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２０１７年０７月 第一例会 

＊7月はワイズの新年度。キックオフ例会です。 

来年の 45周年記念を見据えて心を合わせましょう。 

 ～ ＫＩＣＫ ＯＦＦ ～ 

2017-18年度 クラブ会長  

浅見隆夫 

今期また会長を務めさせていただ

きます。 

メンバーより設立 50周年では加齢が

進み、果たして今のように活動出来る

かと疑問が寄せられました。確かに今

のうちに再度クラブの基礎を固め新

入会員を集める起爆剤として有効な

イベントになると、急遽、来年 2018年 3月 21日（祝）に

設立 45周年拡大例会を開催することが決定されました。 

 お祭りごとは勿論、一朝事ある時は団結して事に当たる

グリーン気質を遺憾なく発揮して、クラブの活気と新会員

獲得に向けて活動を開始したいと思います。 

 50周年への通過点！ ご協力をお願いいたします！ 

  **************************************** 

1973：チャーター／1993 ： 20周年／2003 ： 30周年 

2013 ： 40周年／2018 ： 45周年／2023 ： 50周年 
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7月 さぁスタート 

「あなたがたは世の光である。」 

＜自分の持っている賜物を生かして、輝いてスタートしましょう。＞ 

（マタイによる福音書５：１４） 

 

＜ 2017.07 ＞            ＢＵＬＬＥＴＩＮ              2017年 7月～2018年 6月 

日時：2017年 07月 19日（水） １８：30～20：30 

場所：千代田区和泉橋区民館 ２階 

    千代田区佐久間町 1-11 TEL03-3253-4931 

            受付：青木君／司会：布上君 

 

開会点鐘               浅見会長 

ワイズソング・ワイズの信条          全   員 

聖句・お祈り                 古 平 君 

ゲスト・ビジター紹介    浅見会長 

食事 （一言添えてニコニコ献金）  

 

ゲストスピーチ             紹介 浅見会長

茨城クラブ 直前関東東部部長 片山 啓 ワイズ 

卓話 「 橋 の 話 」  

神田川関連報告・協議            稲 垣 君 

YMCA情報                    松 本 君 

Happy Birthday＜新倉ﾒﾝ・塩入ﾒﾈｯﾄ・布上ﾒﾈｯﾄ＞ 

ニコニコ発表                  浅見ク君 

閉会点鐘                     浅見会長 

国際会長        Henry J Grindheim「ともに、光の中を歩もう」(ノルウエー) 

アジア会長     Tung Ming Hsiao「ワイズ運動を尊重しよう」（台湾） 

東日本区理事    栗本治郎「広げようワイズの仲間」（熱海） 

関東東部部長   長尾昌男「義務を果たして、クラブと関東東部の活性化を図ろう」(千葉) 

クラブ会長      浅見隆夫「親睦なくして奉仕はない」（グリーン） 

会    長 浅見  隆夫 

副 会 長 西澤  紘一 

書   記 目黒   卓 

書   記 布上征一郎 

会   計 平林  正子 

会計補佐 佐野   守 

監   事 柿沼  敬喜 

担当主事 松本  竹弘 

   【例会出席率】   在籍：１７名（含広義会員１名）  メーキャップ 2名  出席率 12/16 75％                    

出席：6月例会 （グリーンメン 10名、メネット 1名）計 13名 

   【ニコニコ】      6月例会 12,000円    累計 125,000円 

 



