
卓話者 太田勝人さん 
 

 東京世田谷ク
ラブの会長を3
期連続され、今
期、東新部部長
の責任を負って
くださいます。 
何事も積極的で、
実行力も素晴ら
しく、部長方針
の中で、東新部
の充実、そして
飛躍のため、一
人ひとりがワイ
ズの会員として
“輝き”所属す

る地域、その社会を輝かせるよう、工夫、
改善を継続していくことを求めておられま
す。部長としても極力、会員の意見に耳を
傾け、考えて、工夫して、そして何よりも
実行してゆくことを掲げて東新部の発展を
目指しておられます。 
 

 

“TO  ACKNOWLEDGE  THE  DUTY  THAT  ACCOMPANIES  EVEＲY ＲIGHT” 

東京目黒ワイズメンズクラブ 

ホームページ： http://www.asahi-net.or.jp/̃uu9y-ktu/index.html 

E-mail：   meguro-ys@yahoogroups.jp 
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          ２０１４年７月号 Ｎｏ．5７５ 

会   長 村野 繁 Ｅ Ｍ Ｃ 村野絢子 

副 会 長 中田清子 Ｂ   Ｆ 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 山梨雄一 ブリテン 村野 繁（発送） 

 

７月の強調テーマ   
今 
月 
の 
聖 
句 

 

主は天を雲で覆い、大地のために
雨を備え、山々に草を芽生えさせら
れる。 
              詩篇 147章 8節  村野絢子／選 

・キックオフ：クラブの目標を全員で確認し
初例会を迎えましょう。 
・YMCAサービス: 目黒クラブは南センター
ーのリーダーを支援しています。 
・ＡＳＦ ＹＭＣＡ若手主事にも支援  
・ＲＢＭ マラリア撲滅運動 

太田勝人 東新部 部長公式訪問 

７月 本例会  
日時 7 月９日（水）13時 30分～15時 30 分 
 会場    東京ＹＭＣＡ 南センター ３階ホール 

              会費 300円 ビジター・ゲスト 歓迎 
 7/7（月）までに福島書記 03-3371-2122へご連絡ください 

司会 村野絢子 

開会点鐘              会長 村野 繁 

ワイズソング  一  同 

聖書朗読・ひと言・お祈り   司 会 者 

ゲスト・ビジター紹介 村野会長 

ティー・タイム  

ＹＭＣＡ報告               山梨主事 

卓  話「原点を見つめ、充実・飛躍 
そして楽しもう」  太田      

東新部部長 

勝人さん 
おめでとう（誕生日・結婚記念日） 

みんなで唄おう「 箱根八里 」 一  同 

閉会点鐘             会長 村野 繁 

  

                      

 6月例会記録 

在籍会員数 7名 

 

メン 

 

4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  

  13 日 橋崎良治さん  16 日 山梨雄一さん 

  15 日 岩崎由紀子さん 

  8 日 村田紀美子さん（那須） 

 

      結婚記念日おめでとう 

   ありません       ありません  

 

(内・功労会員数) (2 名) 

 

メネット 

 

1 名 累計     kg  

 

 

 メーキャップ    1 名 

 

ビジター 1 名                          

出 席 率 83% ゲスト 

 

0 名 プルトップ 

  

  

 

 

 

ＹＹ指数 120% 

 

本例会出席者数    6 名 累計     kg 

 

クラブ会長   村野 繁（東京目黒） 老いても、前に進もう 

東新部部長   太田勝人（東京世田谷）原点を見つめ、充実・飛躍 

                   そして楽しもう   

東日本区る時  田中博之（東京）   誇りと喜びを持って 

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    Ｉsaac Ｐalathinkal（インド） 言葉より行動を 



 
第二（事務）例会   
7/9  本例会に引き続き行います。          

東新部第１回評議会 
7月１9日（土）１3：0０～１7：００ 

  ＹＭＣＡ東陽町センター 
太田勝人部長、張替滋夫部書記による2014～
15年度第１回評議会です。 

 

