
 

  
 卓話者紹介 村杉克己さん 

1973年東京グリーンクラブ
設立時入会のベテランワイズ
メンです。29 歳の時、日本 
区理事を務めた叔父の抱井五
郎さんから『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』との誘い
が YMCA との出会い。その
お陰で 42 年間にわたり全国
への旅ができ、友達・知識が

増えたそうです。1973 年のワイズ入会以来、例会
無欠席。職住同所で例会場にも近い／少々の無理が利
く自営業など有利な条件だからと仰るものの、やはり
それはお気持ちあってのこと。例会日前後は行動予定
に注視し、継続は力と心がけておられる模範的なワイ
ズです。いつも進行役をなさる区役員会夕食会では、
何十人いようと各人の興味や魅力を見つけて上手に
紹介され、面白いスピーチにつなげて行かれる手腕は
見事です。現在、東京ＹＭＣＡ会員部運営委員長。

 
１月例会記録 
 

“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  

          ２０１６年 ２月号 Ｎｏ．５９４ 

 

会   長 村野 繁 Ｅ Ｍ Ｃ 村野絢子 

副 会 長 村野絢子 ブリテン 福島  正（編集） 

書  記 福島 正 ブリテン 村野  繁（印刷） 

会  計 根本幸子 担当主事 山梨雄一 

 ２月の強調月間  今 
月 
の 
聖 
句 

 
 ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、「わたし 
 たちを見なさい」と言った。その男が、何かもらえ 
ると思って二人を見っめていると、ペトロは言った。 
「わたしには金や銀はないが、持っているものをあ 
げよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって 
立ち上がり、歩きなさい。」 

        使徒言行録 ３章 4～ 6 節  村野絢子／選 

ＴＯＦ 
Ｔime of Ｆast（断食の時） 

例会の食事を抜き、その分の金額を献金 

し、世界の飢餓に苦しむ人々を支援しょ 

うとする奉仕活動です。 

部長公式訪問 

２月 本例会  
日時 2 月 10 日(水)13 時 30 分～15 時 30 分 

会場  会場    東京ＹＭＣＡ 南センター 3 階ホール 
小田急              会費 300 円 ビジター・ゲスト 歓迎 

 2/8（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       会長 村野 繁 

ティー・タイム  

ＹＭＣＡ報告           主事  山梨雄一 

卓 話「 私にとっての 72 年 」 

          東京北クラブ  村杉克己さん 

おめでとう（誕生日・結婚記念日） 

みんなで唄おう ♪ 冬の夜 ♪          一  同        

閉会点鐘              会長  村野 繁 

在籍会員数 5名 

 

メン 

 

5名            （姫路クラブ）   （那須クラブ）   （目黒クラブ）  

 

お誕生日おめでとう  

27 日 八杉美穂さん  12日 村田  榮さん      

               

     

(内・功労会員数) (1 名) 

 

メネット 

 

1 名  

 

  

 メーキャップ         0 名 

 

 

ビジター 4 名                           

出 席 率 100% ゲスト 

 

3 名  

  

 

  

 

 

 

                       

ＹＹ指数 260% 

 

本例会出席者数   13 名  

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 

mailto:meguro-ys@yahoogroups.jp


 

 

 

 

 
  

お年玉切手シート （当選番号） 

   ６９   ９０  
 
東日本区のＣＳ・Ｙサ・ＡＳＦ資金の原資となるお

年玉当選切手シートの提出にご協力ください。 
 友人、知人にも広く呼びかけていただき、たくさん
の切手シートを集めましょう。収集の過程でワイズメ
ンズクラブの良きＰＲにもなります。東日本区事務所
にお送り頂いた切手シートは、ＣＳ献金（一人当たり
目標：1,250 円以上）に加算されます。 
 
 

東新部フレッシュワイズセミナー 

日 時：2 月 6 日(土)１３：３０〜１７：３０ 
場 所：東京 YMCA・山手センター 2 階「STEP」 
電 話：０３－３２０２－０３２１ 
 総合司会 太田勝人 
１３：３０ 開会挨拶  伊丹一之（東新部部長） 
      出席者紹介 太田勝人（東京世田谷） 
１３：４0 卓話(１) 「ワイズメンズクラブ」講師：

田中博之(東日本区直前理事) 
１４：４５卓話(２)「YMCA と会員部」講師：菅谷 淳   
           （東京 YMCA 副総主事） 
     休憩 
１５：５０フリートーキング「YMCA とワイズ」 