＜２０１７年０６月第一例会報告＞ 
日 時：2017年 6月 21日（水）18：30～20：30 

場 所：千代田区和泉橋区民館 ２F 

出 席：青木・浅見（ク）・浅見（隆）・柿沼・古平・佐野・高谷 

布上・平林・松本    （ゲスト）布上メネット 

 柿沼メン司会で定刻に開会。恒例の開会セレモニーを終え、

多忙のため常連 3 名の欠席メンで少し淋しい例会となったが、

身内だけの例会とあって和気藹藹で美味しい食事を楽しん

だ。浅見会長より先週の第 2例会で協議された、ワイズメンズ

の公式行事・イベントに、クラブを代表して出席する場合、そ

の参加登録費の半額をクラブで補填する件が報告されたと

ころ、満場一致で承認されました。 

 また、クラブメンバーの高齢化を考慮し、併せてクラブの活

性化を図るため 45 周年記念拡大例会を開催する件も承認

されました。 

 メンバー全員の「今期を振り返っての一言」の要旨（順不動） 

柿沼メン  人間ドッグ検診で膵臓に水疱が見つかり検査の

結果、良性と判明。半年に一回 MR を受

診することに落ち着きホッとしました。関

東東部会員増強主査を拝命し EMC委員

会を 3回開催した。全クラブが参加してく

れ活発な意見交換があり、それなりの成

果は上がったと自負しています。結論とし

て個人が責任をもって個人を勧誘するこ

とが一番大切であると改めて思わされました。一人でも多く

入会してくれるよう願っています。 

青木メン   

2 年間の会長任期中と去年は主人の癌闘

病と重なり大変忙しい思いをしました。主

人を天国に送った後は全て主人が取り仕

切っていた会社経営という未知の分野に

代表取締役として対処せねばならず、一

層忙しくなり皆様にもご迷惑をお掛けした

ことをお詫びします。しかし教会やワイズの

行事に参加することが息抜きになりました。まだまだ問題は山

積ですが一段落したら心からワイズを楽しみたいと思ってい

ます。 

浅見（ク）メン  

 母が 102歳で骨折入院から元気に退院

してきました。早速熱海温泉に行くと張り

切っています。主人も術後 7年、元気にし

ていますので感謝ですが、ただ全員高齢

なので今を充実して過ごしたい。そして、

メンバーを増やすことに真剣に取り組もう

と思っています。 

 

佐野メン  パラリンピックに向けて障害者とのプログラムが

目白押しでワイズ活動に全力で取り組めないのが残念です。

先日昇天された堀内浩二さんから誘われてワイズ YMCA を

知り東京西クラブに入会しましたが、日

本区理事を二人も輩出し日本全国を飛

び回るお供で日本区大会・アジア大会・

国際大会、そして BF 代表で外国にも行

かせていただき良い経験をさせてもらい

ました。信用金庫職員だった私は組織の

勉強が会社で非常に役立ち感謝してい

ます。 

 

 

布上メネット  主人と一緒に行動できるのが嬉しく、楽しい！

また、主人が女房が元気でとても助かって

いますと知人に云っているのを聞き、一層

協力して行こうと思っています。 

東西交流会の東山荘で観た富士山、雪を

頂き山裾までハッキリと見られとても美し

かった。東日本区大会で川越に向かう車

窓から見られた富士山も最高でした。自

宅からも富士山は眺められるけど雰囲気が変わると全く異な

って見えるのですね。 

 