第 71 回国際大会 
8月 7日（木）～10日（日） 
インド・チェンマイ 
 

                     
これからの 行 事 予 定         
                     
７月 
2 日 東京ＹＭＣＡ芸術祭（目黒クラブ・受付） 
5 日 東京高輪白金クラブ主催・チャリティコンーサート 

（玉川聖学院） 
9 日 東京目黒クラブ本例会と、第二（事務）例会 
   卓話 太田勝人東新部部長、司会 村野絢子 
19日 東新部評議会          （東陽町センター） 
 
８月 
4～10日 国際ユースコンボケーション（インド） 
7～10日 第 71回国際大会（インド・チェンマイ） 
27～29日 東京目黒クラブ移動（納涼）例会   

箱根つつじ荘 
9 月 
10 日 東京目黒クラブ本例会、第二（事務）例会 
      卓話 木原 洸さん、司会 山梨雄一 
19～21日 ユースボランティアリーダーズフォーラム 
 
                                                                                               

 
６月 本例会 報告 

 
6月 11日（水）13時 30分～15時 30分 
南センター 2 階会議室 
村野会長の司会、開会点鐘、ワイズソング、聖書
朗読に続いて、ひと言、祈りが捧げられた。ビジタ
ーとして出席の太田勝人（東京世田谷）会長から
7/5（土）玉川聖学院で行うビッグバンドジャズ・
チャリテイコンサートのＰＲがあり、その場でチケ
ット購入に協力した。例会は、東日本区６月の強調
テーマ「評価」に従い、Ａ。これからの目黒、①ど
こにお誘いする人はいるのでしょうか、②同窓の友
達、③近所の人、④同好の趣味の友達、⑤居場所を
探している人、Ｂ。これからのクラブ活動、①ＣＳ
事業を探す、②例会の進め方、③卓話者の選択、④
クラブの役割分担等について意見交換し、これから
の目黒方式と、2年後の50周年の迎え方も相談し
た。 
最後は姫路クラブが選んだ歌「雨降りお月さん」
を全員で斉唱して閉会した。 
出席者は【メン】中田、根本、福島、村野繁、【メ
ネット】福島、【ビジター】太田勝人（東京世田谷）、

計6名、山梨主事はＹＭＣＡ行事と重なり、メーキ
ャップ、村野絢子さんは渡米中で欠席。出席率83％。
ＹＹ指数120% 
                         
   ６月 第二例会 は          
 6 月 11日（水）本例会の中で行いました。 
 

 

                       

Stop  ＨＩＶ/ＡＩＤＳ   columu   
                  

エイズは感染したら発症率１００％で発症したら
致死率１００％ですか？ の回答です。 

エイズ発症というのはHIV に感染した方が２３あ
る「エイズ指標疾患」のいずれかを発症した状態を
さしています。 
つまり、HIVに加えて、もうひとつ別の病気、それ
も通常の免疫力がある人ではまず症状が出ない病
気になることで「エイズ患者」になります。この２
３種類の疾患には、早期発見すれば治療が可能なも
のもあります。治療すると、HIVは体内に居続けま
すが、もうひとつの別の病気が治るので、発症して
も致死率１００％ではありません。 
なお、こうした「エイズ指標疾患」は、だいたい免
疫力が健康な方の1/3 以下になって初めて発症の
リスクがあります。今はそこまで下がらないうちに
抗HIV薬の投薬で治療を開始し、ウイルスの活動
を抑制して免疫力を回復に向かわせます。そのため
発症するレベルに下がらないうちに免疫力が回復
することもあるので、発症率も１００％ではありま
せん。             （村野 繁）  

 

13/14 年次代議員会 

6月 7日(土）10：30から浅草公会堂で開かれま

した。2012-13 年度決算報告の承認、2013-14

年度活動報告と中間決算報告の承認。不祥事事件の

総額が利息ともども返済されたことが報告されま

した。2014-15 年度の区役員、理事方針、予算の

承認、第19回東日本区大会のホスト：長野クラブ

を承認して終了しました。 

 



