
卓話者 佐野 守（さの まもる）さん 
1986年東京西クラブ

に入会、1989～91年

東京西クラブ会長、

1995～98年日本区

会計、1996～97年東

京西クラブ会長、

2002年東京グリーン

クラブに転会、2004

～05年東京グリーン

クラブ会長、2005～

06年東日本区会計、2006～07年関東東部国際・

交流事業主査、2008～09年関東東部部長、2012

～13年東日本区ＬＴ委員長、1969年日本ＹＭＣ 

Ａ同盟認定体育リーダー、1972年東京ＹＭＣ

Ａ体育リーダー会議長、2000年東京ＹＭＣＡ

会員活動運営委員会委員長。このように体育事業

にも造詣が深く、その上、早くから障害者スポー

ツにも関わっておられます。 
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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 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） 

 

３月の強調テーマ  
 
今 
月 
の 
聖 
句 

 

あなたがたは、キリストを見たことがないの
に愛し、今見なくても信じており、言葉では言
い尽くせないすばらしい喜びに満ちあふれて
います。それは、あなたがたが信仰の実りとし
て魂の救いを受けているからです。 
       ペテロの手紙Ⅰ：１章8～9節  中田清子／選 

ＢＦ・メネット 
 
 

 

 

３月 本例会  
日時 3 月 12 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 
 3/10（月）福島書記 03-3371-2122 までにご連絡ください 

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・ひと言 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 江尻主事 

報    告「 障害者とスポーツ」 

東京グリーンクラブ 佐野 守さん 

おめでとう（誕生日・結婚記念日）  

みんなで唄おう「 うれしいひな祭り 」 一  同 

閉会点鐘             会長 村野 繁 

                      

 2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  

  9 菅原妙子さん   ありません 

            

                

      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 

 

0 名 累計  1。2kg  

 

 

 メーキャップ      0 名 

 

ビジター 6 名                          

出 席 率 100% ゲスト 

 

1 名 プルトップ 

    12.3Ｋg 

  

 

 

 

ＹＹ指数 260% 本例会出席者数   13 名 累計  38.1kg 

 

クラブ会長   村野 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 



↓ 2014.2.12 東京目黒クラブ本例会 集合写真 

 
第二（事務）例会           
         3/12 本例会に引き続き行います。      

                                

今月の強調テーマ 
３月はＢＦ・メネット 

ＢＦ       東日本区 国際・交流事業主任 
       石丸由理（東京武蔵野多摩） 

 ＢＦ代表や、国際・地域役員の公式旅行の費用に充てるた

めに全世界のワイズメンによって積み立てられる基金です。 

東日本区の目標： メンバー一人当たり 2,000 円 
国際への目標金額：18,000ＣＨＦ 

 

 

メネット      東日本区メネット事業主任 
村杉一栄（東京北クラブ） 

それぞれのクラブではメネットとして参加、活動して 

いるが、メネット会が無いという状況です。考えられるのは

メネットの高齢化、自分のクラブだけで充分ですということ、

女性メンバーが増え、メネットで活動していた人もメンバー

になっていろこと等が挙げられますが、永年ワイズメンと共

に、日本のワイズ運動の一翼を担ってきたメネットの力・働

きを、もう一度考える時期ではないかと思います。、 

 
■ 東日本大震災３周年礼拝 ■ 
今、ともに祈る 

 ― 明日のいのちのために ― 

東日本大震災から３年。今、多くの方とともに祈り、復興に

向けた次なる一歩を踏み出したいと思います。どなたでもご

参加いただけます。お誘い合わせの上、お越しください。 

3 月 9日（日）14時 45分～ 

東京ＹＭＣＡ山手コミュニティーセンター１階ホール 

◆◆第１部 東日本大震災三周年礼拝◆◆ 

 メッセージ： 野田沢牧師（学生キリスト教友愛会ＳＣＦ） 

 ＊14：46に黙祷を捧げ、祈りを合わせます。 

◆◆第２部 復興支援活動報告とゲストのお話◆◆ 

 ・映像で見る被災地とＹＭＣＡの復興支援活動 

 ・ＹＭＣＡ石巻支援センターの現場からゲストとして、石

巻の仮設住宅にお住まいの西村富子さんをお迎えします。 

 ・福島の子どもたちの今 

 ・ユースボランティアが体験したこと 

 
                     
