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会

長 村野 繁 Ｅ Ｍ Ｃ 村野絢子

副 会 長 中田清子 Ｂ

Ｆ

Ｎｏ．5７２

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）

４月の強調月間

今
月
の
聖
句

ＬＴ
Ｌeadership Ｔraining

村野

今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草で
さえ、神はこのように装ってくださる。まして、あな
たがたにはなおさらのことではないか、信仰の薄い者
たちよ。だから、『何を食べようか』『何を飲もうか』
『何を着ようか』と言って、思い悩むな。
マタイによる福音書 6 章 30〜31 節

卓話者
４月
日時
会場

本例会

4 月 9 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

4/7（月）福島書記 03-3371-2122 までにご連絡ください

司会
会長

開会点鐘

根本幸子
村野 繁

ワイズソング
聖書・ひと言

一
同
司 会 者

お祈り
ゲスト・ビジター紹介

〃
村野会長

ティー・タイム
ＹＭＣＡ報告
報
告「サイコドラマの魅力」

江尻主事

東京山手クラブ

増野

肇さん

おめでとう（誕生日・結婚記念日）
みんなで唄おう「 ともだち賛歌
閉会点鐘

」
会長

ＦＡＸ03-3420-5363

一
村野

同
繁

増野

肇（ましの

根本幸子／選

はじめ）さん

1979 年宇
都宮クラブに
入会、1993〜
94 年と 2012
〜14 年に東京
山手クラブ会
長。
精神病理学者、
ルーテル学院
大学名誉教授。
千葉大学文理
学部英米文学
科卒、1959 年東京慈恵会医科大学卒業。1963
年同大学院修了、1964 年「神経質症者のパー
ソナリティ研究」で医学博士。
著書に「森田式カウンセリングの実際―心の危
機に対処する生活の知恵」 、「 森田療法と心の
自然治癒力―森田式カウンセリングの新展開」 、
「精神保健とは何か (介護福祉ハンドブック)」
等があります。

3月例会記録
在籍会員数

7名

メン

6名

使用済み切手

（姫路クラブ）

（目黒クラブ）

お誕生日おめでとう
(内・功労会員数)
メーキャップ

(2 名)

メネット

１名

0名

ビジター

１名
２名

出 席 率

100%

ゲスト

ＹＹ指数

2０0%

本例会出席者数

1０名

累計

1。3kg

プルトップ

累計

12.3Ｋg
38.1kg

1 橋崎恵子さん
6 大西一也さん

25 福島多恵子さん

結婚記念日おめでとう
11 神谷冨久司・恵美子さん

10 村野繁・絢子さん

29 村田榮・紀美子さん（那須）

↓

2014.3.12 東京目黒クラブ本例会集合写真

5月
14 日 東京目黒クラブ本例会と第二（事務）例会
卓話 寺門文雄さん 司会 福島 正
24 日 在京クラブ会長会（津陽町センター）
6月
7 日 第 17 回東日本区大会（浅草公会堂）
9 日 東京目黒クラブ本例会
評価フリートーキング 司会 村野会長

３月

本例会

報告

3 月 12 日（水）13 時 30 分〜15 時 30 分
南センター2 階会議室

第二（事務）例会
4/9 本例会に引き続き行います。

４月の強調テーマ
ＬＴ
東日本区 ＬＴ委員会
委員長 佐野 守（東京グリーン）
委員 市橋俊一（東京江東）、小山久恵（東京サ
ンライズ）、増田隆（富士）、佐藤節子（厚
木）、御園生好子（東京サンライズ）、伊
藤幾夫（東京コスモス）
東新部 ＬＴ委員会
委員長 櫻井浩行（東京むかで）
委員 伊藤幾夫（東京コスモス）、太田勝人（東
京世田谷）、長澤弘（東京）、目黒勝彦（東京銀
座）
会員のリーダーシッツプ開発、向上を目的に行う研
修。東日本区では、区主催の部役員、クラブ役員の
研修を企画、実施しています。また、部主催の研修
会等の支援も行っています。

第１７回東日本区大会登録開始
−ともに はばたけ！−
日 時：2014 年６月７日(土)
会 場：浅草公会堂・浅草ビューホテル
登録費：19,000 円
記念公演：岸井成格氏(毎日新聞社編集委員)
ホスト： 東京江東ワイズメンズクラブ
これからの

行

事

予

定

4月
9 日 東京目黒クラブ本例会と、第二（事務）例会
卓話 増野 肇さん 司会 根本幸子
19 日 東新部評議会（東陽町センター）
20 日 おひさまグループ定例活動 ＆
リーダー評価会（田園調布幼稚園）
26 日 東日本区メネットの集い （甲州市）