司会：伊藤幾夫（東日本区 LT 委員長） 
１７：２０閉会挨拶  櫻井浩行(東京むかで) 
１７：３０懇親会「伊丹亭」 

  つ 
                           

   これからの 行 事 予 定            
                           

2/06(土) 東新部フレッシュワイズセミナー 
               （山手センター） 
2/10(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） 
2/10(水) 各種献金納期（部会計へ）→ 
         → 部会計から区会計へ 2/29 
2/15(月) 後期区費納期（区会計へ） 
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） 
 
                                                                           
 
  １月 本例会 報告 
 
1 月 13 日（水）13:30～15:15 
  YMCA 南センター ２階会議室 

村野会長の小学校時代からの友人という西川喬也さ
ん、畠悦子さんと、東新部会員増強事業主査の太田勝
人さん、常連の村田榮さん夫妻を迎え、狭い会議室は
13 名でいっぱい。嬉しい反面ご不便をおかけした。 
卓話の前に、着席のままワイズソングを一同で斉唱、

司会者の根本さんが聖書朗読と朗読箇所にまつわる
一言、続き、村野会長がゲスト、ビジターを紹介し、
ティータイムに移る。 

この間にＹＭＣＡ報

告を山梨担当主事、多摩

センター地域に新しい

クラブ設立の動向を太

田事業主査から伺う。村

田さんからは、那須クラ

ブ資金募金のためコンブ販売のＰＲがあった。 

 

 卓話は「モンゴルのＹＭＣＡとワイズメンズクラブ
について」、東京武蔵野多摩クラブ会長の宮内友弥さ
んが画像を映写しながら進められた。 
 宮内さんはＹＭＣＡ医療福祉専門学校の門を叩い
たとき校長の山田公平さんと出会ってワイズに入会。
東京武蔵野クラブと、東京多摩クラブが合併した初代
会長を務め、その後アジア地域会計を担当されたので、
アジア地域の現状、6 区の内情、エリアの予算規模、
アジアのエクステンション、エリアと国際の関係、エ
リアの課題と詳しく説明された。 
 モンゴル初のワイズの誕生は、アジア・パシフイッ
クＹＭＣＡ同盟総主事に就任した山田さんに再会す
る縁により、モンゴルにＹＭＣＡを設立する事業に協
力、2014 年 9 月に創立したウランバートルワイズ 
メンズクラブの co-sponsor club となった経緯、親
クラブとしてのかかわりや、支援について、現地のワ
イズ、ＹＭＣＡ活動の様子、charter night の様子及
びメンバー紹介、ユースリーダーとの懇談など、画像
に沿って説明された。前後にモンゴルの国勢、歴史も
詳細にわたって説明された。村野会長夫妻は 20 年前
旅行されたので、当時と現在の比較など楽しく伺うこ
とができ、新しい知識を得、ウランバートルワイズの
発展を祝福した。                                                 
 1 月の歌は、根本幸子さん選曲で「たきび」、近年
街中では「焚火」もできないが昔を思い出して元気よ
く歌った。 
出席者【目黒】根本、福島、村野繁、村野絢子、山

梨、【メネット】福島多恵子、【ビジター】宮内友弥
（東京武蔵野多摩）、太田勝人（世田谷）、村田榮、
村田紀美子（那須）、【ゲスト】西川喬也、畠悦子、
福島宣子、計13名、出席率100％。ＹＹ指数280%、 
 
 

第二（事務）例会 

部 長 公 式 訪 問 

2/10 本例会に引き続き行います 



東京目黒クラブ １月本例会 
＜後列左より＞ 

福島宣子、福島多恵子、村田紀美子、畠悦子、太田勝人、

西川喬也、村野絢子、村田榮、山梨雄一 

＜前列左より＞ 

福島正、宮内友弥、村野繁、根本幸子 

 
                         

    １月第二（事務）例会 報告       
                         
1 月 13 日（水）15:30～15:45 
  ＹＭＣＡ南センター ２階会議室 
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 

2/10 村杉克己さん（東京北クラブ） 
3/09 人選中     （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） 
 

 
在京クラブ会長会 
新年会に先立ち会長会が持たれました。山梨雄一主

事も出席されました。日本YMCA同盟、東京YMCA、
在日本韓国YMCA、東京YMCA会員部の報告が主で、
19 クラブの会長が参加する会としてはもっとやるこ
とがあるのではないかと話題が沸騰しました。櫻井浩
行ワイズの「在京ワイズ・クラブ会長会」の歴史を振
り返って議論しました。私としては、東京 YMCA の
「ソシアルフォーラム」でもテーマになり YMCA の
ブランディング集会でも話題になった YMCA はブラ
ンドを表現できる活動を審議する会にしたらと、思い
ました。 

