
卓話者 高橋隆雄さん 
 
東京コスモ
スクラブ会長
高橋千代子さ
んのご主人で
す。宅建、行政
書士、損保・生
保資格、社会科
教員免許（高
校・中学） 

と、まことに多

才で、多様な資

格を取得され

ているだけで

も驚愕しています。７０歳まで損保・生保資格試

験の監督業務（資格）を担当され、２００２年に

損保会社を定年退職されています。この度は、永

年の研究（地理歴史）と現地探訪の成果をご披露

くださいます。 

 

 

 

“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 

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１０月号 Ｎｏ．5７８ 

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） 

 

１０月の強調テーマ   
今 
月 
の 
聖 
句 

 
わたしの日々は、あなたの書にすべて記されている。

まだ、その一日も造られないうちから。あなたの御計

らいは、わたしにとっていかに貴いことか。 

     詩編 139編16～17節  中田清子／選 

・ＥＭＣ／Ｅ 
毎月の例会に外部からシニア層をお呼びする努力をし、

クラブの特徴を出して、楽しいワイズの世界を広め、 

ＰＲに努める。楽しい活動が新しい会員を呼ぶ原点。 

・ＹＥＳ 
ＹＥＳ献金は、新クラブ設立を支援するための基金で 

す。 

 

10 月 本例会  
日時 10 月 8 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 
 10/6（月）までに福島書記 03-3371-2122へご連絡ください 

司会 中田清子 

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「関ヶ原を訪ねて」        
高橋 

 

隆雄さん 

おめでとう（誕生日・結婚記念日） 

みんなで唄おう ♪ 旅愁 ♪ 一  同 

閉会点鐘             会長 村野 繁 

  

                      

 9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  

今月はありません 

     

 

 

      結婚記念日おめでとう 

 1 日 橋崎良治・恵子さん    

 

(内・功労会員数) (2 名) 

 

メネット 

 

1 名 累計  4.585kg  

 

 

 メーキャップ        1 名 

 

ビジター 9 名                          

出 席 率 100% ゲスト 

 

0 名 プルトップ 

  

  

 

 

 

ＹＹ指数 320% 

 

本例会出席者数   16 名 累計  1.350kg 

 

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 



東京目黒クラブ 9月本例会 

後列左より、福島（多）、佐藤、大野、村田、村野（絢）、根本、中田、村田（紀）、山梨、村野、権藤、 

前列左より、鳥越、河原崎、木原、篠原、福島、 

 

 
第二（事務）例会   

 
 

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 
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 

東新部部長：太田勝人 
実行委員長：張替滋夫 

 

東新部・秋の妙高高原へ 
日程：10月 18（土）～19（日） 
宿泊：ＹＭＣＡ妙高高原ロッジ 
費用：10,700 円（1泊 2食代、コンサート代） 
信越妙高クラブとの交流も兼ねて交流ディナー、また 
同クラブ主催の大震災復興支援イベント「井関真人シ 
ャンソン・チャリティーコンサート」も愉しみます。 
貸切バスは中止となり、各自、現地集合となりました。 
 
 
 
 

10 月 
 8 日 東京目黒クラブ本例会、第２（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 ５階） 
18～19日 秋の妙高高原（チャリティー・コンサート） 
25 日 東京八王子クラブ 20周年記念会 
26日 南センター・バザー 
11 月 
12 日 東京目黒クラブ本例会、第２（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 
16日 おひさまＧリーダー評価会（田園調布幼稚園） 
12 月 
10 日 東京目黒クラブ本例会、第２（事務）例会 
      卓話 村杉一榮さん 司会 福島 正 

 
 
   
9 月 10日（水）13:30～15:20 

ＹＭＣＡ南センター ３階ホール 

山梨主事の司会で定刻に

開会、木原さんの応援団の

ビジター一行を迎え16名

で元気よくワイズソング

を歌い、司会者の聖書朗読、

選んだ聖句に因んだひと

言と、祈りがあって、村野

会長からビジターと目黒

のメンバーも、全員の紹介

へと進んだ。ティータイムで茶菓を楽しんでいる間に、

  