中田清子さんの司会で、村野繁会長の点鐘、ワイ
ズソングを斉唱し、聖書朗読と、ひと言の後、村野
会長からビジターとゲストを紹介してティータイ
ムに入った。
江尻担当主事からのＹＭＣＡ報告は、山中湖セン
ター90 周年記念施設整備募金が 2/28 現在、
2614 万円に達している。江東ワイズカップサッカ
ー大会が 2/24 木場公園で開催され、台風 26 号の
被害にあった伊豆大島より 32 名の子どもを招待し、
伊豆大島にない電車、銭湯、コンビニエンスストア
ーを体験した。3/9 経堂駅前と、田園調布駅前で街
頭募金を実施。3/26 からの春スキーキャンプ応募
状況と、リーダートレーニング日程、3/21 に卒業
するリーダーを送る集いを計画していることなど
報告の後、4 月の人事異動で、江尻さんは南センタ
ーから芝浦アイランド児童館に移ることを発表さ
れた。
卓話は、折しも 3/7〜16 ソチ・パラリンピック
開催中にタイミング良く、佐野守さんを迎えて「障
害者とスポーツ」について熱心に語って頂いた。10
年続いた肢体不自由児の雪上教室にＹＭＣＡ体育
リーダーとして参加、以来 40 年にわたって障害者
とかかわり続け、現在も、杉並区の教育委員として、
障害者スポーツを通して区の養護施設（授産事業
所）や、グループホームの手伝いで忙しい毎日をボ
ランティアとして奉仕している。ギリシャのアテネ
であったパラリンピックに裏方として参加した。そ
のついでに発祥の地であるイギリスを訪問して、病
院の機能訓練として始まったパラリンピックの精
神、施設を見学し研鑽を積んだ。

Vヽ

障害者スポーツのコーチの仕事は、技術指導以前
の日常生活の世話が大切で、障害の種類や、程度が
さまざまで、その人に合う声かけ（指導）を心がけ、
危険（怪我しそうな）時以外は手を出さず、先ず楽
しさを教え、成長してやがて社会で活躍してもらえ
るよう手助けする大変な仕事であり、「障害者との
接し方のイロハ」を教えていただいた。
中田清子さんが選んだ「うれしいひな祭り」を歌
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
繁、村野絢子、【メネット】福島多恵子、【ビジタ
ー】佐野守（東京グリーン）、【ゲスト】岡本曄子、
福島宣子、計 10 名、出席率 100％。ＹＹ指数
200%

３

月

第二例会

報告

3 月 12 日（水）15 時 40 分〜16 時 00 分
南センター2 階会議室
▼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
▼6 月例会は卓話なし、評価の月として、全員の話
し合いを、村野会長の司会で行う。
▼2/24 東日本区メネット委員長小倉香苗さん（甲
府）から送付された集計結果やメネット会、メネッ
トの在り方等を村野会長から報告され、各自の思い
を述べあった。
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

Stop
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東京都エイズ通信第 78 号のラインナップ
● 平成 25 年 12 月 30 日から平成 26 年 2 月
23 日までの感染者報告数（東京都）※（ ）は昨年
同時期の報告数
HIV 感染者
58 件 （42 件）
AIDS 患者
9 件 （18 件）
合計
67 件 （60 件）
HIV 感染者数は昨年同時期を上回るペースで、
AIDS 患者数は昨年同時期を下回るペースで報告さ
れています。
TOP-HAT News（トップ・ハット・ニュース）
国連合同エイズ計画（UNAIDS）と英国の医学誌
ランセットの呼びかけで作られた UNAIDS・ラン
セット委員会の最終会合が 2 月 13、14 日の 2 日
間、ロンドンで開かれました。日本からは安倍首相
夫人、昭恵さんが委員として出席し、そのスピーチ
は UNAIDS の公式サイトに掲載された 2 月 18 日
付の特集記事《First Lady of Japan to champion
ending AIDS》（日本のファーストレディがエイズ
終結に向けた闘いのチャンピオンになろうとして
いる）で Moving（感動的）と紹介されています。

東日本区次期会長・部役員研修会
村野絢子ワイズ
この世に生を受けた時、「目の見えないお産婆さ
んに取り上げてもらった」と母上より聞かされて育
った佐野さんが、ＹＭＣＡの体育リ−ダーと障害者
スキー等の活動を続けて来られたとお聞きした。フ
レンドシップキャンプに参加した子どもたちがそ
の後の人生に活かし、パラリンピックが注目され、
日本も少しづつ、開かれていきますね。
根本幸子ワイズ
佐野守さんの障害者との付き合い方、障害者がス
ポーツを楽しむに至る過程の様々な苦労話を伺い、
知らないこと、裏方さんお仕事が如何に大変かとい
うことを学びました。ありがとうございました。

