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クラブ会長
村野 繁（東京目黒） 50 周年を迎えて再出発
東新部部長
伊丹一之（東京むかで）ワイズの良さを発信しよう
東日本区理事 渡辺 隆（甲府）原点に立って、未来へステップ
アジア地域会長Ｅdward Ｋ.Ｗ. Ｏng（シンガポール）愛をもって奉仕しよう
国際会長
Ｗichian Ｂoonmapajorrn（タイ） 信念のあるミッション

今
月
ＢＦ ブラザーフッド・ファンド
の
ＢＦ代表や国際役員の公式旅費のための基金
メネット ワイズメンのパートナー
聖
絵本を贈る活動・東日本大震災被災地への支援・ 句
３月の強調月間

わたしたちは見えるものではなく、見えない
ものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去り
ます見えるものは過ぎ去りますが、見えない
ものは永遠に存続するからです。
コリントの信徒への手紙 Ⅱ 4 章 18 節

国際事業への強力・

卓話者紹介
３月
会場

日時
会場

（ふじい

本例会

3 月 9 日(水)13 時 30 分～15 時 30 分
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

3/7（月）までに福島書記 03-3371-2122 へご連絡ください

司会
開会点鐘
会長
ワイズソング
聖書朗読・ひと言・お祈り
ゲスト・ビジター紹介
会長
ティー・タイム
ＹＭＣＡ報告
主事
卓 話「全国リーダー研修会報告」
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山梨雄一

藤井竜大リーダー

おめでとう（誕生日・結婚記念日）
みんなで唄おう ♪ちょうちょう ♪

閉会点鐘

藤井

一

会長

同

村野 繁

山梨雄一／選

竜大さん
たつひろ）

現在大学 3 年生、小学
生を対象とした定例野
外グループ活動「冒険
くらぶ」のリーダーと
して 3 年間活動をして
くださっています。男
性リーダーらしく、逞
しさと優しさを兼ね備
え、子ども達からも人
気のあるリーダーです。
昨秋行われた全国リ
ーダー研修会へ南セン
ターより派遣され、同世代の仲間達との交わりで更
にリーダーとしての責任や考えに刺激を受けられ
たようです。これからの活躍に期待をしているリー
ダーです。

２月例会記録
在籍会員数
(内・功労会員数)
メーキャップ

5名
(1 名)
1名

メン
メネット

4名
1名

ビジター

9名
1名

出 席 率

100%

ゲスト

ＹＹ指数

300%

本例会出席者数

（姫路クラブ）

15 名

9 日 菅原妙子さん

（那須クラブ）
お誕生日おめでとう
13 日 田村修也さん

結婚記念日おめでとう
15 日山本和生・聡子さん

（目黒クラブ）

6 日山梨順子さ

Ｆ

第二（事務）例会
3/9 本例会に引き続き行います

6 日（土）分科会報告、エクスカーション
7 日（日）聖日礼拝、ユースコンボケーション報告
閉会式

これからの

今月の強調月間
ＢＦ
Ｂrotherhood Ｆund の略称で、使用済みの切手
を集めて換金し、メンバーの国際交流資金を作る国際
的事業です。
国際から旅費を支給され他地域を訪問する代表者
をＢＦ代表といい、フルグラント(全額補助)と、パー
シャルグラント(一部補助)の 2 種類があります。
メネット
ワイズメンの夫人をメネットと呼びます。ワイズメ
ンズクラブの活動支援の他、独自の社会奉仕活動を行
っています。ちなみにワイズメンの子供はコメット。

