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2016年6月4日・5日

長野市若里市民文化ホール

原点に立って、未来へステップ



部長：伏木 康（札幌）

部長主題「北海道地元愛」

クラブ間の地理的な距離を考えてみると概ね、

北見⇔帯広150ｋｍ

北見⇔札幌300ｋｍ

帯広⇔札幌200ｋｍ

遠距離ゆえ、一堂に会して親睦を深める機会は限

られているが、心理的な距離を近づけられるよう

心がけましょう。

札幌クラブ 会長：宮崎 善昭 10名
会長主題「YMCAとともに」

創立60周年を迎えた札幌クラブの今年度のモットー

は「YMCAと共に」です。

YMCA特別プログラムのサッカー大会、水泳大会支

援として恒例のコーヒサービス、バザーの出店協

力を実施したほか、YMCA創立集会、合同祈祷日特

別集会、会員大会などに積極的に参加しました。

また、60年間で初のDBCを京都パレスクラブと締結す

ることができ活動の輪を広めることができました。

北見クラブ 会長：新本 卓生 13名
会長主題「連帯と協働を進めよう」

●夏の夕べビールパーティー

（障がい児招待キャンプのための資金造成）の開催。

これはYMCAチミケップキャンプ場に、近隣のハンディ

を持った子供たちを招待しYのキャンプを経験して

もらう事業です。（38年継続）

●鮭ファンド事業

全国のワイズに依頼してオホーツクの大型シャケ

を購入頂き、クラブ運営資金とするものですが、

近年は魚価の高騰、輸送費等の諸要因で大ピンチ

を向かえています。（30年継続）

●市立中央図書館に児童書ボランティア

本年新築落成の市立中央図書館に障がい児関連の

書籍を寄贈した。（50万円相当）

これは2013年の当クラブ創立40周年記念事業を実

現させたものです。

劇団四季例会

市立図書館へ児童書寄贈

北海道部部会 2015年8月29日
札幌市・ホテルオークラ札幌
参加者50名

北海道部 4クラブ 49名（後期半年報）
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札幌北クラブ 会長:中原 准一 11名
会長主題「感謝して奉仕しよう」

札幌北クラブは、例会の毎月第二月曜日開催を定

例化しています。事務会は毎月第三月曜日を定例

にしています。2015-16年度の場合、ほぼ毎例会に

は札幌クラブの宮崎善昭会長、中田靖泰会員の出

席をいただいています。

2月のTOF例会は、北海道YMCA会館101室に会場を移

して開催するのも恒例になりました。Y’sの掲げ

る理想の一つは、Time of Fast（断食の時）にあ

ると思います。 この2月例会は、 2015年のユース

・リーダー研修に参加した学生ボランティア3 名

の皆さんからこもごもスピーチしていただいたの

です。Y’sの理想に少しでも繋がりたい、そんな

願いを込めたTOF例会となりました。

新年例会

十勝クラブ 会長:山田 敏明 15名
会長主題「次なる挑戦」

「次なる挑戦」の会長標語の下、 新入会員1名、

休会会員の復帰1名計17名のメンバー全員で力を合

わせて取り組んだ1年でした。

十勝といえば、ジャガイモ。全国の70クラブの協

力を戴き、とかち帯広YMCAの発展と、ワイズ活動

の活性化を目指します。

来年度は、40周年記念例会を企画しています。

例会での集合写真

4月23日 北海道部次期研修会
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部長：中川 典幸（仙台）
部長主題「今と原点を融合して未来へ 」

（楽しく改革・笑って行動）

北東部の今期の主な活動は、9月に仙台で北東部会

を開催し、11月に同じく仙台で仙台YMCAと東日本

大震災支援仙台3クラブ実行委員会が共催する2015

被災地小学生サッカー交流＆ユースリーダーズア

クトへ北東部10クラブが一丸となって東日本区と

全国のワイズメンズクラブと協力して開催するこ

とができました。

仙台クラブ 会長：永井 孝憲 19名
会長主題「自分をみつめて 未来へ向かって」

今年で創立68年という歴史を重ねてきている仙台

クラブですが、会員の高齢化が進み、また本業が

多忙な会員も多く、活動は女性会員の支えで踏ん

張っているのが現状です。次期クラブ会長、副会

長、会計もウィメンが担当します。そんな中、今

年度は北東部のキャビネットも担い部会を開催し、

夏には次期国際会長ご夫妻をお招きし、仙台3クラ

ブの合同例会も担当しました。

アクティビティな新会員を迎えられるよう努力し

つつ、次年度も頑張ってまいります。

前橋クラブ 会長：岸 龍也 9名
会長主題「YMCAと共に！」

仙台3クラブ合同例会

北東部部会 2015年9月5日
仙台市・TKPガーデンシティ仙台勾当台店
参加者62名

チャリティーラン、リレーフォーライフとちぎ、

YMCAマイホームきよはら奉仕活動などを通して新

しい仲間づくり。（事業目標：得意分野を出し合

って）講話にエベレスト登山家医師、がんサバイ

バー医師、介護施設長医師を招聘。

宇都宮クラブ 会長：粕田 晴之 32名
会長主題「地域で仲間を作って行動しよう」

（基本方針：会員増強）当クラブの地道で継続的な

活動により「宇都宮Y3」からの入会などで2名増。

（会長主題：地域で仲間を)

（NEW）YMCAさくらんぼ幼稚園(4月から幼

保連携型の認定こども園に移行)を支援。

（熊本大震災救援募金）4/23・24とちぎ

YMCA・宇都宮クラブ・とちぎボランティ

アネット共同で募金活動。

新年例会に中川典幸部長が公式訪問
「ワイズの会員はYMCAの会員になろう」のメッセージ

北東部 11クラブ(5/28現在) 127名（後期半年報）
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仙台青葉城クラブ 会長:菊地 弘生 12名
会長主題「未来を信じて共に歩もう」