３月 8 日（土）10 時〜17 時 30 分、東陽町セン
ターで開催されました。これまでは東山荘で 1 泊 2
日の研修会でしたが、今回は 1 日で研修会をまとめ
ました。東日本区の役員、次期役員の講座は全員で
聞きましたが、事業主任の活動方針は各部のテーブ
ルに順繰りに来て活動方針を発表しました。5 分の
時間でしゃべらなければならないので、質問を受け
ても舌足らずのところがありました。 （村野 繁）

村野 繁ワイズ
太田太日本区理事（第 41 代）の区会計/佐野守、
区書記/村野繁のキャビネット仲間の佐野さんから
専門の YMCA 活動の話しをじっくりお聞きしたの
は始めてでした。蔵王の障害者スキーのことは以前
にも聞きましたが、障害者スポーツの担当者にも講
義をされる専門家だとは恐れ入りました。ソチのパ
ラリンピックが盛り上がったこの時期のお話は興
味深いものでした。選手と一緒に楽しむことが必要
とのこと、そうですよね。

福島 正ワイズ
佐野守さんの人脈の広さ、卓話の前から話が弾ん
で留まるところ知らず、ＹＭＣＡで培われた知識と
技能、全てが現職時代に役に立ったことに始まり、
障害も視覚、聴覚、言語、肢体不自由、脊髄損傷、
知的、精神、内部障害等々あり、接する時のマナー、
スポーツにおける留意点に学ぶこと大でした。

4 月 27 日

小学生定例野外活動 冒険くらぶ例会

4 月 27 日

中高生定例野外活動 アドベンチャー

3 月 9 日（日）

田園調布駅前の街頭募金

〇◆☐▼◇●☐■◎◆◇●▽■○▲☐◆◎●◇■

使用済切手1.3Ｋgを
㈲フクオに届けました。
年賀切手シート100枚を
東日本区事務所に送りました。
〇◆☐▼◇●☐■◎◆◇●▽■○▲☐◆◎●◇■

ＹＭＣＡニュース
江尻明子
３月 21 日 南センターで卒業リーダーを送る会

４

が開催された。送り出す 1〜3 年生リーダーによる
企画で卒業リーダーのグループを編成し、経堂の街

月

の

う

た

今月は、ＤＢＣの姫路クラブが選ばれた歌です。

を思い出を辿りながらのポイントハイク、ゲーム大

「

会とメンバー気分を楽しんでもらった後、過去のキ

ひとりと ひとりが うでくめば
たちまちだれでも なかよしさ
やあやあ みなさん こんにちは
みんなであくしゅ
空にはお日さま 足もとに
地球 みんなみんなあつまれ
みんなでうたえ

ャンプのスライドと共にそのキャンプで流行った
歌をみんなで歌った。懐かしいキャンプでの歌と共
に思い出がよみがえり、涙を流しながら歌う場面も
見られた。
卒業生からのひと言では、声につまりながらも
「ＹＭＣＡでの出会い、ＹＭＣＡとの出会い」を語
ってくれました。ＹＭＣＡマインドを持った青年た
ちが社会に出ていき、より素敵な働きをしてくれる
ことを期待して送りだすことができた温かな会と
なりました。目黒ワイズの皆様からも温かな支えと
ご支援を頂き感謝をいたします。
4 月からは、スタッフの半分が異動・退職でメン
バーが入れ替わります。人は変わっても変わらない

ともだち賛歌

」

阪田寛夫作詞・アメリカ民謡

ロビン・フッドにトム・ソーヤー
みんなぼくらの 仲間だぞ
おひげをはやした おじさんも
むかしはこども
空にはお日さま
足もとに
地球
みんなみんなあつまれ みんなでうたえ
世界のともだち あつまれば
なんにもおそれる ことはない
ゆくてはアフリカ ポリネシア
みどりの森 空には お日さま 足もとに 地球
みんなみんなあつまれ
みんなでうたえ
イチ・ニッ みんなでうたえ ワン・トゥ
みんなでうたえ アイン・ツバイ
みんなでうたえ ウノ・ドス みんなでうたえ

温かさのある南センターであるようにお支えを頂
けますようお願い申し上げます。

あ と が き

▼南センタースケジュール
4 月 13 日

幼児定例野外活動 あおぞら例会

4 月 10 日

チャリティーゴルフ（総成カントリー

倶楽部）
4 月 20 日

幼児定例野外活動

おひさま例会

▼3 月から 4 月にかけて、別れの季節から新しい出
会いの季節と移り、心身あらたまる時を経験する。
今年は南センターの松本竹弘館長と、江尻明子さん
が異動されることを伺った。▼この号のＹＭＣＡニ
ュースは、江尻さんが春スキーキャンプの引率や、
新旧の仕事引き継ぎで多忙の中に執筆していただ
き感謝しています。（福島）