6/4(土)～5(日)
長野市若里市民文化ホール ＆ ホテルメルパルク
大会主題「ワイズにひかれ、善光寺
～ 原点に立ち、未来の扉を開こう ～」
ホスト：長野クラブ
登録費：メン 17,000 円 メネット 16,000 円
ユース 8,000 円 コメット 5,000 円
プログラム
4 日(土) 年次代議員会、メネットアワー、
担当主事会、 ユースの会
オープニングセレモニー、
バナーセレモニー、開会式
東日本区アワー（Ⅰ）
晩餐会、フェローシップアワー
5 日(日) 早朝散歩、聖日礼拝
東日本区アワー（Ⅱ）
閉会式
エクスカーション
Ａ＝神話とそばの里／戸隠参拝の旅
4,000 円
Ｂ＝真田丸ドラマ館／大河ドラマ巡り 5,800 円
Ｃ＝善光寺と宿坊で精進料理／ガイド 3,500 円

第 72 回国際大会は台湾です
8/4 (木)～7(日)台北市フォルモーサー
ＩＣＣＣ 藤井寛敏氏（東京江東）
ＨＣＣＣ チュン・ミン・シャオ氏
登録費：4/30 まで

ＵＳ450＄.

4/30 以降

ＵＳ500＄

プログラム
4 日（木）開会式、国際会長交代式
講演会、国際会長主催晩餐会
5 日（金）国際書記長報告、分科会、台北散策
晩餐会

事

予

定

3/05(土)～6(日) 東日本区次期会長。部役員研修会
3/09(水) 東京目黒クラブ本例会&第二例会
（南センター ２階会議室
4/13(水) 東京目黒クラブ本例会&第二例会
（南センター 2 階会議室）
4/16(土) 第 3 回東新部評議会
5/13(水) 東京目黒クラブ本例会&第二例会
（南センター 2 階会議室）

２月

〜長野へ行こう〜
第 19 回東日本区大会 ご案内

行

本例会

報告

2 月 10 日（水）13:30～15:15
YMCA 南センター 3 階ホール
今月は、部長の第二例会
公式訪問に合わせ東新
部役員も本例会から出
席してくださるので、会
場を３階ホールにした。
15 名用の席設営は本間
君（大学院生）と太田さ
んにお世話になり感謝。
村杉克己さん（東京北クラブ）は、ブリテンで詳し
く紹介されているので話すことが無いと仰りながら
卓話がはじまった。初めて勤務した会社・シャープで
は家電製品販売を担当した。同じ教会員だった一榮さ
ん(メネット)と結婚する時に会社を辞め、一榮さんの
実家「斉藤工芸」を手伝うことになった。そして前職
とは業種が全く異なる、優勝カップ、パネル、プレー
ト、賞状等を扱う仕事をしてこられた。
小学生の頃から通っている浅草教会には、日本区理事
を務めた叔父の抱井五郎さんも在籍。彼から『友達が
大勢できるぞ／社会勉強ができるぞ／人のために働
けるぞ／ちょっとお金はかかるが』と勧められて
YMCA に入会し、さらにワイズに関わる道が与えら
れた。飛行機が怖いため海外旅行はしないが、国内で
開かれた国際大会やアジア地域大会には参加する。当
然日本区大会、東日本区大会、部会に出席し、皆さん
ご存じのワイズ物品部の販売をしている。
東京北クラブは興望館のサポートもしている。地域社
会活動や町内会の分別資源集め役員も務めるが、鎮守
の神社寄付はクリスチャンゆえに見合わせる、と。
毎年発行される東京 YMCA 会員証を収集した４０数
枚を持参され拝見した。また、ワイズ名簿やワイズ読
本に精通／活用しておられ、「自分と同じ誕生日７月

＜2016.2.10 本例会と第二例会の合同写真＞
後列左より：細川次期部長、神保主査、権藤監事、
村田紀美子、佐藤監事、村田、村野絢子、太田主査、
井川、福島多恵子、本間、吉田
前列左より：森本書記、伊丹部長、村杉、村野(会長・主査)、
福島、中澤、根本、

—

—

—

—

—

—

—

（２頁から続く）
３１日生まれのワイズが 12 人／自分と同名のワイズ
は７人いる」など、その博識ぶりを披露くださった。
卓話の前に、ワイズソングを一同で斉唱、司会者の村
野絢子さんが聖書朗読と朗読箇所にまつわる一言に
続き、村野会長がゲスト、ビジターを紹介し、ティー