これからの 行 事 予 定         
                       

3 月 

6 日 東新部部則検討委員会 

8 日 東日本区次期会長・部役員研修会（東陽町センター） 

9 日 街頭募金 経堂駅前   14:30～16:30 

        田園調布駅前 16:15～16:45 

9 日 おひさまグループ・リーダー会（田園調布幼稚園） 

12日 東京目黒クラブ本例会と、第二（事務）例会 

        卓話 佐野 守さん 司会 中田清子 

15日 ＢＦ切手・プルリング納期 

29日 東新部次期クラブ役員研修会（東陽町センター） 

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） 

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） 

                                                   

 
２月 本例会 報告 

 
2月 12日（水）13時 30分～15時 00分 

南センター2階会議室 

 

2 月は第二例会が部長

公式訪問になっている

が、目黒クラブは、本例

会に引き続き第二例会

を開くので、本例会から

佐藤部長、太田会員増強

事業主査、櫻井ＬＴ委員

長、藤江あずさ部部長が

出席、那須から遠路はる

ばる村田さんもメネット同伴で出席され、狭い 2階の会議

室にぎゅうぎゅう詰めの状態で開会となった。リーダ－の

報告（卓話）ということで、司会は担当主事の江尻さん。

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を紹介してティータイ

ムに移った。江尻担当主事から年末に南センターが実施し

たスキーキャンプの写真が東京青年 1・･2月号の１面を飾

っている紹介や、春のスキーキヤンプの受付が 2月 4日か

らはじまっていることなどＹＭＣＡ活動報告を伺った。 

卓話者に迎えた寺山綾香さんは立教大学 2年生で、南セ

ンターのリーダーとして 2年目、定例活動は幼児の「おひ

さまグループ」リーダーとして参加。月 1回の野外活動を



実施している田園調布地域の子どもたちのため、毎週リーダ

－会を行い、毎回ノートに記録している様子や、幼児たちの

野外活動状況も画像に収め、ＩＴを駆使してスクリーンに映

写して説明された。おひさまグループは幼稚園で出来ない活

動を心がけている。また、幼稚園の教師とリーダーは違う目

線で幼児と接している事などを含め、パソコンの技術と、周

到な準備にたっぷり時間をかけて今日の報告に臨んでくれ

た寺山リーダーの努力に精一杯の感謝を贈った。報告の最後

は、昨年 8/30～9/1 富士山ＹＭＣＡで行われたユースボ

ランティアリーダーズフォーラムに参加した感想として、広

大な敷地の会場で東日本にあるYMCAブランチから集合し

た 34人の新米リーダーと横浜 Yのスタッフ、カウンセラ

ーと過ごし、各地の Yのリーダーの話が聞けて、横のつな

がりを心強く感たこと。YMCAの知識も増えたことがこれ

からのリーダーのやりがいに繋がったこと、浅羽ワイズ（山

手）の「基調講演・Weeing になるために」等を語られた。 

このＹＶＬＦの経費は、各クラブからの 2万円と、東日

本区特別会計からの支出で賄われる。参加者も各自 2,000

円を自己負担することになっていると櫻井さんから説明が

あった。この他、南センターのリーダー会の動きなど、出席

者からの質問が相次ぎ活発な質疑応答がなされた。藤江さん

から 3/8 開催の東京 YMCA"liby"支援『リビーチャリティ

ーコンサート』協力要請のアピールがあった。太田さんから 

昨年４月ハワイでKaimuki Club の 50周年記念式典にて

お会いしたGardena Club（アメリカ、カリフォルニア州）

の会員で、かつ元国際会長など色々な役職を歴任されてこら

れた Jim Mueller さんが１月12日に逝去された報告を伺

った。ＤＢＣの姫路クラブが選んだ「雪の降る街を」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、【ビジター】佐藤茂美（東京）、太田勝人（東京

世田谷）、櫻井浩行（東京むかで）、藤江喜美子（東京た

んぽぽ）、村田榮・紀美子（那須）、【ゲスト】寺山綾香、

計 13名、出席率 100％。ＹＹ指数 260% 

 