 

 

10/8 本例会に引き続き行います。 

  ９月 本例会 報告    

これからの 行 事 予 定   



 
 

 

                                                                                             
ＹＭＣＡ報告が

山梨主事からあ

った。その中で、

9/2～3に実施し

た南センターリ

ーダーズキャン

プに目黒クラブから贈った１万円の支援金に対し謝意があ

った。お招きした木原さんからは「海と環境～船舶よもやま

話」と題する卓話をいただいた、パソコンから映し出された

映像をみながら、私どもが知らない海洋汚染の諸問題の数々

を教えていただいた。・事故による油流出（オイルフェンス

と油処理剤の所持義務）、・ごみ（含排水）の海洋投棄、・

シップリサイクル（船舶の解撤）は貴重な鉄資源ではあるが、

バングラディッシュでの解撤現場を視察された時の映像（作

業の危険性、不衛生、過酷な労働）にも深刻な問題として受

け止めた。この他、グレイウォーター（厨房、風呂、シャワ

ー等）や、ブラックウォーター（し尿）の投棄問題、生態系

を破壊する汚染バラスト水問題、それに、ソマリア沖の海賊

に至っては、知られざる話として、もともと外国船による廃

棄物不法投棄が沿岸魚類に影響を与えたため、おこした抗議

行動に対して。外国船の乗組員が物品を与えたことに味を占

めた漁民による海賊行為になっている等々、まったく無知だ

った海洋と環境、船舶のあらゆる知識について興味深く伺い、

出席者から質問も相次いだ。 

東京西クラブから見えた３人の姉妹は、世田谷クラブと

の合同例会で出席したことはあるが、ビジターとして他ク

ラブ訪問は初めてとの感想も述べられた。 

例会の最後、今月の歌として山梨主事が選んだ「キャン

プだホイ」を歌って閉会した。 

出席者は【メン】中田、根本、福島、村野繁、村野（絢）、

山梨、【メネット】福島（多）、【ビジター】木原洸、大

野貞次、河原崎和美、篠原文恵、鳥越成代（東京西）、権

藤徳彦（東京コスモス）、佐藤茂美（東京）、村田榮、村

田紀美子（那須）、100％。ＹＹ指数 320% 

 

     ９月 第二例会 報告          
 9 月 10日（水）15時 35分～16時 15分 
 ＹＭＣＡ南センター 3 階ホール 

１、10/11 の東新部部会に村野、村野（絢）、根本が出席、

なお、近隣の経堂北教会と、経堂緑岡教会に部会のチラシ

と、部会の第 2部記念講演の聴講を奨める案内を郵送する。

２．沖縄ＹＭＣＡ車両購入支援依頼に 1万円献金する。 

3．10/18～19妙高バスツアーに中田参加予定 

4．卓話者（10～12月）の確認。 

出席、中田、根本、福島、村野繁、村野（絢）、福島（多） 

 