タイムを楽しむ。村田榮さんは、那須クラブ資金募金
のためコンブ販売を、中澤さんは liby のチャリテーコ
ンサートのＰＲと前売券への協力要請された
本例会終了間際に、4 名（部長と主査）が第二例会
に出席のため見えたので、2 月の歌「冬の夜」を省略
して慌ただしく閉会点鐘、集合写真で幕を閉じた。
出席者【目黒】根本、福島、村野繁、村野絢子、【メ
ネット】福島多恵子、
【ビジター】村杉克己（東京北）、
佐藤茂美（東京）、太田勝人（東京世田谷）、権藤徳
彦、井川重夫（東京コスモス）、吉田明弘（東京西）、
中澤正子（東京たんぽぽ）、村田榮、村田紀美子（那
須）、【ゲスト】本間匠、計 15 名、出席率 100％。
ＹＹ指数 300%、
山梨主事はメーキャップ（社体専のスキー授業指導出
張）。

２月第二（事務）例会

報告

2 月 10 日（水）1525～16:25
ＹＭＣＡ南センター 3 階ホール
① 1/9 在京クラブ会長会に村野会長が出席した
② 1/9 在京クラブ合同新年会に根本、村野繁、村野
絢子が出席した。
③ 卓話の予定
3/09 藤井竜大くん（南センター・リーダー）
4/13 伊藤幾夫さん（東京コスモスクラブ）
5/11 小山久恵さん（東京サンライズ）
6/08 評価会
（卓話者なし）
伊丹部長から 2016.1/1 半年報＜東新部 99 名で
±0＞、仮称多摩センタークラブの設立状況、2/6 フ
レシュセミナー実施報告、2/20 東京センテニアル
10 周年記念会の予告、東新部報第 4 号作成中の諸報
告があった。その後、各主査・監事からそれぞれ所管
について報告された。中でも東京目黒クラブの現状に
ついて多くの関心が寄せられ、目黒クラブらしい会員
増強の方策に意見が集中した。出席者【目黒】根本、
福島、村野繁、村野絢子、福島多恵子、【キャビネッ
ト】伊丹部長、細川次期部長、森本書記、佐藤監事、
権藤監事、神保地域奉仕主査、太田会員増強主査、村
野国際・交流主査（前出）計 12 名

東新部フレシュワイズセミナー
入会３年以内のメンバーを対象にセミナーを東新
部で主催していますが、在京のクラブにも呼びかけよ
うと、ドットワイズのネットワークも使い他部のクラ
ブにも呼びかけました。その結果、東京クラブから亀
井大輔さん、信越妙高クラブから村上絢子さん、関東
東部千葉クラブから徳永浩一さん、湘南沖縄部横浜ク
ラブから大高治さんが参加しました。残りはベテラン
メンバー１５人で計１９人が参加しました。

２月６日(土)13 時半〜17 時に開催、講師は東日本
区直前理事田中博之さん(東京)と東京 YMCA 副総主
事菅谷淳さん、フリートーキングの進行を伊藤幾夫さ
ん(東日本区 LT 委員長)が務めました。パワーポイン
トを使った分かり易い解説や、特に菅谷淳副総主事は
埼玉 YMCA に出向していたときワイズの人と共同活
動をしていたのでワイズに理解のある説明で好評で
した。フリートーキングでは、「略称英語」が多用さ
れフレッシュメンバーには内容が分からないと指摘
がありました。私は在京会長会でこのセミナーを主催
したらどうかと考えました。 （村野繁）