第1７回東日本区大会 
6月7日13：00から浅草公会堂で開かれました。 
理事報告等報告が続いた後、メモリアルアワーで
13人のメン、メネットを偲びあいました。特別講
演の岸井成格氏の題名から離れた政治漫談に時間
を忘れました。 
今年の奈良傳賞は堀内浩二さん（東京西）と島田良
幸さん（北見）が受賞されました。晩餐会は会場を
浅草ビューホテルに移して指定のテーブルで運び
込まれた料理をいただきました。 
翌日のエクスカーションでスカイツリーと水陸両
用バスを体験しました。雲の中のスカイツリーでは
外は真っ白でしたが回廊はいろいろな動画で楽し
みました。 
来年、第18回東日本区大会は、「ここから未来へ」
をテーマに、厚木クラブのホスト、厚木市文化会館
で6月６～７日に開催されます。 
出席者：中田清子、村野繁、福島多恵子、計 3 名。 

 

 

････････表彰されました･････････、 
年賀切手収集優秀賞  

第３位 福島 正（102枚） 

･･････ 
 
 

★地域奉仕事業★ 
  年賀切手収集貢献 第３位  

 

～ 東京目黒クラブが表彰された賞 ～ 

  

★地域奉仕事業★ 
  一人当りＣＳ献金貢献賞 第１位 4,350 円 

一人当りＡＳＦ献金貢献賞 第３位 700円 
ＣＳ献金達成賞 
ＡＳＦ献金達成賞 
ＦＦ献金達成賞 

 

★会員増強事業★ 
ＥＭＣ－Ｃ（出席率） 

  優秀賞 98% 
    ノンドロップ賞 

 
★国際・交流事業★ 
  ＢＦ献金優秀賞  第３位 2,956円 
   ＢＦ献金達成賞 
   使用済切手収集協力賞 
   ＴＯＦ献金優秀賞 第２位 1,820円 
   ＴＯＦ献金達成賞 
   ＲＢＭ優秀賞   第２位 1,120円 
   ＲＢＭ献金努力賞 
   ＩＢＣ交流達成賞 
   ＤＢＣ交流達成賞 
   ロースター広告協力賞 

 
★メネット事業★ 
   10期連続してメネット献金に協力した 
   優秀賞 

 

 

  

中田清子ワイズ 
今年の東日本区大会は浅草公会堂で開催、生憎の
雨天にも拘わらず開会前のロビーは旧交を温める
Ｙ’s メンの会話で和気藹々の雰囲気。遠方からの
方々との年一度の再会を喜び合う様子は暖かいも
のを感じさせてくれた。 
記念講演の岸井成格氏は私ども夫婦の友人であ
るスイス在住の岸井敏先生とは従兄になられる方、
楽屋を訪ねてご挨拶をする。実は目黒Ｙ’s のメンバ
ーと一緒に写真を撮らせて戴くつもりが実現でき
なくて残念でした。講演は日本の政治問題を実に良
く理解し易い素晴らしい話術であっという間に１
時間余りを過ごす。仲々の人気でもっと聴きたいと
の声が多く聞かれた。パーティは正面からは一番遠
いテーブルで舞台で何が行われているか？ 聞こ
えず、見えにくく残念でしたがテーブルのメンバー
とは楽しい語らいが出来た大会でした。 
 

山口愛二ワイズ 
  毎月ブリテンをご送付下さり有難うございます。
私の体調は相変わらずですが、不注意で脚に怪我を
し、今は自宅で療養しております。年のせいで治り
が悪く、寝たり起きたりの生活です。 
 

V  ヽ



村野 繁ワイズ 
目黒クラブの1年の振り返る例会で、会員だけの
集まりになりました。クラブの特徴のクリスチャン
をもっと増やそう、が結論ですが、「議して決せず」
にならないようにと思います。 
 