                         
   ２ 月 第二例会 報告          
                     
2 月 12日（水）15時 10分～16時 00分 

南センター2階会議室 

▼3月例会の卓話は、 佐野 守さん 司会 中田清子 

▼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。 

▼2/1（土）に実施された東新部フレシュシュワイズセミ

ナーの報告が櫻井東新部ＬＴ委員長からあり、新人だけで

なく部全体の研修が必要で評議会と別に実施したい。また、

長澤弘部書記から区大会で発表するクラブ報告に２話題と

写真２枚を用意するように要請された。佐藤茂美さんから

は東新部の現状について部長報告があった。 

当日の配布資料①理事通信 8号、②東新部報 44号、③Ｙ's

Ｍen’s Ｗorld、④南センタースプリングプログラム2014 
出席＝江尻、中田、根本、福島、村野繁、村野絢子、佐藤

茂美部長、長澤弘（東京）、櫻井浩行（東京むかで）、太

田勝人（東京世田谷）、計 10名 

東新部フレッシュワイズセミナー 
 2 月 1日(土)1３時～1７時 30分  山手センター 

 東新部 LT 委員会主催で各クラブに入会して3年未満の

ワイズ９名に、ベテランワイズを加えて 22名の参加でした。  

 
司会は東新

部会員増強

事業主査太

田勝人次期

東新部部長

が務めまし

た。講師は

第一部[ワ

イズメンス

クラブとは]次期東日本区理事田中博之ワイズ、第 2部は[切

手集めと RBM]村野繁が務めました。第3部は[YMCAと

は]東京 YMCA会員部委員長小原武夫ワイズです。 

田中氏はパワーポイントで YMCAを支援するワイズを

1844年ロンドンに生まれた YMCA、1920年にアメリ

カ・オハイオ州トレドで生まれたワイズメンズクラブ、それ

が 1922年に国際協会を設立、日本は 1928年に大阪クラ

ブが設立され、東日本区では 1930年に横浜クラブが国際

協会に登録された。以降会員数の推移、東新部の現況の報告

のあと、30項目の例会チェックリストを解説してもらいま

した。 

BFはアメリカで国際大会に海外の会員を呼ぶために使用済

み切手を売って資金集めから始まり、当初はビショップファ

ンドと称していた。現在の BF資金で海外のクラブ訪問する

BFグラントのプログラムにも使われている。東新部から林

茂博、私、佐藤謙蔵ワイズがフルグラントでアフリカ、カナ

ダ、南米に出かけています。RBMは UGPの第二期の事業

で 2015年まで行われます。アフリカでは 5歳以下の幼児

が年間300万人マラリアで亡くなっています。予防のため、

殺虫剤練りこみの蚊帳をユネスコ、赤十字、YMCAと協働

して配布しています。ワイズの担当はケニアです。配布され

ている蚊帳を展示してアピールしました。 （村野 繁） 

 

                        

Stop  ＨＩＶ/ＡＩＤＳ   columu    
                          

感染が拡大し続ければ、社会的な損失が危惧されます。 

2012年に東京都では、エイズ患者・HIV 感染者合わせて

461件の届出がありました。エイズ患者・HIV 感染者の約

9割が日本国籍の男性です。HIV 感染者はこれから社会を

担っていく 20代、30代に多いのに対して、エイズ患者は

30代から40代の働き盛りの年代に多く報告されています。

より早く医療機関受診につながれば、適切な医療を受けるこ

とができます。早期に発見し、適切な医療を受けるためにも、

予防を心がけるためにも、検査を受けることは大切なことで

す。保健所や検査室では、無料・匿名で検査を受けることが

できます。※輸血を必要とする方への感染を防ぐため、HIV

検査を目的とする献血は、絶対にしないでください。 



 

太田勝人ワイズ（東京世田谷） 

 卓話者寺山さん（もこず）の体験談を伺えて豊かな気持ち

になりました。年少者のキャンプ生活を共にし、まず参加者

の困ったことに対して“聞く”姿勢に感動しました。目黒ク

ラブの皆さま、有難う。 

 

櫻井浩行ワイズ（東京むかで） 

 久しぶりに目黒クラブの例会に参加させていただきまし

た。ユースボランティアリーダーズフォーラムに参加された

若いリーダーの話、素敵な生き方に、この世もすてたもので

はないと思った。感謝 

 

佐藤茂美ワイズ（東京・東新部部長） 

 寺山綾香さんの報告、大変わかりやすく素敵なまとめで感

謝でした。ワイズがＹＶＬＦの支援をしていることの意義を

覚えました。 

 

藤江喜美子ワイズ（東京たんぽぽ・あずさ部部長） 

 多勢での例会、そして卓話の方が若くて、皆、活気をもら

いました。いろいろ会話が拡がり楽しいひと時を有難うござ

いました。 

 

中田清子ワイズ 

リーダーとしての経験が出来て彼女自身としても良い「人

生の学び」になったと感じた様で、Ｙ’sメンとしても喜びで
ありました。今後の寺山さんの生涯にＹＭＣＡ、そしてＹ’s
メンズクラブを是非お心におとめ置き願いたく思いました。