伊丹一之ワイズ（東新部部長 東京むかで）
東京目黒クラブは昼間の例会を前面に出して高齢
者を取り込むアイデアや、アジア大会や国際大会をタ
ーゲットに海外旅行を楽しみたい人を取り込むアイ
デアなど、考えられそうですが、いかがでしょう。
権藤徳彦ワイズ（東新部監事・東京コスモス会長）
午後のひとときを根本さんと、その逞しいお孫さん
にもお会いできた楽しい例会に参加させて頂き感謝。
引き続き第二例会にも部長に随行して出席します。
太田勝人ワイズ（会員増強主査・東京世田谷）
東京目黒クラブ例会に早めに来たら、根本さんのお
孫さんを紹介され、早速 3 階の会場設営を手伝っても
らいました。4 月から日立に入社が決まり重電のター
ビンを担当とのこと。将来、ワイズへのご入会をお待
ちしています。
井川重夫ワイズ（東京コスモス）
“ ワイズメン 寒さ けとばし

陽の笑う ”

根本幸子ワイズ
主人が天国へ旅立って早や 7 ケ月、ワイズの皆さま
に支えて頂き、なんとか一人で過ごして今日まで参り
感謝しております。これからも頑張っていきますので
よろしくお願いいたします。
村野 繁ワイズ
杉村克己さんの話は YMCA 活動、ワイズ活動がそ
の人の人生に大きな影響を与えているサンプルみた
いな話で感激しました。

福島 正ワイズ
目黒クラブとしては珍しく 15 名の出席者となった
2 月例会。太田さんと若い本間君のお陰で 3 階ホール
に会場を設営していただき感謝でした。

ＹＭＣＡニュース
（山梨雄一）
１月 23 日～24 日にて幼児を対象とした雪遊びキ
ャンプ「それいけ！ゆきんこレンジャー」を実施致し
ました。58 名の年少～年長の子ども達が参加をし、
雪に囲まれた尾瀬高原での 1 泊 2 日、そり遊びや雪
上運動会、かまくら作りなどを楽しみました。宿泊が
初めての子ども達も大きなお風呂にみなで入ったり、
お布団を敷いたり、荷物整理をしたりと一生懸命、
「出
来ることは自分でする」という姿が多く見られました。
2 月 22 日付にて 3 名の新規会員登録（窓口：南セン
ター）を頂きました。かつて目黒 YMCA にてメンバ
ーとして、またリーダーとして活動をされた OB の方
で、今回、ご家族での入会です。引き続き南センター
では、YMCA 運動の魅力と必要性をご理解頂き、一
人でも多くのファンを増やしていけるように会員増
強に向けての取り組みを推進していきます。
■YMCA 南センター・今後のスケジュール
3/13（日）南センター国際協力・東日本震災復興支
援街頭募金活動
15:45～16:30 小田急線経堂駅前バスロータリー
15:45～16:30 東急東横線田園調布駅 駅前広場
3/14（月）南センター卒業リーダーを祝う会
4/3（日）ASCA クラス合同講師会（西東京センター）
4/10（日）野外グループ活動体験プログラム
（あおぞらデイキャンプ・おひさまデイキャンプ）
4/14(木) 第 26 回チャリティーゴルフ大会
4/19(火) 南コミュニティー活動委員会
（19：00～21：00）
5/28（土）東京 YMCA 会員大会

３ 月

の

歌

ＤＢＣ姫路クラブ大西一也さん選曲

「ちょうちょう」

作詞：野村秋定／スペイン民謡

ちょうちょう ちょうちょう 菜の葉にとまれ
菜の葉に飽(あ)いたら 桜にとまれ
桜の花の 花から花へ
とまれよ あそべ
あそべよ とまれ
おきよ おきよ
朝日のひかりの
ねぐらをいでて
あそべよすずめ

ねぐらのすずめ
さしこぬさきに
こずえにとまり
うたえよすずめ

あとがき
2/14に春一番の強風が吹き荒れたり、気温が23℃
の5月陽気になったかと思えば、翌日には一気に10℃
下がるほど極端な天候が続き、体調維持には苦労させ
られます。3月ひな祭りの華やかさ、そして穏やかな
春の到来が待たれる今日この頃です。（福島正）