 
在京クラブ合同新年会報告 

1 月 9 日(土)12 時半から 2 時間、桜美林大学多摩
アカデミーヒルズで開かれました。 
礼拝では桜美林大学チャプレン薛恩峰牧師の「新し

い年、自分のタレントを生かして生きよう」の奨励が
ありました。１タラントンを任された人のことは良く
知られていますが、タラントンは 1 年分収入に相当し
ているとの解説が新鮮でした。懇談会では日本 YMCA
同盟総主事島田茂、東京 YMCA 総主事廣田光司、東
日本区理事渡辺隆各氏からの祝辞を頂き、食前感謝の
後、次期東日本区理事利根川恵子ワイズの乾杯で会食 

が始まりました。信越妙高クラブの星野光代さんも出
席され、星野達雄さんの近況も聞けました。ショータ
イムは桜美林大学ファイブステップの演奏を楽しみ
ました。目黒クラブから根本幸子、村野夫妻、計 3 人
が参加しました。 

 
 

 姫路クラブ                
   １月のブリテンから          
            八杉光春担当主事        
姫路ＹＭＣＡは、本年 4 月より太子町の放課後児童 
健全育成事業として「ＹＭＣＡ アフタースクール（学 
童保育）太子クラブ」を開設することになりました。 
責任の重さと共に、ＹＭＣＡとしての使命感を感じて 
います。 
近年女性の社会進出に伴い、就労支援が話題となっ 

ています。働きたい、働きつづけたい…。でも、学校 
から帰ってきた子どもは一人でどうするのだろうか。 
一人でさびしくないか。危険は無いか。おやつは。戸
締りは。困った時に連絡がつけられるだろうか。どう
したらいいだろうか。そんな保護者の心配に応え、且
つ子供達が放課後の時間を有意義に過ごすことがで
きるようにとＹＭＣＡでは、学童保育「アフタースク
ール太子クラブ」として小学１年生から６年生までの
児童を対象に開設します。学童保育の中では異年齢の
子ども達が兄弟姉妹のように、いろいろな遊びを通し
て関わり、自分達で作る楽しさを経験します。特に、
長年培ってきた太子キャンプ場での野外遊びを取り
入れ子どもたちの成長に寄与したいと考えています。
宿題も規則正しい生活の中で行い、一人一人が自信に
つながるように言葉かけをし、子ども自身が意欲を持
って取り組めるように願っています。 
ＹＭＣＡでは、最近失われつつある子ども達同士の 

関わりを通して、その関わりの中から学ぶことを大切 
に考えたいと思います。場所は、太子のイオンタウン
に近い国道沿いの元喫茶ＴＵＬＩＰ（チューリップ）
の建物と太子キャンプ場を活用して、自然豊かな中、
少人数制の学童保育の運営を目指しています。現在、
子どもたちにとって良き生活の場となるように関係
者の皆さんと構想を錬っています。まだまだ課題が山
積していますが、謙虚な気持ちで神様によって建てら
れたＹＭＣＡの使命を全うしていきたいと思います。 
 

 

 
 



 
根本幸子ワイズ 
 モンゴルはこれまで関心がなく遠い国という印象
でしたが、4 時間半のフライトで行けるとか、宮内さ
んの巧みな話を伺い、何かしら親しみがわいてきまし
た。楽しい話をありがとうございました。 
 
村野 繁ワイズ  
 懐かしいモンゴルの話でした。首都のウランバート
ルは日本と変わらぬ都会生活をしていますが、草原生
活は違います。宮内さんの卓話は観光地訪問のツアー
でなかったので新鮮でした。 
 
福島 正ワイズ 
 国際および東日本区でも大活躍の宮内友弥さんを
迎えた例会に、13 名の出席者が揃い面目を施した感
じで、交渉担当者としても安堵しました。ＹＭＣＡ、
ワイズとの出会いからモンゴル訪問まで強烈な印象
を語られた素晴らしい卓話と人柄に感心しました。 
 
山梨雄一ワイズ 
 2/10(水)の例会は、YMCA 社会体育専門学校のス
キー実習の応援にて妙高へと出張で欠席となります。
ご迷惑をお掛け致しますが、何かありましたら、小宮
さんがおりますので、お声かけ下さい。 
 