仙台平和七夕は、2015年で40回目となりました。

戦後70年という節目を迎えるに当たり、平和への

思いをより一層強くして、これからも代表者の油

谷重雄さんのお手伝いを続けて行きたいと思って

います。

在 仙 2 クラブとともに、宮城県で4番目となる、

石巻広域クラブの設立に協力しました。

足利クラブ 会長：諏訪 治男 7名
会長主題「原点に根ざして地域の仲間造りを」

仙台平和七夕

宇都宮東クラブ 会長：鈴木 伊知郎 8名
会長主題

「いつも喜びをもって、人に寄り添おう」

クラブポリシーとして、被災地への支援は初期段階

では機動力を生かして現地での支援を行い、中、

長期的にはYMCAと協働して被災地への支援を行い

ます。

クラブの活動拠点として、自らの手で使われなく

なった古い大谷石造りの農業倉庫をリノベーション

して例会場所とし、当クラブの支援する

「認知症の人と家族の会」が「オレンジカフェ」

を運営しており、マスコミ等で大きく取り上げられ

ています。

会津クラブ 会長：髙橋 京子 5名
会長主題「継続は力・手をつないで前へ」

2010年６月に設立したユニークダンスサークル

「つばさ」は今年で６年目を迎えます。

会津クラブが生み出した唯一のサークルです。

毎月の例会と施設訪問やサークル内の親睦を兼ね

た活動で現在５名の練習生を交えてのユニークダ

ンスを練習しています。ワイズ以外は10名ですが、

時折ワイズの活動の手伝いをお願いしたりしています。

これからも会津地域での活動をワイズが支えて継続

していきます。

ユニークダンス

4月23日、熊本市における緊急支援物
資搬送を行ったワイズ号
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那須クラブ 会長：田村 修也 6名
会長主題「拓こう築こうワイズの世界」

地域の各種団体との連携の強化を図り、那須YMCA・

ワイズを知っていただくことに努めた。又、ワイ

ズの活動にユースリーダーの参加を積極的に勧め

て共同して活動を推進した。CS活動は、アジア学

院収穫感謝祭に出店を10月、各種団体の方々を招

待し、植樹例会を11月と4月、公開講演会を2月、

12月クリスマス例会に養徳園の子供たちを招待、

ユースリーダー報告会を3月に開催した。それ以外

に、とちぎYMCAのキャンプ場の整備活動を8月、9

月にユースリーダーと共に行った。クリスマス例会にて

仙台広瀬川クラブ 会長：佐藤 善人 17名
会長主題「5年目に向けて－地域奉仕活動4年を振

り返り、前へ－ 」

当クラブは仙台に3番目のクラブとして2011年に

発足し、 5年となります。 YMCAと協働の地域活動

支援、その中でも仙台の南地区にあるYMCA保育園

や児童館の支援活動（夏祭り、餅つき会、児童館

まつり、わくわくふれあい遊び等）を行っていま

す。また、昨年6月にはDBCの金沢クラブへ3年ぶり

の表敬訪問が出来ました。

もりおかクラブ 会長：大関 靖二 12名
会長主題「明るく、楽しく、いきいきと、生かそ

う経験、感謝の心で」

７年前からクラブ行事の１つとして行っているそ

ばの会です。農園を借り自分たちで種を播き収穫

し、 そば粉にしています。 そば打ち師匠は大関

メネットにお願いし、最近ではクラブメンバー、

YMCAリーダーもお手伝い出来るようになり、それ

なりにつなぎ無し(100%そば粉のみ)の蕎麦が打て

るようになりました。打ちたての蕎麦をすぐ湯通

しし、冷水でしめて食べる。たまらなく美味しい

味です。

ゲストの方もご招待しています。これを機会にメ

ンバーになって頂けるようお誘いし、楽しみなが

ら続けていきたいと思います。そばの会風景

南大野田保育園「餅つき会」

北東部
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石巻広域クラブ
2016年5月28日チャーター

会長：平井 孝次郎 21名

東日本大震災被災地石巻市に東日本区61番目の新

クラブが誕生しました。

4月2日に設立総会が、5月28日にチャーターナイト

が開催され、21名の新しいメンバーがお仲間入り

させていただきます。YMCAと共にまだまだ続く復

興支援と地域の奉仕活動に励んでまいります。

どうぞよろしくご指導、ご支援賜りますようお願

い申し上げます。

4月2日設立総会にて
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東京江東クラブ 会長：宇田川 敬司 26名

会長主題「メンバー全員が主役!」

毎年行っている事業として今年はYMCA幼稚園の園

児とともに木場公園一部エリアで小雨が降る中で

したが公園の施設長さんの指示のもとで花の種ま

きをしました。

毎回鳥の被害が少なく、とてもきれいに花が咲き

ました。

部長：鈴木 雅博（東京江東）

部長主題「チェンジ」

10月3日(土)、清澄庭園内の大正記念館にて、関東

東部部会を開催し、90名の会員のご登録を頂き盛

会 の う ち に 終 え る こ と が で き ま し た 。

京都パレスクラブの岡本尚男ワイズにご講演頂き、

様々な取り組みに臨まなければと心洗われました。

関東東部では既に9名増員しておりますが、掲げて

いる“チェンジ”に見合う活動をと、30名の増員

の上方修正を掲げました。第二部の紅葉に彩づき

始めた園内の散策を経て、服部真湖さんの格式高

い日本舞踊を艶やかに披露頂き、滞りなく閉会致

しました。

関東東部部会 2015年10月3日
清澄庭園・大正記念館
参加者90名

千葉クラブ 会長：青木 清子 12名

会長主題「奉仕の花を咲かせよう」

千葉市国際ふれあいフェスティバルでYMCAブース

の立ち番奉仕です。

当クラブでは、チャリティーランのとき、また

少年自然の家の収穫祭のときにも同様にブース

を出し、コーヒースタンドを奉仕しています。

千葉市国際ふれあいフェスティバル

木場公園での花の種まき

関東東部 10クラブ 138名（後期半年報）
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埼玉クラブ 会長：衣笠 輝夫 7名

会長主題「私たちが変わり、未来へ布石」

クラブのCS活動として6年前から始めました「心の

ふるさと歌声集会」も今年8月で第72回を迎えます。

この間、多くの方々が常連として参加されるよう

になり、様々な企画も積極的に行ってくださるよ

うになりました。この中からワイズ会員になる方

も出てくると思われます。また女性の方々が多く、

いずれメネット会に入ってもらいたいと願ってい

ます。

東京グリーンクラブ
会長：青木 方枝 17名
会長主題「皆仲良く 楽しく 奉仕を」

元祖「神田川船の会」。

2016年5月で第73回の開催になります。37年継続。

今では日本橋や両国から毎日、同様のクルーズが

数便運航されるようになりました。東京の河川と

環境のすばらしさ、江戸から東京への歴史、変遷

を解説、益々内容を充実してまいります。

多くのワイズの皆様にご乗船頂き感謝申し上げます。

東京北クラブ 会長：磯部 成文 11名

会長主題

「見方をかえる・味方になる・味方をふやす」

清泉YMCAとの協働は5年間継続して行われ、学生が

例会に出席、東京YMCAの行事、イベントにも積極的

に参加。毎月のプログラムにそって第一例会、第二

例会をしっかり実施、夏祭り、チャリティラン、

クリスマスオープンハウスなど東京YMCAのプログ

ラムのすべてに協力した。 メネット3人が会員と

なり、転会した女性会員によって活動が積極的、

行動的になった。女性会員を増やす機運が出てきた。

地域奉仕活動、会員獲得について継続して協議し

てきたがいい知恵と情報が出せなかったことは残念。

心のふるさと歌声集会の

メンバーの方々とのクリスマス会

清泉女子大学のガーデンパーティーの訪問

37年になる「神田川船の会」
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東京ひがしクラブ
会長：鮎澤 正和 13名

