
2016‐17会長主題 

招かれた者としてふさわしく 
あずさ部長   浅羽俊一郎（東京山手）         「あずさ部は賜物の宝庫。もっと活かそうぜ！ 」 

東日本区理事  利根川恵子（川越）              「 明日に向かって、今日動こう 」 

アジア地域会長 Tung Ming Hsiao (台湾)     “ Respect Y’s Movement” 「ワイズ運動を尊重しよう」 

国 際 会 長   Joan Wilson (カナダ)  “ Our Future Begins Today. ”「私たちの未来は、今日より始まる」 

 
会長 金本伸二郎／ 副会長 尾内昌吉 ／ 書記 増野 肇・飯野毅与志 ／ 会計 中村孝誠 

直前会長 浅羽俊一郎 ／ ブリテン 功能文夫 ／ 担当主事 松本竹弘 

 

2016年 ９月例会  

＜ユースの月＞ 

 

と き ９月 20 日（火）18：30～20：30 

ところ 山手センター 101 号室 

受付     上妻英夫さん、飯島愛子さん 

司会            尾内昌吉さん 

開会点鐘             会 長 

モット―・ワイズソング      一 同 

聖句朗読・祈祷          司会者 

ゲスト・ビジター紹介       会 長 

会 食              一 同     

ハッピーバースデー 

楽しい歌         鈴木田裕子さん 

卓話 「原子力を学ぶ」 

   公益財団法人 日本科学技術振興財団 

     人材育成部主査 掛布 智久さん 

山手Ｙの小窓から        担当主事 

ニコニコ             一 同 

諸報告          担当主事、会長 

閉会点鐘             会 長 

当番[第１班] 功能、上妻、尾内、飯島（愛） 

       

８月 ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ 

 

鈴木田裕子さん 9日 浅羽俊一郎さん 20日 

会費の納入は、会計(中村君)への納入または 

下記銀行口座への振込みをお願いします。 

三菱東京 UFJ銀行  高田馬場駅前支店 

普通 ３５４８４３１ 「東京山手ワイズメンズクラブ」 

 

 

 

ワイズメンズクラブ モットー 

 

『 強い義務感をもとう 

      義務はすべての権利に伴う 』 
 “ To acknowledge the duty  
     that accompanies every right ” 
  

 

 

今月の聖句 

 

 主に望みをおく人は新たな力を得 

 鷲のように翼を張って上る。 

 走っても弱ることなく、 

歩いても疲れない 

 

イザヤ書 40章 31節 

 

 
  

 

８月報告 

会員在籍数            16 名 

例会出席者     メ ン    10 名 

          メネット    －名 

ゲスト・ビジター         －名 

会員出席率             63 % 

ニコニコ      －円（累計 11,900 円） 

     

ＢＦ 国内切手 ―kg    外国切手－㎏ 
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８月納涼例会＋ヨルダン会 報告  

 

８月23日（火）18：30～20：30 

高田馬場駅前「与志乃」 

出席：浅羽、上妻、飯島、飯野、 尾内、尾内(規)、

金本、功能、中村、松本      10名 

 リオ・オリンピックが閉幕し、また、前日に大

雨を降らした台風9号も去って、ちょうど一息つ

いたという頃合いで、納涼例会が開かれました。 

鈴木田さん夫妻は引越しの都合で、また増野さん

はけがのためなどそれぞれのご事情で出席できな

い方があり、10名の出席者になりましたが、話が

弾んで楽しいくつろいだ会になりました。 

 他のお客さんも一緒の部屋なので、いつもの 

セレモニー的なプログラムは抜き、金本会長が小

さなベルを鳴らし、ビールやウーロン茶で乾杯 

し、後は料理を食べながら歓談しました。 

台湾の台北で開催された国際大会に出席した 

尾内さんから、大変よく準備された大会であった

こと、大会実行委員長の藤井さん（江東クラブ）

が立派な働きをされたこと、尾内さんが昼食会の

食前感謝の祈りを英語でされたことなどの報告が

ありました（詳細は別記報告を参照）。同大会に出

席しユース関係のプログラムに深く関与した浅羽

さんからは、日本のユース代表の育成強化の必要

が報告されました。 

 松本さんからは、「東京ＹＭＣＡ」7/8月号に 

掲載された東京ＹＭＣＡ2016－18中期計画の中

の山手会館改修計画に関して、過日、山手会館の

耐震検査が実施されたことが報告されました。 

 

