
 

 

 
卓話者紹介 小山久恵さん（おやまひさえ） 

1989 年東京サン

ライズクラブにチャ

ーターメネットとし

て入会、2002 年メ

ンとして入会。会長を

2 回、東日本区の地域 

奉仕事業主任も経験、

今期は東日本区ＬＴ

委員を務めておられます。昨年 10 月、ＢＦ代表とし

て 1 か月にわたって南オーストラリアを訪問し、サウ

スオーストラリア大会に参加し、各地のクラブと交流

されました。帰国後、在京の各クラブに卓話者として

呼ばれて素晴らしい報告談がブリテンを飾っていま

す。パートナーの小山憲彦さんは東日本区事務所 

スタッフとして勤務され、ワイズの働きを支えてくだ

さっています 

 

４月例会記録  

か“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 ５月号 Ｎｏ．５９７ 

 

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 

 ５月の強調月間  今 
月 
の 
聖 
句 

 
   体のともし火は、目である。目が澄んでいれ 
 ば、あなたの全身が明るいが、濁っていれば、 
 全身が暗い。だから、あなたの中にある光が消 
 えれば、その暗さはどれほどであろう。 
 
       マタイによる福音書 6 章 23 節   根本幸子／選 

ＥＦ  Ｅndowment Ｆund 

（国際ワイズダム発展のための特別基金） 

ＪＥＦ 
Ｊapan Ｅast Ｙ’s Ｍen’s Ｆund 

（東日本区ワイズ基金） 

 

５月 本例会 
日時 5 月 11 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 

 5/8(日)までに福島書記 03-3371-2122 へご連絡ください 

司会 根本幸子 

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「ＢＦ代表 オーストラリアを旅して」 

        東京サンライズクラブ 小山久恵さん 

おめでとう（誕生日・結婚記念日） 

みんなで唄おう ♪ 茶摘み♪          一  同        

閉会点鐘              会長  村野 繁 

在籍会員数 5名 

 

メン 

 

4名                          ＝＝＝  トライアングル  ＤＢＣ  ＝＝＝  

（姫路クラブ）    （那須クラブ）   （東京目黒）  

お誕生日おめでとう 

ありません        ありません      ありません 

 

結婚記念日おめでとう       
3 菅原好紀・妙子夫妻       

           

 

 

    ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

(内・功労会員数) (1 名) 

 

メネット 

 

1 名   

 

 

 

                       

 メーキャップ         1 名 

 

 

ビジター 4 名                          

出 席 率 100% ゲスト 

 

2 名  

ＹＹ指数 220% 

 

本例会出席者数   11 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


 

 

 
 
 

今月の強調テ－マ 
ＥＦ 

個人やクラブが記念すべき出来事・行事、慶弔事など
の折、寄付金を国際協会に送金し積み立てる。ＵＳ＄
120 以上寄付した場合、寄付者名と記念事業等を国
際が永久保管する「ゴールデンブック」に記帳される。 

ＪＥＦ 

東日本区ワイズ運動の継続的奉仕活動を支えるため、
個人・クラブが記念すべき出来事・行事、慶弔事等の
ときの拠金が基になっている。 

 

                           

   これからの 行 事 予 定            
                           

5/11（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） 

5/21（土）横浜つづきクラブ 10 周年記念例会 
             （富士山ＹＭＣＡ） 
5/22（日）多摩新クラブ設立総会 
           （コンティー多摩センター） 
5/28（土）在京クラブ会長会 
5/28（土）東京ＹＭＣＡ会員大会 
5/28（土）石巻広域クラブ・チャーターナイト 
5/29（日）御殿場クラブ 30 周年記念例会 
                  （東山荘） 
6/4～5  第 19 回東日本区大会（長野市） 
6/8（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） 
6/18（土）第 5 回オープンフォーラムＹ 
      （オリンピック記念青少年センター） 
6/27～7/2 第 19 回東京ＹＭＣＡ会員芸術祭 
          （ＹＭＣＡ東陽町センター） 
7/13（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） 
7/23（土）第 1 回東新部評議会（東陽町センター） 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