会長主題「変化と継続! クラブ一丸!!」

東京グリーンクラブとの年に一度の合同例会です。

来季はEMCに力を入れ会員増強に目標を置きます。

所沢クラブ 会長：大澤 和子 11名

会長主題「すべての人に何もかもできないけど、だれかに何かはできる」

1987年にチャーターした所沢クラブ、今年は29年目になります。チャーターメンバーの二子石章氏卓話に迎えて、

当時のクラブメンバーや、二子石さんを父と慕う青年たち総勢19名が集まり、懐かしい時を過ごしました。

川越クラブ 会長：吉野 勝三郎 10名

会長主題「東日本区大会主催をクラブの躍進に活かそう」

埼玉YMCA川越センター支援を第一の目標にしています。昨年のクリスマス例会では、元リーダーの小学校教

師１年目の全力奮闘ぶりを聞き、感動しました。来年の東日本区大会の開催に向けて諸事準備中です。

今年もファンド・レイジングのための“紅あか”販売を行います。伝統の“アースデイ・イン川越”にも

継続参加です。2017年6月3日（土）・4日（日）川越でお会いしましょう。

クリスマス例会

関東東部
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東京ベイサイドクラブ
会長：工藤 大丈 17名

会長主題「サア、ベイサイドで何をしようか?」

昨年9月クラブ設立一周年記念例会で4人の入会と、

今年3月には3人が入会しました。

毎 月 第 二 土 曜 日 に勝どきにて開催されている

「太陽のマルシェ」に出店を行なっております。

十勝産の野菜を中心に販売し、活動資金としながら、

CS事業を行なっています。

昨年は、東京YMCAしののめこども園にサッカーボール

や絵本をプレゼントしました。

茨城クラブ 会長：片山 啓 14名

会長主題

「ワイズメンとしての自覚と責任を持って」

あっと言う間の10年でした。

3月26日、設立10周年記念例会を開催しました。

来年は新たな一歩として楽しく活気のあるクラブ

にしてまいります。

太陽のマルシェにて

10周年記念例会

2015年10月３日(土) 清澄庭園大正記念館前での集合写真

太陽のマルシェでの野菜販売
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部長：伊丹 一之（東京むかで）

部長主題「ワイズの良さを発信しよう」

「ワイズの良さ」についてのアンケートを実施。

上位は、①YMCAへの奉仕 ②出会い・友人 ③年代

を越えた異業種交流となり、クラブ毎の特徴を添

えて結果を各クラブへフィードバックし、自クラブの

「ワイズの良さ」を外に向かって発信いただきま

した。部会では、東京YMCAの伝統ある少年長期

キャンプ「野尻学荘」をテーマに、1932年から80回

続く伝統と理念を、「トミソング」「講演と映

像」などを通じてPRに努めました。「東京多摩み

なみワイズメンズクラブ」の設立に、東京まちだ・東

京コスモス両スポンサークラブと東新部が一体と

なって推進し、設立総会を迎えるに至りました。

東京クラブ 会長：進藤 重光 30名
会長主題「信頼・尊敬・奉仕」

東京クラブはYMCAのサポート団体としての原点を

見つめなおし、その使命に基づく活動に力を注い

でます。その一環として、東京YMCAにほんご学院

の日本語スピーチコンテストに協賛、「東京ワイ

ズメンズクラブ特別奨学金」を設けました。

留学生をCS事業である江戸城ファミリーウォーク

や、ファンド事業であるワイズワインのワイナ

リーなどにも積極的に招待し、親しく交流してい

ます。また、各分野のゲストを招いた例会でも留

学生によるスピーチの場を常時用意し、YMCAで学

ぶ留学生を側面で支え、国際的な青少年を育成す

る努力を行っています。

東京むかでクラブ 会長：土井 宏二 18名
会長主題「人としての基本 時間を守る 」

新会長体制初年度として、今年度メイン行事は東

新部部会で野尻学荘を皆様に体験していただくプ

ログラムでした。

通常例会、夏の野尻湖でのファミリーキャンプ、

クラブメンバーの鈴木健彦氏ご子息によるクリス

マス例会、シャンソンを楽しみながらの新年例会

等、充実した例会は出来たと思います。

次年度はアクティブシニア対象のYYYキャンプの実

施と、新たにスタートしようとしている「こども

食堂」の支援等、更に頑張ります。
東新部部会にて

日本語スピーチコンテスト

東新部部会 2015年10月10日
東京YMCA東陽町センター
参加者88名

東新部 8クラブ 99名（後期半年報）
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東京目黒クラブ 会長：村野 繁 5名
会長主題「50周年を迎えて再出発 」

DBC20年の姫路クラブと那須クラブとのトライアン

グル交流会を瀬戸山陰部部会の会場で10月31日に

開きました。目黒からは福島正、多恵子夫妻と村

野繁、絢子が参加しました。

東京まちだクラブ 会長：後藤 邦夫 8名
会長主題「確実に進もう 新クラブの設立 」

コスモスクラブとの協働で、ワイズ新クラブ「東

京多摩みなみクラブ」が立ち上がり、5月22日(日)

に「設立総会」を開きます。「チャーターナイ

ト」は、7月17日（日）に予定しています。

しかし、クラブの親密なリーダー小山正直さんが3

月2日に逝去され、大切な宝を失いました。しかし、

多くの皆様からの激励により元気を快復してきて

います。また、この機会に、DBCの鳥取、宝塚の両

クラブ会長との心の交流が始まり、クラブ復興へ

の大きな励みとなっています。

DBCトライアングル交流会

東京世田谷クラブ 会長：岩﨑 弘 10名
会長主題「いつも青春、今できることをやろう」

“歌の世田谷クラブ”と言われるように、経堂、

下北沢、三軒茶屋と3箇所にて毎月1回“歌の広場、

すずらん会”を開催して約240名の方々が参加され

ています。

また、3.11の後、東北の被災地、石巻・女川地区

にて地元社協の要請も受け、YMCA石巻センターや、

仙台青葉城クラブ等のご協力を得ながら合計15回

“歌の広場”を開催して歌を通して「元気と笑顔」

を取り戻すお手伝いをして参りました。

3月に多大な貢献をされてきました小川礼子メネッ

トが天に召されましたが、跡を継いで下さる方々

がいて継続できますことが嬉しくてなりません。歌の広場 すずらん会

小山正直さんを偲ぶ例会
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東京センテニアルYサービスクラブ
会長：申 鉱錫 10名

