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長 村野 繁 Ｅ Ｍ Ｃ 村野絢子

副 会 長 中田清子 Ｂ

Ｆ

Ｎｏ．56９

繁（東京目黒）楽しい、面白い例会を追求
しよう。そして実践
東新部部長
佐藤茂美（東京）
楽しく、そして、あたたかく
東日本区理事
渡辺喜代美（十勝） いざ立て
アジア地域会長 岡野泰和 （大阪土佐堀） 未来を始めよう。今すぐに
国際会長
Ｐoul Ｖ Ｔhomsen（デンマーク） 全ての世界に出て行こう
クラブ会長

山口愛二

書

記 福島 正 ブリテン 福島 正（編集）

会

計 根本幸子 ブリテン 村野 繁（印刷）

担当主事 江尻明子 ブリテン 村野 繁（発送）

１月の強調テーマ

村野

今
暗闇と死の影に座している者たちを照
月 らし、我らの歩みを平和に導く。
の
ルカによる福音書１章 79 節 村野絢子／選
聖
句

ＩＢＣ国際兄弟クラブ
ＤＢＣ国内兄弟クラブ

卓話者
1月
日時
会場

本例会

1 月 8 日（水）13 時 30 分〜15 時 30 分
東京ＹＭＣＡ 南センター 2 階会議室
会費 300 円 ビジター・ゲスト 歓迎

1/6（月）福島書記 03-3371-2122 までにご連絡ください

司会
開会点鐘
ワイズソング

会長

村野絢子
村野
一

繁
同

聖書・ひと言
お祈り

司 会 者
〃

ゲスト・ビジター紹介
ティー・タイム

村野会長

ＹＭＣＡ報告
卓
話「 高齢社会を楽しもう

江尻主事
」
山口直樹さん

おめでとう（誕生日・結婚記念日）
みんなで唄おう「 讃美歌 420 」
閉会点鐘

ＦＡＸ03-3420-5363

会長

一

同

村野

繁

山口直樹さん

昨年 5 月、東京武
蔵野多摩クラブ創立
30 周年記念例会を
会長として手作りで
温かい記念会を見事
に取り仕切られ、今
年度は直前会長とし
てご活躍です。東京
ＹＭＣＡが経営する
医療福祉専門学校の
学校長として、介護
福祉士と作業療法士
を育てる教育に関り、
就職率 100%の実績
を築かれました。
1960〜70 年代、
目黒ブランチが東急東横線の都立大学駅近くにあった頃、メ
ンバーからリーダーとなり、本行輝雄主任主事や錚々たる兼
松豊（バクダン）リーダーたちと大活躍された。おおらかな
性格で何時も、誰に対しても笑顔で、決して強制することな
くグループを纏めるリ−ダーシップと、温かい人柄は天性の
ものと衆目の一致する方です。

12月例会記録
在籍会員数
(内・功労会員数)

7名

メン

6名

使用済み切手

(2 名)

メネット

1名

0名

ビジター

1名

出 席 率

100%

ゲスト

0名

プルトップ

ＹＹ指数

160%

本例会出席者数

8名

累計

メーキャップ

累計

１..2Ｋg
1。2kg

12.3Ｋg
38.1kg

（姫路クラブ）

（目黒クラブ）

お誕生日おめでとう

20 山本聡子さん
24 菅原好紀さん

1 根本幸子さん
2 江尻明子さん
8 福島 正さん
結婚記念日おめでとう

ありません

ありません

これからの

行

事

予

定

1月
8日

12 月 11 日

東京目黒クラブ本例会

集合写真

第二（事務）例会

東京目黒クラブ本例会と、第二（事務）例会
卓話 山口直樹さん 司会 村野絢子
11 日 在京クラブ合同新年会 ＹＭＣＡ東陽町センター
ホスト 東京ひがしクラブ
11 日 在京クラブ会長会
26 日 おひさまグループ・リーダー会（田園調布幼稚園）
2月
1 日 東新部フレッシュワイズセミナー（山手センター）
12 日 東京目黒クラブ本例会と 第二（事務）例会
卓話 リーダー諸報告 司会 江尻明子
3月
8 日 東日本区次期会長・部役員研修会（東陽町センター）
9 日 おひさまグループ・リーダー会（田園調布幼稚園）
12 日 東京目黒クラブ本例会と、第二（事務）例会
卓話 佐野 守さん 司会 中田清子