平林メン  東日本区大会で各クラブが

皆一つの目標に向かって活動している

のがとても印象的だった。私も今年度は

会員増強に力を入れ、寄せ餌をまいて

おいたので 3 人獲得を目指し頑張りま

す。 

高谷メン  今日も仕事が長引き受付担

当に間に合わず申し訳ない。体の方は

柿沼メンと同じだが水疱は 2 倍位大きい

が担当医からは心配ないとのご託宣、た

だしMRは３月に一度受診しなさいと言わ

れています。社会でもこの年齢になるとイ

ロイロな役を回され断る訳にもいかず忙

しい。また、会社も息子にシッカリ引き継

がせるためにも後２年頑張るつもりです。中・高・大とミッション

系の学校で学び、学 Y に所属していた関係でその活動に力

を入れている。先ずは人集めのため皆さん良くご存知の「杉

原千畝」の一人芝居の公演を企画しています。その節はご協

力をお願いします。個人的にはバラ栽培や好きなライブ公演

を聴きに行ったり銀座で飲んでますが、これが私の活力源だ

と思っています。 

松本主事  東日本大震災も時が経ち

風化が懸念されています。当初より教

会・YMCA共同の放射能汚染地区から

子供たちを安全な非汚染地区での少

年キャンププログラムに関わりましたが、

立場が変わるとキャンプ実施の方法が

異なり調整に苦労しました。 

お陰さまで三菱商事様のご協力で参加者に大人気キャンプ

を開催出来たのですが、５年が経過し廃止となりました。それ

に代わる山中湖ユースリーダースフォーラムキャンプで図らず

も YMCA とワイズの方針が合わずキャンプの考え方の多様性

に驚きました。特にワイズと関わり合い混じり合う大切さを学

びました。 

古平メン  ７５歳になりガックリ歳を取っ

たと感じました。運転免許の更新で認

知症テストを受け、思うような結果が得

られずヤキモキしましたが一応更新は

出来ました。 

結婚 50 周年を教会で行い、混ぜご飯

を夫婦で持ち込み、仲間たちに祝福し

ていただき、額縁を模った枠の中に夫婦で入り写真を撮った

のが大変嬉しかったです。これを機に妻の実家がある長野県

伊那に家を新築することにしました。何日もかけて雑草を取り

ましたが今度行ってどの位雑草が伸びているか心配です。総

入れ歯のため滑舌が悪く、もともと人前で話すことが苦手な

のに一層話しするのが億劫になりました。でも後 10 年は生き

たいと願っています。                



布上メン  私も運転免許を更新しました。お陰さまで元気で

す。グリーンクラブ 40 周年で故上谷メンと

記念誌作成に苦労しましたので、もし皆さ

んの賛同があれば 50周年まで書記を務め

させていただきたい。 

（一瞬の静寂後、大拍手！） 

画像や資料の管理は一人でやらないと出

来ないのです。立派な記念誌を作ってご覧

にいれます。乞うご期待！ 

 

浅見（隆）メン  7 年前の手術後、抗がん剤服用も無く女房

曰く誤診で手術されたんじゃないの？大腸

憩室出血を除けばいたって元気にしていま

す。ただしゴルフ練習場でドライバーを振り

回しよろけて２階から落ちそうになり、ゴル

フはキッパリと止めました。勿論腹筋が弱く

なって民謡も足を洗いました。今は水彩画

と魚釣りに情熱を燃やしています、来年３月

２１日グリーンクラブ４５周年記念例会に向

けて準備を始めます。是非皆さんのご協力をお願いいたしま

す。 

平林会計より早速、東日本区大会参加者に登録費半額が

支給されました。 

お陰で夏祭り協賛提灯代、抽選券代、チャリティランお揃い

の T シャツ購入代、などの処理で松本主事は嬉しい悲鳴を

上げていました。 

今月のバースデーは古平メンただ一人、全員でハッピーバー

スデーを歌い祝福しました。 

 例会会場に向かう頃は吹き降りが大荒れの天気でしたが、

閉会後は穏やかで梅雨特有の湿った生温かい中を帰路につ

きました。 

なんと今日は全員２次会なし！こんなこともあるのですね！ 

                      （浅見（隆）記） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＜２０１７年０６月第二例会報告＞【第一例会配布】 
 2017年 6月 14日 和泉橋区民館  会長浅見隆夫 

