
卓話者 木原 洸さん 
1965年慶應義塾大学

機械工学科卒業、同年運輸

省船舶技術研究所入所、以

下の研究を実施及びコー

ディネート。 

 ホバークラフト開発研

究、船内の騒音・振動減少

の研究、環境にやさしい船

舶の開発研究。 

 2002年研究所定年退

職し、NK（日本海事協会）

に勤務（2013年 3月ま

で）。 

 1995年より国連の IMO（International Maritime 

Organization)に日本政府代表団長として参加。 

 TBT 塗料禁止条約を日本から発案して発効に至る 

 シップリサイクル（船舶の安全な解体）条約を発案し

条約に至る。 

 研究及び国連の活動に対し 2011年に叙勲。 

東京西クラブ会長です。 

 

 

 

“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 

156-0051世田谷区宮坂3-23-2 東京 YMCA 南センター ＴEL 03-3420-5361    FAX 03-3420-5363  

          ２０１４年９月号 Ｎｏ．5７７ 

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） 

 

９月の強調テーマ   
今 
月 
の 
聖 
句 

 
求めなさい。そうすれば、与えられる。探し

なさい。そうすれば、見つかる。門をたたきな

さい。そうすれば、開かれる。 

     マタイによる福音書 7章7節  山梨雄一／選 

・ユース：対象としたいユースは 
１．ＹＭＣＡリーダー ２．ワイズコメットッ
３．学生ＹＭＣＡ ４．若手社会人（リーダー
ーＯＢ・ＯＧ） ５．関係者口コミによる若若
手プログラム参加者 に働きかけをしていき
ます。 

 

９月 本例会  
日時 9 月 10 日（水）13時 30 分～15時 30分 
 会場    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 
 9/8（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「海と環境（船舶よもやま話）」  
木原 

 

洸さん 
おめでとう（誕生日・結婚記念日） 

みんなで唄おう ♪ キャンプだホイ ♪ 一  同 

閉会点鐘             会長 村野 繁 

  

                      

 8月例会記録 
在籍会員数 7名 

 

メン 

 

5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  

14日 富士田理恵子さん  15 日 村野 繁さん 

27日 阪田悦規さん    20 日 中田清子さん 

27日 神谷恵美子さん 

 

      結婚記念日おめでとう 

 1 日 阪田悦規・恵さん     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 2 名                          

出 席 率 100% ゲスト 

 

7 名 プルトップ 

  

  

 

 

 

ＹＹ指数 300% 

 

本例会出席者数   15 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   

東日本区理事  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 



 
後列：左から  村田、松井、朝倉、伊藤、今野、本間、村田（紀）、中田、村野、村野（絢） 

前列：左から  実川、根本、小山、福島、福島（多）                                           2014.  08.  27. 

 

 

 
 

 秋の妙高・バスツアーご案内       
日程：10月 18日（土）～19日（日） 
 宿泊：ＹＭＣＡ妙高高原ロッジ 

 

 

東京ベイサイドワイズメンズクラブ 

『チャーターナイト』 
＊日時 ２０１４年９月２０日（土） 17：00～20：00 

＊会場 東京ＹＭＣＡ東陽町センター 

＊会費 5,000 円 

第 18 回 東新部部会 

「世界に平和、心に歌声を」 
日:時：10月 11日（土）13:00～1600 
会場：銀座ライオン ５階 

（音楽ピアプラザ） 
第１部 部会 
第２部 記念講演 朝日新聞社 伊藤千尋氏 

「活憲の時代ー９条は人類の宝」 
第３部 懇親会 

「ＹＭＣＡ歌声広場、キャンプソングも 
             ご一緒に」 

登録費 4,000 円 
ホスト 東京世田谷クラブ 

費用：19,500 円 
    バス代、１泊２食代、コンサート代、 
                    
これからの 行 事 予 定         
                     
9 月 
6 日 東京ＹＭＣＡ街頭募金 JR 渋谷駅周辺 
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 
20日 東京ベイサイドクラブ加盟認証伝達式 
              （東陽町センター） 
19～21日 ユースボランティアリーダーズフォーラム 
              （山中湖センター） 
10 月 
8 日 東京目黒クラブ本例会、第二（事務）例会 
      卓話 高橋隆雄さん、司会 中田清子 
11日 東新部部会       （銀座ライオン） 
 