会長主題「力を合わせてクラブを盛り上げよう」

在日本韓国YMCA留学生たちの1泊2日ホームステイ

の受け入れ(2015年7月と2016年1月)。

●2015年11月14日 在日本韓国YMCAバザーをサ

ポート。コーヒーのサーブ(喫茶)など。

●2016年2月20日 クラブ創立10周年記念祝会開

催。創立の立役者となってくださった奈良昭彦さ

んに基調講演を行っていただきました。東新部や

近隣クラブ、兄弟クラブである韓国・金海クラブ

など多くの皆様が参加してくださり、盛大な会と

なりました。

信越妙高クラブ 会長：福澤 系司 8名
会長主題「小さな善意の実践が、地域を世界を癒

す事を悟ろう」

東京YMCA妙高高原ロッジの芝刈り、花壇の造成管

理を続けており、今期も数回に亘る芝刈り、敷地

周辺部の草刈り、エントランスに造成した花壇へ

の草花の植え付けと念願であった白樺苗木の植栽

を完了。地元の知的障碍者施設「りんどうの里」

支援も定着し、野菜類の栽培・管理、ソバの栽培、

草刈り等に施設利用者と交流しながら汗を流した。

東日本大震災支援では9回目となる支援ワークを10

月20日～23日に実施、6月21日～24日には石巻広域

クラブと協働し10回目を予定している。

東京コスモスクラブ
会長：権藤 徳彦 10名

会長主題「青春を共に、健やか未来と、違いも繋ぐ

“コスモス”力」

東京コスモスクラブの活動は、東京町田YMCAと共

にあります。今年はクラブ創立20周年を迎え、

「(仮)東京多摩みなみワイズメンズクラブ」を設

立しました。わがクラブ四つ目の子クラブ誕生で、

7月17日にチャーターナイトの予定です。東京まち

だクラブと協働して、地域の中高年ボランティア

おこし「べテランティアフォーラム」、障がい者

通所施設と地域の親睦交流機会として「歌声ひろ

ば」、また子ども達のために「わくわく！科学実

験教室」を開催、また玉川学園地区社協や商店会、

小学生たちとも繋がって「東日本を忘れない！夏

祭り出店」「希望の凧揚げ」などの活動で地域の

元気に繋がりました。

被災地での草刈りワーク

ベテランティアフォーラム

10周年記念例会

東新部
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部長：標 克明（甲府）

部長主題「ワイズメンとして一歩前進」

あずさ部の評議会は、議決権者以外のメンバーも

数多く参加します。その機会をLTに活用しようと、

卓話やミニ分科会を取り入れました。部会では、

事業主査と事業主任が一緒に活動の報告とアピー

ルを行いました。対人地雷除去活動をしている雨

宮清氏の記念講演は参加者に感銘を与えました。

今年度は東日本区理事もあずさ部-しかも甲府クラ

ブから、また東日本区大会も長野クラブがホスト

ということで、あずさ部が注目を集めたことと思

います。この活力を次期へも繋げて頂きたいと思

います。

甲府クラブ 会長：秋山 仁博 39名
会長主題「夢をつなごう」

本年は、東日本区・渡辺隆理事、あずさ部・標克

明部長を応援して長野での第19回東日本区大会へ

の協力を、あずさ部内外のクラブの周年行事や各

種行事に参加しPRを積極的に行った。EMCでは2名

の新入会員が増えて、総勢39名の会員数となりま

した。また、退会防止の意味で、入会5年未満の会員

にベテラン会員の講師によるオリエンテーション

を実施しました。

この他例年通り、山梨YMCAバザー、チャリティーラ

ンへの奉仕、富士山五合目清掃活動、お正月を遊

ぼう、甲府駅北口のバラの管理等の地域奉仕事業

も行いました。

東京山手クラブ 会長：浅羽 俊一郎 18名
会長主題

「一人ひとりが賜物。もっと発酵、もっと発信！」

イベントが多かった一年、メンバー皆与えられた

賜物を色々な形で発酵させ、発信し、クラブに貢

献しているのが実感できました。YMCAと地元ヘの

奉仕、多分野の卓話、3クラブ合同例会、山手学舎

例会等。また新たにブリテンに「私の福島・フク

シマ」のコラムを設けて、メンバーが交替で寄稿す

ることになりました。このように活動を体験し、

ヨルダン会の議論を聞けば分かりますが、とても

高齢化など弱音を吐くようなクラブではないのです。

山手学舎訪問例会

クラブ・部・区のバナーが勢揃いした例会

あずさ部部会 2015年10月18日
山梨県防災新館及びホテル談露館 参加者93名

あずさ部 11クラブ 185名（後期半年報）
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東京武蔵野多摩クラブ
会長：宮内 友弥 11名

会長主題

「共に学びあい、活かされる社会を目指して」

『くにたちさくらフェスティバル』西東京YMCAと

協働してブースを出展し、YMCA及びワイズメンズ

クラブの紹介と同時に、子供たちを対象に、「工

作コーナー」を設け、実際にリーダー達が子供と

活動を行う。多くの親子が参加、自分たちで活動

する喜びを実際に体験して、YMCAやワイズへの理

解を深めてもらえる絶好の機会になっている。

目標とした3名の会員増を2年越しで達成。2月例会

にて板村哲也氏、大輪匡史氏、麻生由美子氏3名の

入会式を行った。

松本クラブ 会長：飯島 羨稔 12名
会長主題「ありがとうを支えに知恵と行動」

アジア諸国からの信州大学、松本大学への私費留

学生への支援活動、第17回アジア賞授賞式を12月

13日に開催。4〜5つのテーマを定め、留学生自身

の思いを日本語の作文で応募、厳正な審査の上、

毎年10〜12名に賞金を授与しているものです。今

回から山梨YMCA特別賞も創設されました。お蔭さ

までワイズメンズワールドにも掲載されました。

新規事業として、第1回キッズオリエンテーリング

を4月17日に開催。児童園に在籍している児童と近

隣の児童達との野外交流イベントです。グループ

活動を通じ経験し学んだ事、特に人との関わりや

思いやりの心を醸成しこれから先の生き方に少し

でも感じてもらえたらと考えて開催しました。

両方のイベントについては、地元マスコミからの

取材を受け地方紙にも掲載されました。

くにたちさくらフェスティバル

東京西クラブ 会長：大野 貞次 17名
会長主題「少しでも前へ進もう そしてあがいてみ

ようこの一年 」

東日本区の中でも屈指の高齢クラブ、特別な事は

出来ず楽しいクラブ例会、またCS活動のWHOを行っ

てきました。そして7月に迎える創設40周年記念の

準備をしてまいりました。そのなかで担当主事の

交代があり10年間担当していただいた小畑貴裕主

事から宮崎純担当主事に、又嬉しいことに4月例会

で10年ぶりに新入会者を迎えることが出来ました。

氏名片平進一ワイズ1934年2月6日生れ82歳、自分

では10年取ってと紹介されました。

10年ぶりの入会式

第1回キッズオリエンテーリング

あずさ部
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甲府21クラブ 会長：駒田 勝彦 20名
会長主題「小さなことを忠実に行おう」