リーダーズキャンプ感謝・報告 
9/2～3、「Come  on！ぼくらの仲間たち！」という狙い

のもと、夏のキャンプを終え、夏の最後に楽しもう！南セン

ターのリーダー達とたくさん関わりを！という事で、今年も

川井キャンプ場へ行ってきました。天候にも恵まれ、川では

石切り、大きな岩からのジャンプ、石積みなど遊びを思いつ

き周りに 広げながら楽しく過ごしました。その後は、各グ

ループに分かれて、ゲームをしたり、スキルアップのため火

付けから自分達で行ってパエリヤ、中華丼などキャンプとは

違う野外炊事にチャレンジをしたり、互いに声を掛け合いな

がら協力して美味しいご飯を作りました。夜は大きな火を焚

いてキャンプファイヤーを囲み、今年の夏の事をみんなで振

り返りました。夏を終えそれぞれに想いがあり、火を見つめ

ました。すごく、私にはその時間が心地よく、南センターの

リーダーで良かったなと改めて実感しまし た。２日間を通

して、普段あまり関わらないリーダーとも関わりを持つこと

ができたり、更に仲を深めたりととてもいい時間でした。ワ

イズメンズクラブの方々にもご支援をいただき、本当にあり

がとうございました。これからも南センターで素敵な仲間達

と一緒に頑張ります！  田邊京花（パレットリーダー） 

 
 ＤＢＣニュース ＜姫路クラブとの交流会＞ 
           村田栄・紀美子（那須） 

 9/21（日）平成の修理が終え、白くなりすぎた姫路城を

見ながら食事のできるイーグレ・ミレで、姫路クラブのメン

バーとクラブＯＢ、それに姫路グローバルクラブの有志と共

に昼食をとりながら交流の時を持ちました。私たちから、那

須での生活の報告と、那須クラブが２０周年を迎えるにあた

って、姫路クラブと東京目黒クラブとのクラブにとって無理

のないDBC を締結したい田村会長の意向を伝え、那須クラ

ブの現状の報告をしました。姫路クラブ、姫路グローバルク

ラブの現状と、OB の皆さんの報告を聞き、皆さんの活躍ぶ

りに私たちも元気を与えていただきました。会の前後には姫

路 YMCA（太子キャンプ場）を訪問し、八杉総主事が元気

に活躍の様子と、大家さんの元気な様子を伺うことができま

した。この会を計画していただいた姫路クラブの山本会長に

感謝申し上げます。 

 

東京ＹＭＣＡ国際協力一斉街頭募金に参加しました 

9月6日（土）ＪＲ渋谷駅前で恒例の

国際協力街頭募金が行われたので、

目黒クラブからも村野会長と、福島

宣子が参加しました。会員、園児、

学生、ボランティアリーダー、ワイズメンなど154人が一斉

に呼びかけを行い、213,392円が寄せられました。この募

金は、バングラデシュＹＭＣＡが行う教育支援活動など、Ｙ

ＭＣＡが行う国際協力活動に用いられますが、今年は特にパ

レスチナ自治区ガザＹＭＣＡの支援活動のために10万円を

送金されます 

 

V  ヽ



 

佐藤茂美ワイズ （東京） 

 南センターのお部屋がペンキ塗りで美しくなり感謝です。

木原さんのお話をたのしみにお伺いしました。 

 

権藤徳彦ワイズ （東京コスモス） 

 村野絢子さん謹製の“デビルパイ”ご馳走さまでした。大

変美味しく頂きました。たくさんのビジターの参加で、楽し

い午後の例会に参加出来て感謝でした。木原さんの卓話、バ

ングラディッシュでの船舶の解撤の現場や、ソマリア沖の海

賊の背景など考えさせられるお話でした。 

 

中田清子ワイズ 

「海と環境」どんな卓話なのか？と興味津々でした。船舶

と云えば大型船のタンカーや、世界一周の旅をする郷華客船

（パンフレットで拝見して出るのはため息！）を思い浮かべ、

海上で環境問題をどの様にして防いでいるのか？初めて伺

うお話しでした。木原さんの専門家としての豊富な知識と話

術の巧みさに引き込まれて楽しい時間を与えて戴き且つ、知

ることのお裾分けを戴き感謝でした。有難うございました。 

 

根本幸子ワイズ 

 「海と環境」と言う非常に面白く、有益な話でした。私に

はまだまだ、判らないことばかりで、海洋汚染や、大気汚染

が、いかに進んでいるかは知りませんでした。いろいろと考

えなければと、つくづく思いました。 

 

村野絢子ワイズ 

東京西クラブの木原さんが、国の内外でエネルギッシュに活

躍されたお仕事の内容をお聞きしました。船舶による環境汚

染も、地球全体を視野に入れて考える問題，地球市民が安全

安心に暮らすには貧困という大きな問題につながる事を改

めてお教えいただきありがとうございました。 

 