1/8 本例会に引き続き行います。

１２月

今月の強調テーマ
1 月はＩＢＣ

ＤＢＣ

本例会

報告

12 月 11 日（水）13 時 20 分〜15 時 20 分
南センター2 階会議室

東日本区 国際・交流事業主任
石丸由理（東京武蔵野多摩）
昨年度、あずさ部の皆さんから、ＩＢＣ／ＤＢＣの活動の
様子をリポートして頂きましたが、クラブ同士の交流には、
色々な交流の形があることが分かりました。クラブ同士の交
流は、今まで知らなかったことや、新しい考え方を知るチャ
ンスでもあります。そんな色々なクラブの、身近な交流活動
やユニークな交流を紹介することで、クラブの新しい活性化
に繋げて、より豊かな楽しいクラブ生活になるように、繋げ
て頂けたらと願っています。

在京ワイズ合同新年会
ＪＡＺＺを聴き新年を祝いましょう！！
日時 １月 11 日(土)12 時 30 分〜15 時 30 分
会場 東京ＹＭＣＡ東陽町センター視聴覚室・Ｗｅｌｌ− Ｂ
会費 ５，０００円
プログラム
12:30〜13:00
新年礼拝 奨励：古賀 博牧師
13:10〜15:30
新年祝会
ショータイム
“ジャズライブ（花岡詠二 スイングショッツ）”
お楽しみ抽選会

ニューイヤー・チャリティーコンサート
日時
会場

〜日本フィル弦楽四重奏 ＆ ソプラノ〜
1 月 20 日（月）18:30〜20:00
明治安田生命 ＭＹ ＰＬＡＺＡホール ４階
千代田区丸の内 2-1-1

東京ＹＭＣＡ

ＡＳＣＡ講演会

『つまずく子どもを支える環境の作り方
〜一人一人が活躍するためのユニバーサルデザイン〜』
日時 1 月 26 日（日）10:00〜12:00
会場 東陽町センター１Ｆ 視聴覚室

福島の司会、村野繁会長の開会点鐘により開会。一同でワ
イズソングを斉唱し、聖書朗読と、ひと言の後、クリスマス
の讃美歌 98 番を歌ってティータイムに移った。茶菓を楽し
む間に、江尻担当主事のＹＭＣＡ活動報告では 12/7 経堂
ファミリークリスマスと、田園調布地区クリスマス会が並行
して行われた。これからの予定は 12/8 スキーキャンプ打
ち合わせ、12/13〜16 リーダートレーニング、年末・年
始のスキーキャンプの日程について説明があった。
卓話の松香さんは最初に出席者一人、ひとりに『あなた
は英語教育をどのように受けたか』と質問された後、「英
語教育が変わると日本が変わる」と題し、ご自身の英語と
のかかわりを話された。アメリカ留学、イギリス留学、オ
ランダでの生活体験等々を経て、日本の受験英語では駄目
と当時勤めていた高校教師を退職。「日本の英語教育は間
違っているのではないか」と学校教育に見切りをつけ 34
年前に「松香フォニックス研究所」を立ち上げ、英語でコ
ミュニケーションができ、国際的なマナーを身につけた子
どもを育てる教授法を全国的に展開しておられる現状を伺
った。
オランダは 1959 年に小学生に英語教育を始め、韓国は
1997 年から、台湾は 2000 年には台湾でも小学生に英語

Vヽ

教育が始まっている。
日本は 2003 年から総合学習
（環境、
ＩＴ、福祉、国際理解）の中の一貫として始まったが、猛
烈な反対があった。2011 年から 5〜6 年生を対象に週 1
回英語の授業が入るようになった。
折しも、文部科学省は 12/13、「英語教育改革実施計画」
を発表し、2018 年度から歌や遊びを通じて英語に親しむ
「外国語活動」を小学 3 年に前倒し。小学 5、6 年は正式
教科として週 3 コマに増やす。英語力にたけた外部人材が
小学校で指導できる特別免許を創設することなどを決めた。
讃美歌 112 番を唄って閉会点鐘となった。
出席者は【メン】江尻、中田、根本、福島、村野絢子、
村野繁、【メネット】福島、【ビジター】松香洋子（東京
コスモス・メネット）、計 8 名、出席率 100％。ＹＹ指数
160%

１２

月

第二例会

14 時 45 分から地下の集会室で用意された材料を使って
各自で小さなツリーを作り、皆でゲームを楽しんだ後、美味
しいケーキとお茶のティーパーティーで 16 時 15 分に終了。
リーダーが引率して田園調布駅前で解散した。