11 月 
12 日 東京目黒クラブ本例会、第二（事務）例会   
    卓話 浅羽俊一郎さん 司会 根本幸子 
15日 第２回東新部評議会 

東新部部長：太田勝人 ８月の電気使用量チェック 
実行委員長：張替滋夫 

 
 

環境への取り組み、意識することが重要です。昨年と
今年の使用料を領収書から調べて福島書記までご連
絡ください。 

第二（事務）例会   
9/10  本例会に引き続き行います。 



                                                                                           
 
８月 移動（納涼）例会 報告 

 
8/27～29（2泊 3日）、新宿区の保養所、箱根つつじ

荘に 15名が集い、ゆっくり、のんびり、そして憩い、「平

和を考える月」として、トップバッターの松井純子さんが

手記としてまとめた５歳の思い出「私の 8月 15日」と題

する怖かった空襲、疎開、敵機の操縦士の顔がはっきり見

えて、自分の目と目が合った例えようもない戦慄を覚えた

幼な心に焼きついた記憶の朗読に始まり、全員が一人ひと

りの戦争体験を語り、あらためて平和を熱望する感動のひ

とこまを含めて、意義ある 3日間を過ごした。 

第１日目、27日（水）、村田さん夫妻は那須から５時間

かけて車で参加、朝倉万喜子さんは戸塚からＪＲで小田原

へ、小山さんは宮城県七ヶ宿から、その他を含め、新宿か

ら小田急で箱根湯本→強羅と乗り継いで箱根つつじ荘に集

合、チェックイン。 

先ずは温泉、日ごろの疲れを癒す湯をあびて夕食、 

 

大広間で相客の中に混じっての食事だったが、15名まとま

って、前菜、造里、焼物、鍋物、煮物、酢の物、留捥、食

事、香の物、水菓子の懐石料理に舌鼓、ご馳走をゆっくり

堪能したあと、１階ロビーに席を移して 19時 30分からク

ラブ例会。開会の前に、集合写真を撮り、一同でワイズソ

ングを斉唱、福島書記の祈りがあって開会した。村野会長

のインド国際大会報告を聞く。同行された絢子メネットも

所感をのべられ、インド土産の福引きに大喜びして閉会。 

 第２日目、28日（木）６時半から体操、７時から朝の集

い、朝食は洋食を選択、食後は村田さんの車で大涌谷観光、

バスで彫刻の森見学、歩いて散策と、各自思い思いのコー

スに参加して半日を楽しんだ。午後３時頃から一部屋に集

まって、おやつを賞味しながら前述の戦争体験談話に花が

咲いた。 

第３日目、29日（金）は 11時のチェックアウトにあわ

せてそれぞれ帰途についた。３日間とも、小雨模様の天気

だったが、移動のとき傘をささずにすんだのは幸いだった。 

出席者は【メン】中田、根本、福島、村野繁、村野（絢）

【メネット】福島（多）、【ビジター】村田榮、村田（紀）

（那須）、【ゲスト】朝倉万喜子、伊藤待子、今野満利子、

小山操、実川暢宏、本間匠、松井純子、計 15名、山梨主

事はＹＭＣＡ行事と重なり、メーキャップ、出席率 100％。

ＹＹ指数 300% 

                         
   ８月 第二例会 報告          
 8 月 27日（水）20時～20時 30分 
 箱根つつじ荘 1 階ロビー 

１、紛失したクラブバナーの代替品を原俊彦さんに製作を

依頼、デザインについて協議した。２．11月の卓話者を浅

羽俊一郎さん（山手）にお願いする。（交渉は福島に一任） 

 

                        