多摩新クラブ設立総会 ご案内 
5 月 22 日（日）15 時～18 時 
コンティー多摩センター 

多摩市鶴巻 1-26-3 電話 042-313-7772 
       京王多摩線・小田急多摩線の 
       「多摩センター駅」下車 
会   費 5,000 円 
プログラム 第 1 部 設立総会    
        第２部 祝   会（軽食） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
                                                                           
 

    ４月 本例会 報告 
4 月 13 日（水） 13:30～15:00 
     南センター ２階会議室 

 

入院のために 3 月例会欠席だった村野さんが元気
に出席された。司会の福島により定刻に開会。村野会
長の開会点鐘、ワイズソング、聖書朗読、コロサイ
3:1から洗礼を受けた者の生き方について「ひとこと」、
祈祷と続いた。ティータイムに入り、会長からビジタ

ーとゲストを紹介した。 
今回は東京コスモスク

ラブの伊藤幾夫さんの卓
話とあって昨年 6 月に沼
津クラブに転会された中
田清子さん、10 年前に退
会した加藤祐一さんも顔
を揃えて、話題が尽きない
ティータイムになった。 
 卓話は「老人は夢を見、
若者は幻を見る ～新ク
ラブ設立に向けて～」と題
し、夢と幻が現実となって

進んでいる状況を刻銘に報告された。当初、昨年 9 月
に予定していたが台風襲来のため延期となった卓話
で、多摩センタークラブとして来月（5/22）設立総
会を開くに至った経過を含め、入会予定者まで準備経
過を資料により説明された。 

「老人は夢を見、若者は幻を見る」ヨエル書 3:1（旧

約聖書）に対して、「若者は幻を見、老人は夢を見る」

使徒言行録 2:17(新約聖書)と順序が逆になっている

ことから始まり、2014.11/10 東京まちだクラブ例

会で「新クラブ設立の夢」を語り、2015.4/28 町田

ＹＭＣＡ活動委員会で設立準備委員会を設立の話。

7/7 新クラブ準備会場として桜美林大学多摩アカデ

ミーヒルズ使用の承認を得、7/25 東新部評議会で新

クラブ設立準備を公表。8/25 に第 1 回拡大準備委員

会、9/30 第 2 回、１０/21 第 3 回を経て、11/18

第 1 回準備会、12/16 第 2 回、2016、1/20 第 3

回、2/17 第 4 回、3/16 第 5 回と慎重に進められ、

会員候補として 16名が確定している状況まできめ細

かい説明があった。   ↓例会風景 

 

ティー＆ケーキ→ 

  第二（事務）例会  
5/11 本例会に引き続き行います 



 

 

 

 

出席者【目黒】根本、福島、村野繁、村野絢子、【メ
ネット】福島、【ビジター】伊藤幾夫（東京コスモス）、
中田清子(沼津)、村田榮、村田紀美子(那須)、【ゲスト】
加藤祐一、福島宣子、計 11 名。出席率 100％。ＹＹ
指数 220%、欠席の山梨主事はメーキャップ。 
 
                     
    ４月 第二例会 報告       
                     

４月１３日（水）15:30～16:00 
             南センター ２階会議室 
   出席者＝根本、福島、村野繁、村野絢子、 
       福島多恵子、加藤祐一、計6名 
元会長の加藤祐一さんも加わり、６月に予定している
評価と展望に踏み込む発言や、8月納涼例会の内容、
10/15の東新部部会での目黒クラブのホストとして
の役割について、活発に話し合うことができた。 
＜卓話予定＞ 

5/11（水）小山久恵さん（東京サンライズ） 
6/08（水）評価と展望  （卓話なし） 
7/13（水）細川剛部長公式訪問 
  8月納涼例会（日程・会場を検討中） 
9/14（水）西川喬也さん（交渉中） 

・多摩新クラブ設立総会  村野会長参加予定 
・東日本区大会（長野市） 村野夫妻参加予定 
・国際大会（台湾・台北） 村野会長参加予定 
 
 
 