村野 繁ワイズ 

海洋汚染の話を聞いていて、サハラ砂漠とゴビ砂漠を思い

出しました。両者とも当時のエネルギー源として森林を伐採

した結果なのですね。いまアマゾンで資源確保と作物確保の

ため森林は消えて畑地になりました。人類の文明とは自然破

壊と環境汚染が必ず起きるのですかね。 

 

福島 正ワイズ 

 7 月末に心筋梗塞で緊急手術を受けられ無事に“生還”さ

れた木原さんを卓話者に迎えました。退院後も心臓のリハビ

リを続けておられると伺い心配でしたが、元気なお姿と、ハ

リのあるお声と感銘深い内容に感動しました。 

 

                     

ＹＭＣＡニュース               
             （山梨雄一）           
秋はイベントの多い季節ではありますが、南センターも年に

一度のビッグイベントである 10月 26日（日）開催の南セ

ンターバザーの準備がいよいよスタートを致しました。今年

度のバザー実行委員長には、保坂天蒼くん（てんぐリーダー）、

副実行委員として山田真由さん（サーフリーダー）、渡辺桜

子さん（ぐーリーダー）と若きボランティアリーダー、ワイ

ズメンズ、メネット、会員、スタッフとが協働してのイベン

トとなります。益金の使途については東日本震災復興支援募

金ならびにボランティアリーダー養成募金とさせて頂きま

す。ご協力を頂ける方はぜひ南センターまでご連絡をお待ち

しております。 

＜南センタースケジュール＞ 

10月  7 日（火）ウィンタープログラムリーダー 

キックオフミーティング（山手） 

10月 21日（火）南コミュニティー活動委員会 

10月 25日（土）バザー準備日 

10月 26日（日）南コミュ二ティーセンターバザー 

（11時 30分オープン 15時 30分終了） 

11月 1 日（土）～3日（月）リフレッシュキャンプ 

こひつじキャンプ（山中湖） 

 

■第 672回東京ＹＭＣＡ午餐会■ 
 

【卓話者】北城 恪太郎氏 （国際基督教大学理事長） 

【テーマ】「経営者としての社会貢献」 

【日 時】10月 27日（月）12：00～13：30 

【会 場】東京大学ＹＭＣＡ（南北線 東大前駅 0分） 

【参加費】 3,000 円 （食事なし 1,500 円） 

【概 要】 経営者は社会貢献として若い企業家を支  

援すべき、と発信する北城恪太郎氏。多忙なスケジ

ュールの合間には中学校で講演し、得意なことを伸

ばしチャレンジしていこうと、若い人たちにエール

を送っています。経営者であり、また大学理事長で

もある同氏に、次世代育成へのビジョンを語ってい

ただきます。 

                                

８月の電気使用量を 
東新部、松香光夫地域奉仕事業主査に報告しました。 

（7 名 100%参加） 
2013年=2,313kwh   
2014 年=2,217kwh  差し引き▲96kwh 
 

使用済み切手を 
9/8、切手センターのフクオさんに 
国内 4.515kg ＋ 海外 70g 届けました。 

 

プルトップを 
9/24、東日本区事務所へ 1.350kg 届けました。 
 

                      
    １０ 月 の う た                       
                                         
今月はＤＢＣの姫路クラブ菅原好紀さんが選ばれた歌です。 

「旅愁」犬童球渓(いんどうきゅうけい)作詞・オードウェイ作曲 
更け行く秋の夜、旅の空の、 

わびしき思いに、ひとりなやむ。 

恋しやふるさと、なつかし父母、 

夢路(ゆめじ)にたどるは、故郷(さと)の家路(いえじ)。 

更け行く秋の夜、旅の空の、 

わびしき思いに、ひとりなやむ。 

 

窓うつ嵐に、夢もやぶれ、 

遥(はる)けき彼方(かなた)に、こころ迷う。 

恋しやふるさと、なつかし父母、 

思いに浮かぶは、杜(もり)のこずえ。 

窓うつ嵐に、夢もやぶれ、 

遥けき彼方に、心まよう。 