2014～15 東新部役員 
 部長        太田勝人 （東京世田谷） 
 書記        張替滋夫 （東京世田谷） 
 会計        寺門文雄 （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） 
 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） 
 部担当主事     山梨雄一 （東京世田谷） 
 部会実行委員長   張替滋夫 （東京世田谷） 
 部選出代議員    佐藤茂美 （東京） 
 部ウエブマスター  長澤山泰 （東京） 
 部ヒストリアン   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） 
 

                     

ＹＭＣＡニュース               
             （山梨雄一）           
6 月 20日（金）夜発～22日（日）にてオール東
京主催でのリーダー実技トレーニングが山中湖セ
ンターにて行われました。この夏、子ども達のリー
ダーとして参画する総勢90名のボランティアが参
加し、クラフト、ボート、カヌー、グランドと多数
のアクティビティのインストラクションの指導法
習得に加え、YMCA キャンプの原点でもあるグル
ープワークについて、実り多き時間を過ごせたよう
に思います。 
 
＜南センタースケジュール＞ 
７月１９日（土）M3赤城キャンプアドベンチャー

/M4道志小学生キャンプ 
７月２０日（日）～２１日（月）M1はじめての 

おとまり（山中湖センター） 
７月２６日（土）～２７日（日）M5ちびっこディ

キャンプ（都内近郊） 
８月 ２日（土）～ ４日（月）M8わんぱくディ

キャンプ（都内近郊） 
８月 ６日（水）～ ８日（金）M2妙高やまのこ

キャンプ（妙高高原ロッジ） 
M6わくわくディキャンプ（都内近郊） 

８月１２日（火）～１４日（木）M3赤城キャンプ
アドベンチャー（赤城キャンプ） 

                                 

 

                      
    ７ 月 の う た                        
                                         

今月は、村野絢子さんが選ばれた歌です。 

箱根八里  鳥居忱(まこと)作詞・滝廉太郎作曲 

箱根の山は 天下の険 函谷関(かんこくかん)も物

ならず 

万丈(ばんじょう)の山 千仞(せんじん)の谷 

 前に聳(そび)え後(しりえ)に支(さそ)う 
雲は山をめぐり 

霧は谷をとざす 

昼猶(なお)闇(くら)き杉の並木 

 羊腸(ようちょう)の小径(しょうけい)は苔(こけ)滑
(なめら)か 

一夫関(いっぷかん)に当るや万夫(ばんぷ)も開くな

し 

天下に旅する剛毅(ごうき)の武士(もののふ) 

大刀(だいとう)腰に足駄(あしだ)がけ 八里の岩ね

踏み鳴らす 

斯(か)くこそありしか往時(おうじ)の武士(ものの

ふ) 

 

東京目黒クラブ２０１3～２０１4年度会計報告 

収入の部 金額 支出の部 金額 

会費収入 288,000 諸分担金 136,600 
ビジター参加費 5,700 名簿代 10,200 

名簿代収入 10,200 例会諸費 4,080 
ロースター広告代 20,000 次期会長研修会費 5,000 
    ＴＯＦ 9,100 

    ＣＳ 8,750 

    ＡＳＦ 3,500 

    ＢＦ 14,000 

    ファミリーファスト 3,500 

    ＲＢＭ 5,600 

    
ＹＥＳ 

リーダーフォーラム 

3,500 

10,000 

    ロースター広告料 20,000 

    東日本区メネット献金 2,000 

    リーダー支援 36,170 

    在京会長会会費 3,000 

    ブリテン印刷代 13,190 

    通信費 12,915 

    雑費 2,333 

収入計 323,900 支出計 303,438 

前年度繰越金 38,249 次年度繰越金 58,711 

総計 362,149 総計 362,149 

 

余  滴  
▼6/7 の東日本区大会で紹介されたメモリアルア
ワー13名の召天者が、今年はじめて印刷物として
配布された。会場での映像だけでなく、記録として
残るので小さいことながら画期的なこととして覚
え、理事事務局に感謝しています。  （福島） 