 
4月14日から熊本県などで発生しているマグニチュ
ード7．3を含む連続地震では多くの方が犠牲になり、
また避難所で避難生活を余儀なくされている方々が多
数おられます。不安と悲しみの中にある方々に、心よ
りお見舞い申しあげます。マスコミでも度々報道され
ている「益城総合体育館」および「御船町スポーツセ
ンター」は、熊本ＹＭＣＡが指定管理者として運営し
ている施設で、現在1200人を超える方が避難してい
ます。また県内に14カ所の拠点を持つ熊本ＹＭＣＡも
被災している状況です。ＹＭＣＡでは全国各地からス
タッフを派遣し、熊本ＹＭＣＡと協力して避難所の運
営・物資支援などの緊急支援活動を行っています。 

（東京ＹＭＣＡメールマガジンより） 

   第20回 高石ともや             
バングラデシュ 奨学基金チャリテーコンサート   

 
4月29日午後2時から浅草教会で開

かれました。このコンサートは、1997
年に故・江幡玲子先生（思春期問題研究
所）のプロデュースにより、神田の東京
ＹＭＣＡチャペルでスタートし、今年で
20年目を迎えました。高石さんは
1960年代から活躍しているフォーク
シンガーとしてだけでなくアスリート
としても活躍し、その原点は江幡先生か
ら「勝つために走るのではなく、人の輪
を拡げるために走りなさい」と教えを受
け継いで、このコンサートを続けていま

す。ユニークなトークと歌は、「心が温まる」「勇気
が出る」と、今年もたくさんの方が来場され、20周年
を記念して東京ＹＭＣＡから感謝状が贈られました。 
目黒クラブから福島宣子が出席しました。 
 

 
加藤祐一さん（元ワイズ） 
「目黒クラブが 50 年目を迎えた」お誘い葉書を村

野会長から頂きました。これは、行かねば！と直感で、
会社（セコム、三鷹市）に午後の休みを取り出席しま
した。昨年退会された中田清子さん、元姫路クラブの
村田さん夫妻(那須)、福島さん夫妻、コメット、村野
さん夫妻、それにコスモスの伊藤さんにもお会いでき
て喜んでいます。南センターの山梨主事が私を知って
いる話にびっくり。元、目黒ブランチ・リーダーの頃
に出会ったことを聞き、やっと思い出しました。   
私が礼拝出席する日曜日の朝、ＹＭＣＡの揃いの帽

子を被った子どもたちが田園調布駅前で集合するの
を見て、南センターの元気な活動を嬉しく思いました。
そんなこともあり、目黒クラブ 50 年目と、4/13 の
例会参加を記念し、東京ＹＭＣＡ維持会員に再度入会
しました。私は目黒クラブを退会して 10 年になりま
すが快く迎えていただき、打ち解けて本例会、事務会、
二次会まで楽しい時間を過せて、ありがとうございま
した。 
 

熊本地震・関連ニュース 



 

 

佐藤八重子さん（元メネット） 
 毎月送っていただくブリテンを見ては経堂まで行
きたい、写真を見ては会いたいと思いますが、外出は
近くのカンバーランド泉伝道教会にシルバーカーを
押して通っているだけです。第一主日は実与子に車で
磯子教会に出席させてもらい、恵まれた信仰生活を続
けられることを感謝しています。 
 
根本幸子ワイズ 
 先日、教会の友人が 2 ケ月ほどの入院生活で天国に
旅立ちました。仲良くしていただけに何かすっかり気
落ちしてしまいました。だんだん親しい方が亡くなる
と思うと寂しいですね。私も体に気を付けねばと思っ
てはいますが。 
  
村野 繁ワイズ  
４月の卓話はコスモスの伊藤幾夫ワイズ、私のワイ

ズ歴と異なり、新クラブ設立に生涯をかけている感が
あります。今回も多摩センター周辺の新人を発掘して
の設立準備状況を熱心に語ってくださり、感激しまし
た。 

福島 正ワイズ 
 4/14(木)21:26熊本地方を震源とする地震があり、
最大震度7を観測。16日未明にはＭ7.3の本震と断続
的な揺れ、そして大雨による土砂崩れという二次災害
で死者、安否不明者、負傷者、避難を余儀なくされて
いる人。しかも未だ爪痕が残る熊本・大分両県では余
震が続き、震度1以上の地震が1000回を超え、収ま
る気配がない。更なる地震を恐れて屋外の車で寝泊ま
り人も多い。被害に遭われ、不自由な生活を強いられ、
不安な思いで過ごす方々があんじられる。一日も早い
安定した日常と心の平安が得られるように、我が故郷
の復旧と復興を心より願い祈っている。 
 