今期の主題は、「小さなことを忠実に行おう」

です。これは時に大きな目標に目を奪われがちで

すが、それを行うには一人一人が力を出し合い、

協力していくことで近付くことができるのです。

山の頂も一歩一歩の歩みからです。

甲府21クラブは、今期創立25周年を迎えました。

今期の大きな活動は次の30周年への歩みのために

今なすべき事、その一歩を踏み出すこと。そのた

めに皆で心合わせること、語り合うことを主とし

て従来の活動に加え、初めてのクラブ移動例会in

伊豆を実施し絆を深めることが出来ました。

東京八王子クラブ
会長：長谷川 あや子 18名

会長主題「若い人の成長を願い、ともに歩む」

中央大学Yとの15年に亘る交流の歴史を踏まえ、

更に成長できるようにクラブとして努力してきた。

10月は「学Yナイト」とし、彼らが主体となって例

会を作っている。CS活動は「第18回チャリティーコ

ンサート―東日本大震災支援と地雷廃絶のために」

を開催。前の週に八王子駅前で震災支援街頭募金

を行った。今年度から高尾の森わくわくビレッジ

ワイズガーデンで園芸作業を行っている。

・・・これは是非・・・八王子クラブ総力を挙げ

てのチャリティーコンサートは18回を迎えました。

世界から地雷のなくなる日まで続けたいという希

望を持って。

東京サンライズクラブ
会長：大谷 博愛 18名

会長主題「若い世代と経験と活力の交換」

2015-16年度は「若い世代と経験と活力の交換」を

テーマに世代間コミュニケーションを意識した例会

を10月と2月に行いました。10月はボランティアリー

ダーズフォーラムに参加した山手センターのリーダー

をお迎えし、報告だけでなく、我々の質問に応じ

て彼らがリーダー活動を通じて何を学んだかを聞

きました。2月は山手センター併設の山手学舎の学

生と鍋を囲んで政治談議をし、今の若者が政治に

どのような関心を抱いているかを知りました。

リーダーを迎えての例会

第18回チャリティーコンサート

25周年旅行
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富士五湖クラブ 会長：小池 亦彦 13名
会長主題「常に最善をつくそう!!」

9月富士山5合目佐藤小屋において「第13回富士山

例会」を行った。参加者49名。11月3日 山梨YMCA

バザーに今回も「おもちゃ屋さん」として参加協

力。12月5日、山中湖クリスマス合同例会。1月15

～16日、新年例会を河口湖「大池ホテル」で1泊

で開催し他クラブからも多くの参加あり賑やかな

新年会になった。3月19～20日、第1回伊東移動例

会を開催。伊東クラブのメンバーも例会に駆けつ

けて下さり親睦できた。4月23日「第6回障害者フ

ライングデｲスク大会」の開催。天気にも恵まれ、

選手88名＋審判団、学生ボランテイア、ワイズメ

ンと総勢170名以上の参加があり盛況だった。

長野クラブ 会長：森本 俊子 12名
会長主題「希望と信頼の中で進もう」

長野クラブの今期の活動は、月一回の例会のほか

に区大会の実行委員会を月に1から2回行い、なん

とか本番に向けて歩んでいきました。

写真は、大和田浩二・元日本YMCA同盟研究所所長

を招いて行った例会の模様です。「信州におけるY

MCAのこれから」というテーマで卓話していただき

ました。松本の活動を紹介していただいて、長野

も協力させていただこうと話し合いました。今期

の活動として少し進歩したことは、クラブ員の出

席率があがったことです。昨年まで50%を切ること

もありましたが、今期は最低でも70%、時には90%

になったことです。

東京たんぽぽYサービスクラブ
会長：服部 節子 7名

会長主題

「全力で一回一回が仕始めで仕終わり 」

今期も昨年9月と今年3月に、石巻の高齢者施設

「長寿の郷・広渕」への歌の出前、東京YMCAオー

プンスペースlibyを支援するコンサートは17回目

となりました。

また、東京Y山手センターバザー、国際協力募金の

お手伝いもしました。

会員数の少ないクラブですが、楽しく全員参加、

全員活動で、出席率100%を達成しました。

第17回Libyコンサート

YMCAについて学んだ例会

第6回障害者フライングデｲスク大会

あずさ部
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部長：今城 高之（横浜つづき）

部長主題「一人ひとりが愛と平和の種をまこう!」

基本的考え方として、目先の成果を求めず、より

大きな目標に向かっての一歩を踏み出す年とする。

各クラブが新たな目標設定ができるよう促す。

会員それぞれの想像力が発揮できるような、自由

闊達な雰囲気づくりに心がける、とした。

成果として、各クラブにおいて、特色ある地域奉

仕活動が実践された。また、YMCAとの協働におい

て、様々なプログラムでワイズのプレゼンスを示

すことができた。会員増強の困難さを改めて認識

させられた年度となったが、一部クラブでは、当

初目標をクリアする努力が見られた。

横浜クラブ 会長：金子 功 20名
会長主題

「クラブの伝統に誇りを、明日に自信を」

横浜クラブは、例年11月23日の祝日に行われる横

浜中央YMCAのウェルカム・フェスタで「蚤の市」

を担当しています。年々バザーのための献品が少

なくなってきていますが、それでも昨年は12万円

相当を売り上げ横浜YMCAの国際・地域協力募金に

貢献しました。2月にはＣＳ活動の一環である外国

人留学生による「日本語スピーチコンテスト」を

横浜中央YMCA学院専門学校日本語学科と共催しま

した。今回は第3回目で5か国9名の留学生が熱弁を

ふるいました。

沖縄那覇クラブ 会長：屋良 政旦 10名
会長主題「原点はYMCA!」

8月17～19日「沖縄YMCAあめんぼキャンプ」が開催

された。沖縄那覇クラブが永年支援を続けてきた

プログラムに「継続は力」を実感させられた。

12月は那覇市主催の『こどもフェスタ』へ当クラ

ブから6名がサポート。玉城哲人ワイズがリーダー

となっての手作り教室の開催は今年も好評で，80

名の子供たちの参加がありました。作り方の指導

方法は12月例会で玉城ワイズがメンバーにレク

チャー。フェスタ当日は一人で10名以上担当しました。

横浜中央Yウェルカム・フェスタ

こどもフェスタへのサポート

湘南・沖縄部部会 2015年9月26日
横浜市・ワークピア横浜 参加者67名

湘南・沖縄部 8クラブ 122名（後期半年報）
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横浜とつかクラブ 会長：吉原 訓 12名
会長主題「ゆっくり・楽しく 社会に奉仕」