報告

12 月 11 日（水）15 時 30 分〜15 時 45 分
南センター2 階会議室
▼1 月例会の卓話は、 山口直樹さん 司会 村野絢子
▼2 月例会の卓話は、リーダー諸報告 司会 江尻明子
▼3 月例会の卓話は、 佐野 守さん 司会 中田清子
▼4 月例会の卓話は、 増野 肇さん 司会 根本幸子
▼5 月例会の卓話は、 寺門文雄さん 司会 福島 正
▼1/11(土）在京会長会 村野繁、江尻明子主事出席
▼1/11（土）在京クラブ合同新年会には村野会長１人参加。
▼国際会長及び国際議員の国際投票は村野会長に一任する。
▼配布資料 ①東新部第 2 回評議会資料、
②理事通信 6 号、
③国際・交流事業通信 2 号、④ＥＭＣ通信 2 号、⑤71 回
インド国際大会案内、⑥フィリピン台風 30 号被災地緊急
支援募金チラシ、⑦高麗博物館「絵本で知ろう！おとなり
の国」チラシ
出席＝江尻、中田、根本、福島、村野繁、村野絢子、福島
多恵子、計 7 名

おひさまグループ
クリスマス礼拝と祝会

田園調布教会の新礼拝堂で 14 時から保護者も一緒に礼拝
をまもった。パイプオルガンの前奏に始まり、高津俊牧師の
子どもに分かるおだやかなメッセージ、佐藤裕子さんの奏楽
でクリスマスの賛美、中林拓（れたす）リーダーの司会、寺
山綾香（もこず）リーダーの聖書朗読と、よく準備された礼
拝が、窓からやわらかな光が差し込む会堂と、荘厳なパイプ
オルガンの音色が心に残る礼拝でした。

Stop

ＨＩＶ/ＡＩＤＳ

columu

東京新聞の１２月１７日朝刊に次のような記事が載って
いました。レプラが新薬発見で完治する病気になりましたが、
エイズもそんな時代が来そうです。エイズウイルス（HIV）
中枢に入り感染力を失わせる酵素を、人体にあるタンパク質
の一種が効率よく運び込むことを熊本大大学院の阪口薫雄
教授や前田和彦助教らの研究グループが確認、１６日までに
米国免疫学会誌に発表した。 前田助教は「人体にある物質
で新しい治療法が確立されれば、薬に頼らず、発症を抑える
ことに期待が持てる」と話す。
HIV の遺伝子を酵素「APOBEC３G」が壊すことば明ら
かになっていた。研究グループは、２０００年に発見したタ
ンパク質の一種「GANP 分子」が、酵素と結合して動く「運
び屋」の機能を持つことに着目した。
APOBEC３G と結びついた際の動きを調べたところ、一
緒に HIV のコアと呼ばれる中枢領域に入り込み、感染力を
奪うことを確認した。前田助教は「GANP 分子の機能や能
力をさらに調べ、治療法の確立につなげたい」と話している。

中田清子ワイズ
12月の松香洋子先生の卓話は見応え、聞き応え充分に味
わい得た素晴らしい内容の卓話でした。私自身日本の学校の
英語教育には長い間疑問を持ち続けていました。読む事、書
く事、文法は間違えず、上手く読み書きが出来るのに会話と
なると何故か上手くない。然し最近は流暢な英語で会話でき

る若者（特に女性）が増えた感があります。戦後半世紀以上
過ぎて今後は益々若者が世界に出て行くことでしょう。先ず
世界に通じる言葉として英語をもっと話せる様にしたら視
野が広がり世界が広くなることと思う。私もせめてもう少し
若かったら･･･80過ぎの身としてはもう手遅れ。「松香フォ
ニックス」に巡り会うのが遅過ぎました。残念！！
根本幸子ワイズ
12 月の松香洋子さんのお話伺って日本と各国の英語教
育事情の違いをなるほどと納得致しました。私にもチャンス
はあったのですが、自分にやる気がないばっかりに、チャン
スを逃して今に至りました。あの時ちゃんとしておればと反
省しきりです。後悔先に立たずとはよくいったものですね。
村野絢子ワイズ
人間大好き、同じ人間思いは伝わると度胸だけで、いい
かげんな英語力で多くの国を訪ね楽しんできましたが、松香
さんの行動力を伴ったお話を、己を反省しつつ、感心して伺
いました。ご活躍を応援しています。
村野 繁ワイズ
松香洋子さんのお話は大変興味のあるものでした。まず、
ワイズメンは英語で会話ができなければね。日本の学校英語
は読み書き主流、オランダは貿易が産業ですから、国民は隣
国のフランス、ドイツ、英国の言葉は義務教育で会話を身に
つけると聞いていました。日本は機械や設備を輸入した時、
そのものと説明書を取り寄せ自分なりに機械を動かしたそ
うです。会話は不要だったのです。しかし今は違います。お
話では現場の抵抗で英語教育が替えられないとのこと、さも
あらんと感じました。
福島 正ワイズ
松香洋子さんの卓話（12/11）に関連する記事が 12/13
の新聞に「使えない英語・打破へ」と、文部科学省が小中高
校の英語教育の改革計画が発表された。松香さんが指摘され
た内容ともピッタリ一致した誠にタイミングのよい卓話で
あり、34 年も前から松香フォニックス研究所を立ち上げて
全国的に教授法を展開された先駆者的な働きに感心しまし
た。そして何よりインパクトがあり、中々積極的な方でした。