                     

ＹＭＣＡニュース               
            （山梨雄一）       
新年度を迎えた南センターには、新たに 8 名の若き 

ボランティアリーダーの登録がありました。みな意欲 
的で早速、子ども達との例会でリーダーデビューをし 
ました。今後、トレーニングをはじめとして夏に向け 
て準備を力強く進んでいければと思います。 

4 月 23 日(土)13 時半～15 時、経堂駅前にて熊本
地震緊急支援募金活動を行いました。急な呼び掛けに
も関わらず、8 名のボランティアリーダーが集いまし
た。街行く人々の反応も非常に関心度が高く、61,947
円もの募金となりました。また 4 月 22 日に行われた
YMCA すずらん会にてもご参加の方々より 13,107
円とご協力を頂けた事、感謝申し上げます。 
なお東日本震災復興支援活動も、引き続き関心が薄

れないよう、発信と支援を続けていきたいと思います。 
■YMCA・南センター・今後のスケジュール 
5/1〜3 キャンプディレクター研修会 
5/3〜5 リーダープレキャンプ 
5/16  サマーキャンプリーダーキックオフ 
                ミーティング 
5/28  第 14 回会員大会 
5/29  港区いちょう学級開級式 

6/2～3  道志キャンプ特別リーダートレーニング 
6/17～19 山中湖実技リーダートレーニング 
6/24～26 赤城実技リーダートレーニング 
 
     〜 着任されました 〜 
木村卓司(きむら たかし)さん 

 この 4 月から南センターに異
動して来ました。YMCA 社会体
育専門学校在学中には南センタ
ーでリーダーをしていました。
10 数年ぶりの南センター、昔と
変わりなく懐かしく感じます。
多くのリーダーやワイズの皆様、
地域の皆様と共に南センター、
YMCAを盛り上げていけたらと
思います。キャンプネームは「は

っかい」です。どうぞよろしくお願いします 
 
 
訃報 
星野達雄さん（信越妙高クラブ）95 歳 
4 月 26 日召天、29 日東中野教会で葬儀が行われま
した。第 7 代東京 YMCA 総主事を務め、信越妙高ク
ラブの設立に尽力されました。謹んで哀悼の意を表し
ます。 
 

プルトップ 7.950 ㎏ 
4 月 13 日、東日本区事務所に届けました。 

                   福島正 

 
      ５ 月 の 歌           

         根本幸子さんの選曲 
「茶摘み」  作詞作曲者不詳／文部省唱歌 
   夏も近づく八十八夜、 
   野にも山にも若葉が茂る。 
   「あれに見えるは茶摘じゃないか。 
   あかねだすきに菅(すげ)の笠。」 
 
   日和(ひより)つづきの今日此頃(このごろ)を、 
   心のどかに摘みつつ歌う。 
   「摘めよ摘め摘め摘まねばならぬ。 
   摘まにゃ日本の茶にならぬ。」 

 

 あとがき   
上賀茂教会(京都)牧師・兼松豊さんは、かつて目黒

ブランチ・リーダーで一世を風靡、“ばくだん”のキ
ャンプネーム、知る人ぞ知るミュージシャンとして活
躍した。彼が今年４月号の日本ＹＭＣＡ同盟機関紙Ｔ
he ＹＭＣＡ《ラポール欄》に「ＹＭＣＡ我がしらべ」
と題した執筆に、1969年アポロ宇宙船11号が人類初
の月面着陸に成功した際の宇宙飛行士談話を紹介。父
上の話によると、一人の宇宙飛行士は「子ども時代に
ＹＭＣＡキャンプで夢と希望と冒険を学んだ、だから
怖くなかった」と。ＹＭＣＡ活動にとって最高の喜ば
しい結実だが、テレビ通訳ではその部分が省略されて
しまったという。今からでも是非語り伝えていきたい。     

（福島正） 

http://www.mahoroba.ne.jp/~gonbe007/hog/shouka/z/00zatsu.html#88
http://www.mahoroba.ne.jp/~gonbe007/hog/shouka/z/00zatsu.html#suge