9月5日、YMCAに対するユース事業の一環として、

湘南とつかYMCAが実施する、夏季ユース･ボランティ

ア事業に加わったユースリーダーらへの、感謝状

の贈呈と感謝会を開催し、ユースと交流しました。

熱海･初島でのクラブ1泊研修会を12月に実施。

また、3月の鎌倉クラブとの“合同わかめ例会”、

4月の吉原会長宅での“竹の子例会”、8月の加藤

ワイズ宅での“納涼例会”には毎回多くのゲスト･

ビジターらを迎え、いずれも今年で10回を超えま

した。

厚木クラブ 会長：堀田 哲朗 21名
会長主題「若者とともに楽しく活動しよう」

クラブ発足以来11年を過ぎました。

昨年度は大会ホストであったため、今年遅ればせ

ながら10周年記念誌を作成しているところでござ

います。

過去10年大きなことはありませんでしたが、地道

に活動し、会員も20名を超えるほどに成長しました。

今後はDBCを含め活動の幅を広げてまいります。

夏期ボランティア感謝会

鎌倉クラブ 会長：池田 光司 7名
会長主題「みんなで楽しく奉仕」

3月4日鎌倉生涯学習センターにて、放射能問題の

専門家を招いて、シンポジウム「いのちと原子力、

私たちの未来への道」を鎌倉の10団体と開催、支

援しました。290名の聴衆と共に原子力について学

びました。3月12日、鎌倉・とつかクラブ合同ワカメ

例会を開催、21名で楽しく賑やかな集まりでした。

鎌倉YMCAや、YMCAゴスペルクワイアー鎌倉を全力で

支援しています。いよいよ会員数9名になりました。

鎌倉・とつかクラブ合同ワカメ例会

高齢者施設訪問

湘南・沖縄部
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横浜つづきクラブ 会長：辻 剛 18名
会長主題「初心に帰り、世のため、人のため」

東日本大震災後、仙台YMCA、仙台青葉城クラブの

協力のもと始めた、亘理郡山元町の老人施設「み

やま荘」と「南保育所」の慰問活動を続けていま

す。石丸さん（東京武蔵野多摩）や浅見さん（東

京グリーン）も常連としてご参加下さり、活動を

盛り上げて頂いています。2011年に第1回〝You & I

コンサート〝 ～あなたとわたし 障がい児・者と

ともに～と題した「バリアフリーのクラシックコ

ンサート」を開催して5年が過ぎ、昨年10月4日に

第5回コンサートを開催しました。子どもたちが、

目を輝かせて聞きほれている姿に心を打たれます。

沖縄クラブ 会長：赤嶺 竜史 15名
会長主題

「クラブ会員同士が理解を深め、楽しみながら活

動する」

沖縄クラブは、京都にて開催されたアジア大会に

て、京都トップスクラブや台湾・台北ダウンタウ

ンクラブとの親交を深めることができ、通常例会

でも『県内の子どもの貧困』等の議論を交わして

おります。

金沢八景クラブ 会長：門松 久子 19名
会長主題「思いやりの心」

横浜YMCAから2008年台湾研修生のホームステイの

依頼を受け、現在迄約70名お預かりしています。

地域の歴史、 風習、 文化を知ってもらおうと、

例年、夏祭り、盆踊り、中華民国建国の父「孫文」

上陸の地等案内しています。

研修が終わり、台湾の帰国した子ども達との再会

を楽しみに台北、台中、台南のYMCAを訪問致しま

した。また台湾南部地震復興支援の為、台南YMCA

に義援金をお届けし大変喜ばれ、台南YMCA総幹事

から感謝状をいただきました。台湾研修生のホームステイ受入れ

京都アジア大会にて

宮城県山元町の「みやま荘」慰問
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富士山部部会 2015年9月27日
伊東市・道の駅マリンタウン 参加者107名

富士山YMCAでのサマーキャンプ

沼津ビーチフェスにて

部長：久保田 康正（伊東）
部長主題「みんなで参加・みんなで奉仕」
今期3つの目標を掲げ活動してきました。
①地域奉仕:新しいプログラムの実施3クラブで新しい
プログラムを実施
②会員増強:各クラブ2名の純増、4月末現在15名の
入会
③国際交流事業:各種献金の目標達成、各クラブの
協力により達成
RBM:ワイズ内だけでなく地域社会も視野に入れた
PR活動。初例会・部会・周年記念・各クラブの行事
の中である程度PR出来たのではないかと思います。
IBC:提携先のないクラブ候補先の選定、アジア大会
でアプローチ先を見つけたクラブが有り現在折衝中。

熱海クラブ 会長：二見 康一 42名
会長主題「学び育てるY’sの心」
Y’sメンとしての誇りと伝統を踏まえ自らの経験
を超えて学ぶ姿勢を大切にすると共に将来を担う
青少年の成長を喜びとしてメンバー全員で一年間、
活動してきました。年間を通して例会の卓話に熱
海の歴史をたどる「熱海学」を開催しました。
フィリピンダウンタウンクラブ65周年に出席、アジア
大会に17名参加、DBCの京都パレスクラブと友好を
深める。サマーキャンプ、ドッジボール大会、年
賀はがきコンテスト、スキー教室、台中クラブ18
名が3月例会に来訪、親睦を深めました。

沼津クラブ 会長：大村 貴之 20名

会長主題「一歩前へ、もう一歩前へ」
CS事業では、7月の沼津ビーチフェス・10月の沼津
ふくしまつりが柱となりました。沼津ビーチフェ
スは、100名超が参加したビーチバレーボール大会
を軸に賑やかなCS事業となりました。また、横浜
YMCAチャリティーランへのチーム派遣も3年連続し
て実施することができました。他に、前期DBC締結
した京都トップスクラブとの交流やIBC先のインド・
ハイデラバードクラブ（ラマカン夫妻）の来日
（銀座での個展開催）等、交流活動も順調に進み
ました。沼津クラブは、次年度（2月）に50周年記
念例会を予定しています。皆様のご来訪をお待ち
しています。