ＹＭＣＡニュース
★おひさま・あおぞら（幼児ゴループ）
1/25（土）〜26（日）わくわく雪あそび 尾瀬高原
3/9（日）寒さに負けず身体を動かして遊ぼう 砧公園
★冒険くらぶ（小学生）
1/12（日）〜13（祝）スノーチャレンジ 黒姫高原
2/23（日） アイススケートに挑戦
こどもの国
★アドベンチャークラブ（小 3〜高 3）
1/12（日）〜13（祝）スノーチャレンジ 黒姫高原
3/9（日） チーム対校ゲーム＆持ち寄りランチ
昭和記念公園

▼第 663 回 新春特別午餐会
「102 歳を迎えて」
講師 日野原重明氏
聖路加国際メディカルセンター理事長
1 月 10 日（金）12:00〜13:30
学士会館
千代田区神田錦町 3-28

（都営三田線／都営新宿線／東京メトロ半蔵門線）
「神保町駅」Ａ９出口 徒歩１分
参加費 4,000 円
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☆

★

☆

2014〜15 年度

★
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☆
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東新部役員

部
長
太田勝人 東京世田谷
次期部長
伊丹一之 東京むかで
直前部長
佐藤茂美 東京
部書記
張替滋夫 東京世田谷
部会計
寺門文雄 東京世田谷
地域奉仕事業主査
松香光夫 東京コスモス
会員増強事業主査
神山 巍 東京
国際・交流事業主査
村野 繁 東京目黒
ユース事業主査
山本 和 東京
メネット事業主査
（未定）
部選出代議員
佐藤茂美 東京
部会準備委員長
張替滋夫 東京世田谷
部ウエブマスター（専任委員）長澤山泰 東京
部ヒストリアン（専任委員） 松田俊彦 東京
部ＬＴ委員長
櫻井浩行 東京むかで
部監事
持田二郎 東京
部監事
権藤徳彦 東京コスモス
部担当主事
山梨雄一 東京世田谷

１

月

の

う

た

今月は、村野絢子さんが選ばれた歌です。

「

讃美歌

４２０番 」

１．世界のおさなる

平和をあいする
２．傷つきたおるる
いまわのさけびは

神のめぐみ
民にあれや
いくさびとの
今もきこゆ

３．さわあれまことを
平和をもとむる

まもるひとの
おもいはつよし

４。はたらきびとらも
平和のうたをば

いよよたかく
ともにうたう

５．神よすみやかに
平和とあいとの

あたえたまえ
きよき朝を

あ と が き
▼中田さんのお声がかりで 1 年締めくくりの食事会をＬee
Ｔan Ｔan Ｃafe で楽しんだ。昨年 7 月七ヶ宿から小山操
さんが上京した時にランチした店で、その時目黒ワイズ家族
キャンプ仲間が元気で参集して喜びあった。▼また、8 月に
は念願の那須への 1 泊例会が実現し、河野順子さん（那須
クラブ会長・栃木県看護協会長）の素晴らしかった卓話と、
村田榮さん夫妻の厚情にあずかった。殊に 2 台の車を夫婦
で運転してのドライブで楽しみも倍増、お世話くださった那
須・北区保養所の食事も、すべて予想以上の大満足でした。
▼目黒クラブでは、区監事、部主査、クラブ会長といくつも
の役を一人で背負う村野会長に感謝しつつ、メンバー全員で
支える決意を新しい年を迎えて示したいと話合った。
（福島）