楽しい語らいのお話し感謝！！ 

 

根本幸子ワイズ 

 2/8 に続いて 2/14の大雪は、あんなに降るとは思って

もいませんでした。あれよ、あれよという間に積もってしま

い、うっかりしていたらドアが開かなくなりそうになったの

で、夜遅く一人で雪かきをしました。翌日の朝も早く起きて

雪かきし、家の周りをやりましたが、あと体の痛いこと、年

は争えませんね。午後から孫が来て、すっかりきれいに雪か

きしてくれて助かりました。雪国の方の苦労がしのばれます。 

 

村野 繁ワイズ 

 久しぶりにリーダーの話を聞きました。YＶLF で他の

YMCAの仲間と交流がもてたことはこれからの活動、人生

に幅が持たれたと思います。私が YMCAの会員であった時

のワイズメンの捕らえ方は会員とは身分が違うなと思って

いました。そんな雰囲気が今でもあるのではないかと危惧し

ています。 

 

福島 正ワイズ 

 江尻主事の話によると、ＹＭＣＡで奉仕するリーダー達は、

アルバイトしたい時間をボランテアとしてＹＭＣＡで奉仕

しているが、リーダー会に出席する交通費などを含め、個人

負担が年間約７万円にもなると言う。貴重な経験を得るにし

ても費用負担が少しでも軽減されればと思っています。 

 

                     
ＹＭＣＡニュース               
               （江尻明子）                                    
それぞれの定例活動の年間最後のプログラムが終わろう 

としています。子どもたちも年間のかかわりの中で変化をし 

ましたが、リーダーたちも様々な変化があります。 

この春、10名のリーダーが大学を卒業します。社会人に 

なる人、学生を続ける人とそれぞれですが、ひとつの区切り 

として一度、送る会が YMCAで行われます。YMCAへの 

関わり方の形は変化しますが、これからの南センターを支 

えてくれる大きな力であることは間違いありません。 

最後の春キャンプまで力を尽くして、翌日から新たな道が 

スタートする彼ら、そして 4月から新しくボランティアと 

して関わり始める人がいます。たすきをつなぎながら、活動 

を続けていければと願っています。 

▼スキーキャンプ 

 26～30日<4 泊 5日> 志賀高原 小１～小６年生 

26～29日<3 泊 4日> 志賀高原 年中～小２年生 

▼南センタースケジュール 

  3 月 1日（土）春リトルキッズスキーキャンプ打合会 

  3 月 2日（日）春チャレンジスキーキャンプ打合会 

  3 月 3日（月）～3月 5日 
      春スキーキャンプ現地下見兼トレーニング 

 3 月 9日（日）幼児定例野外活動 おひさま・あおぞら 

        3 月例会 

        中高生野外活動 アドベンチャークラブ 

        3 月例会 

 3 月 13日-16日 春実技リーダートレーニング 

 3 月 20日 卒業リーダーをお祝いする会 

 

                      
    ３ 月 の う た                       
                                         

今月は、中田清子さんが選ばれた歌です。 

「うれしいにな祭り 」サトウハチロー作詞・河村光陽作曲 
あかりをつけましょ ぼんぼりに 

お花をあげましょ 桃の花 

五人ばやしの 笛太鼓(ふえたいこ) 

今日はたのしい ひな祭り 

   お内裏様(だいりさま)と おひな様 

   二人ならんで すまし顔(がお) 

   お嫁(よめ)にいらした 姉(ねえ)様に 

   よく似(に)た官女(かんじょ)の 白い顔 

金のびょうぶに うつる灯(ひ)を 

かすかにゆする 春の風 

すこし白酒(しろざけ) めされたか 

あかいお顔の 右大臣(うだいじん) 

   着物をきかえて 帯(おび)しめて 

   今日はわたしも はれ姿(すがた) 

   春のやよいの このよき日 

   なによりうれしい ひな祭り 
 

あ と が き 
▼関東地方に 2度も大雪をもたらした南岸低気圧、そのせ

いで孤立した村落の窮状や、果樹・農作物に大きな打撃を与

えた。▼3月の声を聞いて漸く柔らかな春の陽ざしを肌に感

じている。3年前の 11日、寒かった東日本大震災を覚えて

近くでは、東京コスモスと、東京まちだクラブが町田ＹＭＣ

Ａや地域の社会福祉団体と協働して「希望の旗揚げ」を今年

も実施される。「忘れてないよ」と頼もしきかな。（福島） 

V  ヽ