富士山部 9クラブ 200名（後期半年報）
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ワイズ杯ドッジボール大会
(参加者:37チーム486名)

市民すこやかふれあいまつり

青少年座禅教室

三島クラブ 会長：長澤 禎文 15名
会長主題「寛容であれ」
三島クラブでは、「社会を明るくする運動」「街中
だがしや楽校」「アローズカップ・バレー大会」「見
晴学園の奉仕作業」や「市民すこやかふれあいま
つり」など、 恒例行事への参加を継続的に行って
いく一方で、 今年度、児童養護施設である恵明学
園様とは「野菜の収穫体験」 や「紙すき体験」と
いう新たな二 つ の企画で互いに体を動かしながら
楽しい交流ができました。三島ク ラ ブ は、これ
からも児童養護施設の子供たちとの温かい交流と
活動の場を継続的に提供していきます。

下田クラブ 会長：長田 俊児 9名
会長主題「継 続」
会員数が少なくなり、会員増強に会長を先頭にク
ラブ全員で奮闘しています。8月、糸賀元房直前会
長がご逝去されたことは、痛恨の極みでした。
7月:第8回青少年座禅教室を報本寺で開催、併せて
カレーライス・カキ氷昼食会、9月:第414回 お月
見例会、11月: 熱海YMCA第30回中学生英語スピーチ
コンテスト、3月:知的等障害者福祉施設すぎのこ作
業所の20人と祭用飾りの風車の取り付け協働作業
(風の花まつり)第3回子供筝曲教室などの活動を行
いました。

伊東クラブ 会長：榎本 博 26名
会長主題「すべては一つ」
今期、伊東クラブは5名の新入会員を獲得すること
ができました。メンバーが一丸となりクラブの現
状・事業活動のボリュームを考え、各々が会員増
強の必要性を認識した結果と考えます。8月のYMCA
青少年キャンプ(参加者:171名)を皮切りに、富士山
部部会のホスト、県立伊東高校定時制に助成金を
贈呈、11月にはワイズ杯ドッジボール大会(参加
者:486名)、クラブ設立40周年を迎え伊東市青少年
キャンプ場に管理棟を記念事業として寄贈しまし
た。2月にはYMCA青少年スキー教室(参加者:84名)
を開催。DBCである彦根シャトークラブとは相互交
流も盛んで4月に彦根で開催の花見例会にも参加し
てきました。
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市民ふれあいウォーキングin多賀・網代

御殿場夏祭り

市役所通り清掃活動

御殿場クラブ 会長：杉山 將巳 24名
会長主題「広めよう地域社会にワイズを」
今年度の御殿場クラブは創立30周年に向けて飛躍
の年でした。
“地域にワイズを広めよう”をモットーに掲げ、
夏祭りでは留学生に浴衣を着せてあげてカレーライ
スの販売をしました。 秋には時の栖で毎年行うイ
ルミネーションに地元企業と共に参加し東山荘と
いう汽車に“子供達の夢を乗せて”をタイトルに5
か月間光り続け地域の方に御殿場ワイズをアピール
できた事と思います。会員も26名(4月現在)に増え、
これからも青少年育成の役に立ちたいと願ってい
ます。

富士クラブ 会長：河合 重三 20名

会長主題「楽しいクラブ例会を創ろう」
富士市福祉まつりへの綿菓子出店、第22回富士ワ
イズメンズクラブ杯争奪富士市中学招待サッカー
大会は参加32チーム、富士市内の中学サッカー部
はもちろん、県内有力校及びFCチームも招待し富
士市のサッカーレベル向上のために総当り戦の熾
烈な戦いが行われました。4月には特別養護老人
ホームの車椅子清掃活動や富士市役所通り清掃活
動。その他では今期より始めました、甲府クラブ
との交流会です。富士山部とあずさ部と違う部に
所属してますが富士山を挟んで遠いようで近いお
隣クラブとして山梨県の下部温泉で交流会を催し
ました。これからも継続的に行っていくことを確
認しあいました。

熱海グローリークラブ
会長：藤曲 敬宏 25名
会長主題「新陳代謝こそ生命の原動力」
会員増強はもちろんのこと、自分自身の中にある
マンネリ化から一歩前に踏み出し新たな気持ちで1
年間過ごそうをテーマに活動してきました。
12月には3名の仲間も加わりました。CS活動では子
供料理教室・学童野球グローリー杯争奪戦・市民
ふれあいウォーキング等を実施、 子供料理教室で
は「家では食べようとしない野菜や魚も自分で作った
料理は全部食べられた、良い経験をありがとう」
との感想がありました。DBC和歌山紀ノ川・名古屋
クラブとの合同例会、日帰りバス旅行等で親睦を
はかりました。

富士山部
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富士宮クラブ 会長：稲葉 晃司 19名
会長主題「みんなの声を活かす!」
富士宮クラブは本年、設立20周年記念を迎えまし
て、記念事業として「命の学習」・市立富丘小学
校の生徒による・にじます飼育観察記録など大き
な成果を得ました。同じく、市立・黒田小学校の
児童への「神話の世界」絵巻・古事記の読み聞か
せを2・3時限の授業として行う。その他、「親子
小麦饅頭つくり」。BS21団共催・もちつき大会。
風祭川の神事・清掃・しめ縄行事。富士山YMCA関
係の大感謝祭の支援・研修。台湾大学生の観光案
内、交流会。おとのくにサマーキャンプ支援など、
一年を通して様々地域・青少年関連の事業を実施
して、大きな成果をあげました。設立20周年記念例会

富士山部部会集合写真
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2015─16  メモリアル

乾 利雄(いぬい としお)メン 熱海グローリークラブ
チャーターメンバーとして第3代会長を務められ、メンバーの結束とYMCAへの協力、そし
て国際、国内、地域への奉仕活動にご尽力されました。1986年度クラブアワード代表とし
て、第58回国際大会京都会議に参加、その後も多くの役職を歴任し、足跡を残されました。
車の運転が大好きで、2004年、和歌山紀の川クラブで20周年記念例会が開催された折、
遠い道のりにもかかわらず、一人で運転を引き受けて頂いた楽しい思い出が今でも心に残
ります。 2015年6月27日逝去 享年89