 
      

(仮称)多摩ｾﾝﾀｰｸﾗﾌﾞ準備進む   
   ＝東京コスモスクラブ ブリテンより＝ 

 
1／20(水)18:30 桜美林大学多摩アカデミーヒル 
ズに於いて、多摩新クラブ第 3 回準備会が行われ 
15 名が参加しました。 
今回から、新クラブの名称／会則／会費など具体的 
な話し合いが行われました。入会申込書が配布され 
当日ご提出の候補者もありました。 
2 月までには申込書 10 名分を目途としています。 
これを受けて５月設立総会に向けた準備を予定。 
第 4 回以降の準備会を下記の日程で開催します。 
 

《設立総会までの今後の予定》 
（4 月まで準備会日時は第 3 水曜日 18:30～20:30
を予定。3 月まで会場は桜美林大学多摩アカデミーヒ
ルズ。4 月以降はアカデミーヒルズ工事のため、別会
場を検討中） 
＊2/17(水) 第 4 回準備会(名称､会費､会則など) 
＊3/16(水) 第 5 回準備会(会則､設立総会準備) 
＊4/20(水) 第 6 回準備会(設立総会準備､役割など) 
＊5/22(日) 設立総会 15:00～18:00 

  （東京まちだクラブ 25 周年と 
   東京コスモスクラブ 20 周年記念を兼ねて） 
       

 
 

                     

 ＹＭＣＡニュース               
            （山梨雄一）           

 

年末のスキーキャンプは全国的な降雪量不足では
あったものの、妙高エリアは 3 コースがオープンし、
限定的な状況ながらスキーレッスンを実施すること
が出来ました。 
 東京 YMCA では、会員増強キャンペーンとして今
年 3 月末までに「目標：会員総数 1,200 名」を掲げ、
募集強化を行っています。南センターにおいては 12
月～1月にかけて新たに2名の新規会員を得ることが
出来ました。「YMCA 会員」としての支援の仕方に
は YMCA に集う会員、支える会員と様々なもの参加
の仕方があるようにも思います。今後も参加者保護者、
関係ワイズメン、リーダーOB・OG を中心に協力の
呼びかけを積極的に行っていきます。ぜひご協力、ご
支援を頂ければ幸いです。 
 
■南センター・スケジュール 
2/28(日)～3/1(火) 南センター特別リーダー 
          トレーニング（志賀高原予定） 
3/6(日) 春季スキーキャンプ打ち合せ会 
3/6(日) 同 祈祷礼拝（：山手センター） 
3/13(日) 南センター街頭募金活動 
   （15 時半～16 時半 経堂駅前・田園調布駅前） 
3/18(金)～3/21(月) 
      春季スキー実技リーダートレーニング 
3/26(土)～3/30(水) 
      チャレンジスキーキャンプ〔小学生〕 
3/27(日)～3/30(水) 
    リトルキッズスキーキャンプ〔年中～小 2〕 

 

                         

      ２ 月 の 歌             
                         
             村野絢子さん選曲 

「冬の夜」  作詞作曲者不詳／文部省唱歌(三年) 

 燈火(ともしび)近く 衣(きぬ)縫(ぬ)う母は 
 春の遊びの 楽しさ語る。 
 居並(いなら)ぶ子どもは 指を折りつつ 
 日数(ひかず)かぞえて 喜び勇む。 
 囲炉裏火(いろりび)はとろとろ 外は吹雪(ふぶき)。 
 
 囲炉裏のはたで 縄(なわ)なう父は 
 過ぎしいくさの 手柄(てがら)を語る。 
 居並ぶ子どもは ねむさ忘れて 
 耳を傾(かたむ)け こぶしを握(にぎ)る。 
 囲炉裏火はとろとろ  外は吹雪 
 
 

 あとがき   

1/21大寒入り、1/24今季一番の寒波襲来は九州に
記録的な降雪をもたらし、沖縄本島にも雪が舞った。 
またこの日は大相撲初場所千秋楽で大関 琴奨菊が

初優勝を飾った。日本出身力士の優勝は10年ぶり、と
ニュースが沸き、両国国技館や雪の舞う地元福岡柳川
でも大歓声だった。31歳遅咲き力士の初優勝をワイズの

高齢化状況と重ね合わせ、頑張ればできると勇気をもら
い、厳寒ながら心熱くされた一日となった。（福島正） 
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