Stop  ＨＩＶ/ＡＩＤＳ   columu    
                  

エイズを復習してみましょう。エイズという病気とそ

の現状 

エイズはセックスをする人であれば、誰でもうつる可

能性がある病気です。エイズは、HIV（ヒト免疫不全ウ

イルス）というウイルスが、人間の血液に入って起こる

感染症です。HIV は、CD4陽性細胞（リンパ球の一種

で、細菌やウイルスといった病原体から身を守る「免疫」

という働きをする細胞。）に入り込んで、CD4陽性細

胞を破壊してしまいます。しかし、HIV に感染してもす

ぐに免疫の力は弱くなりません。CD4陽性細胞は壊さ

れてもすぐに新しく作られるからです。感染初期は、自

覚症状もほとんどありません。したがって、検査を受け

ない限り、感染者自身もHIV に感染したことに気付き

ません。感染していても特徴的な症状が出ていない人を

HIV 感染者といいます。HIV 感染者の体内では、数年か

ら 10数年かけて、HIV が徐々に増えていき、新しく作

られるCD4陽性細胞よりも壊されるCD4陽性細胞が

多くなるために免疫の働きが少しずつ低下していきま

す。このため、健康なときにはかかりにくい感染症や悪

性腫瘍にかかったりします。こういう病気にかかった状

態を、エイズ（後天性免疫不全症候群）といいます。

HIV 感染者、エイズ患者とも、日本では増え続けていま

す。平成 25年は全国において、HIV 感染者・エイズ患

者を合わせた報告数が昨年より 141件増加（HIV 感染

者 104件増、AIDS 患者 37件増）となりました。（確

定値）  （村野 繁）  

第７1回インド国際大会 
8月 7日(木)から 10日(日)インドのチェンナイ（植民

地時代のマドラス）で IC が開かれました。 

私たち二人は長澤さんのツアー乗って５日９時２０分羽田

を発ちました。シンガポールを経由して、時差の関係で同日

２２時にチェンナイに到着、ホテルに向いました。６日は古

都の観光、７日は午前中に世界最大の岩を掘ったレリーフを

見てから、坂の上に巨大な丸い岩がとどまっているバーター

ボールを見てからホテルに戻り、小休止してから３時からの

開会式に臨みました。フラッグセレ モニーは国ごとに入場

ですので、日本は岡野APが旗手を務めました。国際会長

Isaac Patathinkal 氏の就任式が厳かにもたれました。参

加国の複数の会員をアレンジしたテーブルで晩餐会が開か

れました。テーブルごとに大皿料理が運ばれテーブルごとに

自分の皿にとり頂きました。１０時までですが、９時半にホ

テルに帰りました。 

８日は勉強日で、午前中は活動事業ごとに分科会がもたれま

した。ワイズの医者だけの活動を始めようとのブループが発

足されました。午後は地域ごとの議会がもたれ、その後分科

会の報告がありました。主なものはUGPの RBMが３年延

長されました。2018年までです。Steps for All という事

業が新しく始まるとのことです。TOFの活動地点を訪問す

る年齢に関係ない事業です。旅費の半分を BFから出すとの

ことです。また、TOFの１食分を拠金することから２食分

にしようと提案されました。 

９日は朝のプログラムの後、市内観光に出かけました。 

 
 東京 YMCA 夏祭り 
14年 8月 30日東陽町センターで開催されました。東京西

クラブの高嶋美知子ワイズが開会宣言して始まりました。神

社の縁日そっくりですね。YMCA各センターとワイズメン

ズクラブが得意な出し物を出しています。今日は昼間から生

ビールが飲めます。廣田総主事をはじめ Yスタッフもスー



ツを脱いでリラックスして参加しています。銀座クラブも張

り切っています。世田谷クラブは恒例の豆腐を4分割して、

細ねぎ、ごまを添えてパック入りで 100円です。東日本被

災地からの物産も販売されています。名入り提灯も勢ぞろい

です。クラブ名、個人名色とりどりです。私も自分の提灯探

しです。有りました。4時 45分からは抽選会です。福島さ

んが 2本当てました。特賞は布団乾燥機です。東京クラブ

の山本メネットが仕留めました。私は空クジ商品をもらって

きました。顔なじみの大勢のワイズメンとの挨拶に大忙しで

す。目黒クラブから今年は出店なし、福島宣子さんと私が参

加しました。（村野 繁） 

 

 

 

  

