新宮へ移動
　　昼食を挟んで、（1）熊野速玉大社、（2）那智の滝（３）熊野古道・大門坂（4）熊野那智大社・那智山青
　　　岸渡寺の見学,参拝を行いました。
　　　速玉大社並びに那智の滝と大門坂については、全員参加しましたが

   

 

467段の階段を登る那智大社と青岸渡寺へは有志6人参加で、その他の会員は麓のお茶屋で休憩となりました。
　　　那智の滝からは、語り部ガイドが同行し 軽妙な解説（駄洒落含む）もあって、階段昇りも楽しい思い出
　　　となっています。    

 

４　南紀勝浦　ホテル浦島にて　会席料理宴会（同日夜）
　　　渡し舟で行く「ホテル浦島」の洞窟温泉に入り、旅の疲れを癒した後は　いよいよ平野名司会によるカラ
　　　オケ大宴会となりました。 　2次会には、多摩PCの会員も多数参加して懇親を深めました。

     

         



    

       

　第3日　（11月30日）　伊勢神宮特別参拝　　南紀勝浦から伊勢へ移動
　　加藤豊前幹事の知己、廣瀬　壽氏（伊勢神宮総代）の紹介により、伊勢神宮の特別参拝が実現しました。
　　正殿に宮司先導のもと案内頂き参拝（撮 影禁止）、その後神楽殿にて正式なお神楽（撮影禁止）を拝見　
　　しましたが、参道経路が長いこと等により、参拝を断念した会員もありました。

参拝後は、ゆっくりとお土産ショッピングや自由散策をして、鳥羽、伊勢湾フェリー、伊良湖、豊川IC経
　　　由で横浜へ帰還しました。     

   

       

加藤豊前幹事の知己、廣瀬　壽氏（伊勢神宮総代）の紹介により、伊勢神宮の特別参拝が実現しました。　　
　正殿に宮司先導のもと案内頂き参拝　その後神楽殿にて正式なお神楽を拝見しました    

   

  2018/11/28　　 倉嶋氏より許可を得てFacebookから転載しています
私が所属している横濱プロバスは今日から3日間、三重県鳥羽で全国大会があるので、朝早くからそろ
ってバスで出掛けました。費用は2年がかりで積み立てたそうで、まだ1年生の私と妻は積立金がない
のでお留守番です。でも親切な幹事さんが行きのバスの中の様子、会議、美しい景色、おいしい食事な
どを写真入りで次々にLINEを使って送って下さるので、臨場感があって楽しめます。そこで次のように
返信しました。
『新聞社では昔、春秋の2回、社員全員が休んで各部ごとに親睦旅行をしました。(もちろん大事故、大
事件に備えての保安要員は残しましたが)。各社ともこれを「全舷」と呼びました。戦前からのならわしで
、これは海軍用語です。寄港地で乗組員の半分ずつが上陸するのを「半舷上陸」、母港に帰って全員
が上陸するのを「全舷上陸」と言ったのに倣ったそうです。今回の旅行はいわば横濱プロバスの半舷旅
行ですね。私は保安要員の１人として留守を守りますから、存分にお楽しみください。』(チクショーッ

 

残念な報告
・最長老の乙幡会員から体力低下理由の退会申し出がありました。「94歳になって
足腰が弱り参加が難しいので退会したい」との手紙が事務局にありましたのでご報
告します。

　　　　 チャーターメンバーとして　横濱プロバス倶楽部を支えて下さいました
　　　　　　　　長い間ご苦労様でした　　またありがとうございました  

編集後記  

　第27号発刊に際して　　この通信は普段ホームページを見られていない方々にも関心を
持ってもらうために　発行されているようなもので　写真は動画より取っているためピントは
甘く　動画を一通り見て　そこから　いいと思ったら写真を引き抜いています　　また、文章
が苦手な　情報委員の為　殆どが　前会長の荻原氏にお願いしております　ご苦労をおか
けしております　兎に角　楽しい　プロバスの出来事をできるだけ参加して写真を撮り記録
に残したいと思って居りますが　中々全部に参加できません　　　情報委員がイベントに参
加できなかったときは　ぜひ　写真と記事をお願いします 
　　　　寒さも日増しに強くなってきております　　　　皆様お身体　ご自愛ください
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 情報委員長　　関口尚親

文書担当　荻原前
会長

28日（水）朝７時桜木町発、 30日（金）22時横浜駅西口着のかなり　ハードなスケジュールでし員たが　
　　　　無事帰着できました。松下事務局初め、関係者の皆さんに参加者一同深く感謝いたします。     