YMCA夏祭り 

中村孝誠 

8月27日（土）恒例のＹＭＣＡ夏祭りが東陽町

センターで開催されました。私は2時頃より参加

しましたが、すでに食べ物等は売り切れていまし

た。私には昨年より多くの参加者がいたように思

いますが、実際には少ないのではとの話もありま

した。しかし子供たちは元気にいくつかのイベン

トを楽しんでいたようです。お祭りも後半を迎え

フルバンドの演奏の前で楽しくダンスをしたり手

拍子をしたりして会場は熱気を帯びてきましたが、

ふと周りを見ると何人かのワイズは椅子に腰かけ

居眠りをしていたようです。でも最後の抽選会が

武蔵野多摩クラブの山口ワイズの司会でスタート

するとなぜか疲れが無かったように耳と目をぱっ

ちりと開き山口ワイズの番号発表を聞き入ってい

ました。番号を発表する度にあちらこちらで溜息

やら歓声が上がり、楽しみを皆で分かち合う事が

出来ました。ここでうれしいニュースです。尾内

ワイズが最後に目玉商品の折り畳み自転車をゲッ

ト、尾内ワイズはくじ運が強く毎回何かをゲット

していますが今回は最高の賞品でした。 

早速に尾内ワイズは功能ワイズに電話でこの喜

びを語り、自転車は山手学舎に寄付する旨を伝え

たとのことです。 



 

 

 

 

 

第72回 ワイズメンズクラブ国際大会 

に参加して 

尾内昌吉 

ニーハオ！ 

前回のインド・チェンナイで開かれた第 71 回

大会に引き続き、今回も台北で８月４日～７日に

開かれた国際大会（大会実行委員長は東京江東ク

ラブの藤井さん）に参加した。参加者は800名、 

（内、日本からは186 名）ユースは97 名、山手

クラブからは浅羽さんと私共の３名が参加した。 

第１日目 

14：00よりスケジュール通りに開会、フラグ 

入場以下例年通りのセレモニーと進みワイズソン

グに続き「幸せなら手を叩こう」の曲に合わせて

英語の替え歌で歓迎された。また大会実行委員長

の藤井さんは、この美しい国（フォーモサ）によ

うこそお出で下さいました。そして孟子の教えで

ある天、地、人をスローガンに掲げた本大会を楽

しんで下さいと挨拶された。 

基調講演では黄 光彩博士の「科技将如何影響 

人類的未来」と題して人類の将来に科学技術が如

何に影響を及ぼすかについて興味深い話があった。 

続いて今回の100名を超すマーシャルの方々につ 

き緑色が英語、ピンク色が日本語、茶色が北京語

と色分けされたジャンバーを着た方々を紹介、何

か不明な点は夫々の方に聞いて下さいとのアナウ

ンスがあった。 

19：00より直前国際会長主催の晩餐会に出席 

同じテーブルに着いた大会ロゴマーク「天・地・ 

人」を書いた書家の周さんともお話しが出来た。 

第２日目 

国際書記西村さんによるレポートがあったが最

初に全員で前後左右のメンバーに「ニーハオ！」

と挨拶を交わした後年次報告に移った。 

主な点は①会員数の減少傾向に歯止めをかけ、

2022年のワイズ100周年に向けて50000人を目

標に会員増強をはかる。②国際の本部はジュネー

ブに残すが 2016 年⒑月よりタイ・チェンマイに

サテライトオフィスを置き活動する。③ワイズ 

100 周年記念大会は恐らくアメリカで行われると

思う。④ワイズの組織もクラブが最上段になるよ

う考慮中、との報告があった。 

昼食 

今回小生がこの昼食会での食前感謝を担当する

よう大会実行委員長の藤井さんより依頼があり、

お引き受けしたものの如何に祈るか悩みました。 

早速教会の牧師先生に相談、短く、格調高く祈り 

なさいと祈祷文を作り、アメリカ人の会員に読ん 

で頂き、それを録音し、１週間で暗誦して当日に 

備えました。檀上に上がり司会者より参加者中の 

最高齢87歳のオウチさんと紹介され一生に一度 

の経験でしたが500人の世界からのメンバーを 

前に最大の奉仕が出来ました。感謝、感謝、感謝。 

 

             食前感謝の祈り 

午後からの分科会では①ワイズメネット②ＣＳ

とＲＢＭ③2022 年に向けて④ＥＭＣ⑤ＹＭＣＡ

の５グループに分かれて討議を行った。私共は⑤ 

に参加、山田公平氏がＹとＹ‘Ｓが協働する大切  

さを強調された。浅羽さんは②のＣＳとＲＢＭの 

グループでＲＢＭの部分の進行役を務められた。 

彼は別にユースコンボケーションにオブザーバー 

として参加する等ユースに対しても気を配ってお 

られた。休憩の後アジア・太平洋地区会議に出席、 

19：30 からのＥＸＰＯ会場（広い体育館） 

での次期国際会長主催の晩餐会に参加した。 

ケニアのＰＩＰワブレさんの息子さんや台中から 

のメンバーと同席し楽しい夕食会であった。 

第３日目 

午前中は昨日の分科会の纏めの報告、ＩＢＣ締

結サインが行われた。    （次ページに続く） 



 