中田清子ワイズ 
新宿区民の福島さんのお世話で、箱根つつじ荘の予約・抽

選から、印刷物の用意、３報までの通信連絡などお任せして

しまいました。お陰さまで久しぶりに昔の妙高キャンプのお

仲間に会い、旧交を温め、語らいと、美味しい食事、温泉、

村田さんの車で大涌谷観光、３０年以上も前に訪ねたきりだ

ったのでその変化には驚きました。昔の面影はなく、有料の

大駐車場、道は完全舗装され、有名な黒卵の店も立派になり、

売店も大繁盛、観光客も韓国、中国、アメリカ etc.と国際的

で、その数の多さにびっくり。つつじ荘に帰り一同で“雲助

だんご”を戴きながらお喋りのひとときを持ちました。松井

さんが「幼児時代の戦争体験」を読まれ、皆もそれぞれの戦

争体験を話あいました。原爆の被害を受けた唯一の国、日本

は憲法９条を守り、平和に徹する国を子々孫々、永久に守っ

ていく覚悟が必要と思いました。良い語らいのときを感謝。

楽しい 2泊3日の箱根例会でした。 

 

村野絢子ワイズ 
  妹夫婦や川口の伯母とススキを見に箱根に、伯母が懐か
しむ仙郷楼に宿をとったのは５年前、それ以来の箱根は変わ

らず素敵な場所。２０年ぶりの彫刻の森にはヴァンジーの作

品も２点あり、森のなかに居場所を得てどの作品も嬉しそう。

ネットの森などスケールの大きな日本人の子供が遊べる作

品も良かった。良い企画をありがとうございました。 

 

根本幸子ワイズ 
 箱根の納涼会楽しく過ごすことが出来て本当に有難うご

ざいました。殊に２日目目は生憎の雨模様でしたが、村田さ

んのご厚意で大涌谷から周辺を一周したこと、大涌谷では上

までのぼりましたが、登山道がすっかり舗装されて立派にな

っていたのにはびっくりしました。おかげで随分歩きよくな

りました。楽しい３日間ありがとうございました。 

 

松井純子さん（家族キャンプ） 
３日間大変、たいへんお世話になり心から感謝しています。

皆さんにお会い出来、元気をいただきました。また、良い思

い出が出来て喜んでいます。来年もよろしくお願い致します。 

 

                     

ＹＭＣＡニュース          
             （山梨雄一）          
 今夏、12のサマープログラムを実施し、321名の子ど
も達が参加をしました。保護者の方から初めて離れての大冒

険をした子やダイナミックな沢登りに挑戦をした子と幅広

い対象に合わせた複数のプログラムも大きな事故もなく概

ね予定通り、実施することが出来たことに感謝いたします。  

またその中にはボランティアリーダー達による実施に至

るまでの多大な準備と子ども達との暖かい関わりがあった

からこそ成し得た時間であったように思います。 

 また南コミュニティ活動委員の方々、目黒ワイズメンズク

ラブ、世田谷ワイズメンズクラブよりご支援を頂き、9月 2

日（火）～3日（水）にかけて今夏の評価と懇親会を含めた

リーダーズキャンプを川井キャンプ場にて行います。 

＜南センタースケジュール＞ 

9 月 7 日（日）定例野外活動おひさま・あおぞら 

9 月 16日（火）南コミュニティ活動委員会（南センター

バザーについて） 

9 月 21日（日）定例野外活動冒険くらぶ・アドベンチャ

ークラブ 

10月 4 日（土）サマーキャンプ想い出会・報告会 

10月 7 日（火）ウィンターキャンプ申込開始（会員及び

プログラム登録者） 

10月 9 日（木）ウィンターキャンプ申込開始（一般） 

                                

 

                      
    ９ 月 の う た                       
                                         

今月は、山梨雄一さんが選ばれた歌です。 

キャンプだホイ 

１． はじめて見る山 はじめて見る川 はじめておよ

ぐうみ 

きょうからともだち あしたもともだち ずっと

ともだちさ 

キャンプだホイ キャンプだホイ キャンプだホ

イホイホイ 

キャンプだホイ キャンプだホイ キャンプだホ

イホイホイ 

２． はじめて見るとり はじめて見る虫 はじめてあ

そぶ森 

きょうからともだち あしたもともだち ずっと

ともだちさ 

キャンプだホイ キャンプだホイ キャンプだホ

イホイホイ 

キャンプだホイ キャンプだホイ キャンプだホ

イホイホイ 

３． はじめてあう人 はじめてうたううた はじめて

つくるごはん 

きょうからともだち あしたもともだち ずっと

ともだちさ 

キャンプだホイ キャンプだホイ キャンプだホ

イホイホイ 

キャンプだホイ キャンプだホイ キャンプだホ

イホイホイ 

V  ヽ