糸賀 元房(いとが もとふさ) メン 下田クラブ
1983年入会、クラブ会長を3度務められました。32年間の長きにわたり下田クラブを愛して
来られました。お酒が好きで豪放磊落(ごうほうらいらく)の人、周りの人からも愛され、いつも
先頭に立ってクラブを引っ張って下さいました。イベントの最後には、特製のカレーライスを
振る舞って下さいました。クリスマス家族会などの親睦会にはファミリーで参加して、いつも
華やいだ会となり、親交を深めました。下田クラブにとって掛け替えのない存在でした。
2015年8月5日逝去 享年66

中島 竹男(なかじま たけお)メン 甲府21クラブ
1990年のチャーター以来、体調を崩された一昨年の11月まで例会皆勤を続けられました。
第9代会長を務め、その後もクラブ行事の全てを把握、故人なしにはスムーズに事が運ば
ないと、改めて認識させられました。毎年年末に自宅を開放し、自作のもち米を提供して家
族総出で餅つき会を行ない、会員親睦に寄与されました。サッカーJ1のヴァンフォーレ甲
府の熱烈サポーターで、サッカーの話題になると目を輝かせていたことが思い出されます。
2015年8月9日逝去 享年67

山口 愛二(やまぐち あいじ)メン 東京目黒クラブ
目黒クラブ創立以来の伝統行事「家族キャンプ」のキャンプ・ドクターとして請われて1969

年8月から参加、９月目黒クラブに入会。「お地蔵さん」のキャンプ・ネームで参加者から慕
われました。海軍兵学校で敗戦を迎え、順天堂大学に学び医師として長くＪＲ病院に勤務さ
れました。音楽をこよなく愛し、また短歌を詠み目黒のブリテンの紙面を飾ってくださいまし
た。 2015年8月15日逝去 享年90

諏訪 邦子(すわ くにこ)メネット 足利クラブ
2015年11月16日逝去 享年81

神山 巍 (かみやま たかし)メン 東京クラブ
2011年1月に入会、翌年にはクラブ書記、その後副会長、そして4年目に会長として東京ク
ラブの運営に力を尽くされました。東日本大震災支援のための歌声運動に参加し、ハーモ
ニカの演奏で被災地慰問活動を続けられました。東京ＹＭＣＡに廃油回収センターの設置
を促し、クラブとしての支援を決めました。豊富な人脈で、著名なゲストスピーカーを招聘し、
例会を活性化させて頂きました。 2015年12月4日逝去 享年76

林 福松(はやし ふくまつ)メン 東京グリーンクラブ
東京グリーンクラブのＣＳ事業「神田川船の会」を36年前に立ち上げ、その後、営々とこの
事業に対し、諸々の難関を乗り越えて、しっかりと現在まで継続・発展させてまいりました。
また、クラブの後輩を川巡りのガイドとして指導、育成され、現在のクルーズ・ブームの推進
役としてご活躍されてまいりました。林 福松さん・・ ・ありがとうございました。
2015年12月26日逝去 享年80
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山田 信子(やまだ のぶこ)メネット 熱海クラブ
山田修司22代会長の時、熱海クラブのメネット会の会長を務められ、IBC締結、クラブの周
年記念には必ずご夫妻で参加し、会長を大いに盛り上げ、クラブ内のメネットの中心役とし
て活躍されました。 2016年1月15日逝去 享年77

奥居 久佐子(おくい ひさこ)メネット 下田クラブ
クリスマス家族会やワラビ狩りなどの親睦会には、知人を誘って参加して頂きました。明るい
性格で、参加者とすぐに打ち解ける人でした。高級旅館「こむらさき」の女将として多才に
采配し、夫・家族を支えてこられました。写真は昨年細野高原のわらび狩りの時のスナップ
です。 2016年1月31日逝去 享年71

小山 正直(おやま まさなお)メン 東京まちだクラブ
東日本区第8代理事として、ワイズダムの発展にご尽力されました。1991年、東京まちだク
ラブの設立を果たし、その５年後の東京コスモスクラブの設立には当時の南東部部長とし
てリーダーシップを発揮されるなど、優れたご活動が続きました。そして、ワイズばかりでな
く、社会福祉法人・紫苑の会理事長など、各種の福祉活動にもご奉仕されて、地域の多く
の人々からも、慕われてきました。 2016年3月2日逝去 享年84

小川 礼子(おがわ のりこ)メネット 東京世田谷クラブ
小川圭一ワイズのメネットとして永らく歌の広場、すずらん会の発展に尽くされました。歌の
広場が横浜とつかを皮切りに、町田、埼玉等、各地に広まり、「跡を継いでくれる人達が
あって、YMCAすずらん会が継続していけることが誇りです」というのがメネットのお言葉で
した。 2016年3月7日逝去 享年71

藤本 玲子(ふじもと れいこ)メネット 東京むかでクラブ
東京むかでクラブのチャーターメンバー藤本博信(ひろのぶ)様のメネットとして創立時から
参加。2013年にメンご逝去のあと、メンバーとなりクラブの活動に参加して来られました。と
くに毎年8月に行われる「野尻ファミリーキャンプ」には、メネットとしての支援のあと、メン
バーとして会場を提供し、参加者に野尻湖、野尻キャンプの雰囲気、意義などを伝えてこ
られました。 2016年3月16日逝去 享年89

勝木 吉夫(かつき よしお)メン 熱海グローリークラブ
1995年入会、ブリテン、広報委員長として長年にわたり、役目を一手に引き受けられました。
クラブ事業や各種会合の写真を撮り、毎月会員のもとに届けて頂きました。他クラブの方々
にも郵送され、大変喜ばれ、クラブにとって大きな存在でした。鮎の友釣り、ゴルフ、カラオ
ケなど多くの趣味を持ち、飲んで興が乗るとグラス片手に「ああ人生に涙あり」を歌われる姿
が、今でも思い浮かばれます。生涯の信条は「根性」、まさにその通りの人生だったと思い
ます。 2016年4月17日逝去 享年82

星野 達雄(ほしの たつお)メン 信越妙高クラブ
1948年東京ＹＭＣＡに奉職、1966年には、第７代総主事に就任、持ち前の柔和な性格か
ら募金活動・国際交流に尽力されました。1986年、妙高高原クリスチャン村に別宅を構え
てグリーンシーズンの居とし、自然を楽しみながら執筆を続け20冊余りを出版しました。
2005年には、信越妙高クラブを創設、チャーターメンバーの多くは星野さんの人脈と、ひと
となりによるもので、まさに生みの親と云っても過言ではありません。その優しさは脈々と引
き継がれています。 2016年4月26日逝去 享年95
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