 

 

 

午後は半日観光に参加した。 

19：00よりの国際会長主催の晩餐会に参加 

前夜と同じテーブルに着き夕食を楽しんだ。 

ワブレさんからはケニアのお土産を、また台中 

のメンバーからはスマホスタンドを頂戴した。 

第４日目 

日曜礼拝では台北ＹＭＣＡオラトリオ合唱団と 

オーケストラによる貝多芬（ベートーベン）第９

が演奏され素晴らしい第９を聴く事ができ感動し

た。 

ユースの報告に続き大会実行委員長の藤井さん 

が「皆さんエンジョイ出来ましたか！」と大会 

参加者への感謝を述べられた。 

最後に 第73回国際大会のプロモーションが 

行われ次は韓国（麗水市）で会いましょうと 

「神ともにいまして」を歌いながら大会は無事 

終了した。        シェイ・シェイ！ 

 

 お た よ り   

 

＜上妻英夫さん＞ 「夏草や吾背丈を超えにけ

り」。ちょっと留守にしたら雑草が我が物顔で伸

び放題です。（山形県上山市小倉にて） 

＜浅羽俊一郎さん＞ 課題が増え続ける日本な

のに、マスコミは連日オリンピック熱を煽ってい

ます。一喜一憂でもらう元気も空元気。結局現実

は直視するしかないですね。「福島」続けましょ

う！ 

＜飯島愛子さん＞ 京都での工芸作家による作

品展のため、8月例会はお休みします。 

＜鈴木田通夫さん・祐子さん＞ 新年度に入り、

俄かに埼玉県川越市（小江戸）が賑々しくなって

まいりました。同じ埼玉県の草加市に8月25日（木）

に引越しいたしました。 

新住所： 

🏣340-0032 埼玉県草加市遊馬（アズマ）町185 

   ケアハウス草加キングス・ガーデン４１６ 

電話・FAX ０４８－９２５－５５８５ 

 

 

  

 ＹＭＣＡニュース  

 

▼国際協力一斉街頭募金 

東京ＹＭＣＡ国際協力募金は、バングラデシュ

の子どもたちの教育支援、世界中で災害や戦争で

苦しんでいる子どもたちの支援のために活用され

ます。“ささえあう世界”をめざして、今年も国

際協力募金にご協力をお願いします。また、昨年

より実施場所を渋谷から新宿に変更しました。 

日 時：9月10日（土）10：00～16：00 

場 所：ＪＲ新宿駅周辺（直接「東口本部」まで

お越しください。） 

問 合 せ ： 東 京 Ｙ Ｍ Ｃ Ａ 国 際 協 力 部 

TEL:03-3615-5562 

 

▼第30回 

インターナショナル・チャリティーラン 

 参加費で障がいのある子どもたちを支援すると

ともに、“障がい”への社会的な理解と関心を高

めることを目的とした駅伝大会です。 

 9月 22日（祝）、江東区木場公園にて開催しま

す。ランナーとしての参加だけでなく、コース誘

導や会場設営など多くのボランティア参加が必要

です。 

お手伝い頂ける方は、東京ＹＭＣＡ会員事務局

までご連絡ください。TEL:03-3615-5568 

 

▼liby・東京ＹＭＣＡ高等学院を支えるための 

チャリティコンサート 

このコンサートの益金は不登校など青少年の居

場所ｌｉｂｙと、通信制高校サポート校である高

等学院の青少年の活動費および参加費補助に用い

られます。多くの方のお越しをお待ちしています。 

【日時】9月30日（金）19:00～（開場18：30） 

【会場】日本基督教団霊南坂教会（港区赤坂） 

【出演】松浦光子氏（オルガン）飯 靖子氏（オ  

ルガン）飯 顕氏（ヴィオラ） 

【曲目】A.F.Hesse Fantasie c-moll op.35 

    G.Merkel Sonata d-moll op.30 

    M.Ravel Bolero 他 

【チケット】2,500円（自由席、高校生以下は無

料） 

【申込み】東京ＹＭＣＡ会員部 

Tel：.03-3615-556 

メール：kaiin@tokyoymca.org 

（松本竹弘） 

ロールバックマラリア 

  
	

tel:03-3615-5562
tel:03-3615-5568