（出席） 青木・浅見Ｔ・浅見Ｋ・柿沼・布上Ｓ・松本 

１．配布資料 回覧           

 ①東日本区表彰一覧 

 ②孫、ひろの心臓移植のためのご支援に対する御礼 

 ③「東京 YMCA夏まつり」チラシ 

 ④沼津ワイズメンズクラブ創立 50周年記念誌 

２．報告・連絡事項 

 ①東日本区大会 報告            浅見会長              

 ②「東京 YMCA夏まつり」第 1回実行委員会 

  6月 26日（月）18：30  東陽町視聴覚室／布上出席 

 ③8月納涼例会 

  8月 16日（水）18：30～21：00  

  浅草橋ベルモントホテル「ラコンテ」  

飲み放題付き＠5,000円コース 

  ＊長尾部長 公式訪問、ご招待参加 

３．審議・協議事項 

 ・6月 24日（土）東京ＹＭＣＡ会員部 芸術祭 

 オープニングセレモニー／茶話会 

        嶋倉昌平氏 津軽三味線 再度依頼 済み 

 ＊クラブ 45周年記念行事検討    

    2018年 3月 21日（水・祝）に拡大例会として企画 

         冊子などの作成は不要  会場を考慮 

「ラ・ベル・オーラム」？ 

 案内をどの範囲まで出すか  イベントの内容至急検討 

 趣意書は 7月中に発送？ 

 

＊(議案)クラブからの費用補填 

  ワイズメンズの公式行事、イベントにクラブを代表して

出席する場合、その参加登録費の半額をクラブで補填を

することにしたい。出費はクラブファンドからとする。クラブ

会則に附則で追加をする。 

（21日の第一例会に諮り承認を得る） 

  

・7月例会の内容 

  ＊ゲストスピーカーの件    

 片山関東東部直前部長に依頼 ＜橋の話＞ 

  ＊役員交代・予算案の件   クラブ役員、すべて再任 

 ・9月例会ゲストスピーカーの件 

 

第 20回東京ＹＭＣＡ会員芸術祭 

2017年 6月 26日～7月 1日の期間で標記展示会が開

催された。東陽町センターの 1階会場には６１点の作品が

出展された。例年よりやや少なめに感じられたが、力作ぞ

ろいの絵画、書画、写真、陶芸、手芸、彫刻が展示され

た。２４日はオープニングセレモニー。菅谷淳東京 YMCA

総主事、浅見隆夫実行委員長、そして菅谷功先生による

テープカット。その後菅谷先生の作品講評もあり、和やか

にスタートした。 

お楽しみの「茶話会」、２５名位の出展者が出席され、自己

紹介から始まり、今回は２０回記念

でもあり、初回から欠かさず出品さ

れている４名の方々を紹介、皆様に

ご挨拶もいただいた。 

昨年に続き茶話会のイベントとして

嶋倉昌平さんの津軽三味線を楽し

ませてもらった。 

 7/1 の終了まで連日

ワイズクラブの持ち回り

受付担当を行い２００名

以上の来場者があった。

最終日の撤収もアッとい

う間に終わり。グリーンの

担当者は軽く打ち上げ

の美酒に酔いしれたの

でした。 

浅見隆夫・浅見クミ子・青木方枝・布上征一郎・布上信子

の参加。                      （布上Ｓ 記） 



ＹＭＣＡ ニュース（７月号）           担当主事 松本竹弘 

▼東京ＹＭＣＡが 1917 年（大正 6 年）に日本初の室内温水プールを設立してから今年で 100 年を迎えたことを

記念して 7 月 2 日、東陽町ウエルネスセンターと山手コミュニティーセンターの 2 カ所で「ふんどし祭り」を開

催しました。3 歳から成人まで約 50 人が、当時と同じようにふんどしで泳ぎ、ゲーム大会を楽しみました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼これから始まる夏のキャンプに向けて準備が始まりました。１８歳以上のボランティアリーダーが、安全に楽

しくプログラムを実施できるよう理論や実技など多数のトレーニングを受け、「子どもの発達課題の理解」「グル

ープワークとリーダーの役割」といった講義を実施。また 6/16～18、6/23～25 には実際にキャンプ場に宿泊し、

プログラムに必要な技術や指導法、安全確認の仕方、グループ運営の方法など実技トレーニングも行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

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

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

 Happy Birthday 
０７月   新倉健司（メン）  塩入淑子（メネット） 

               布上信子（メネット） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

クラブの円滑な運営のため、年会費をお納め下さい 

           （2017-１8年度 会計：平林正子） 

    みずほ銀行・戸越支店（普通 2208674） 

     （口座名）東京グリーンワイズメンズクラブ  

本年度、クラブ会員皆様のご協力をお願いいたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

1932 年ロスオリンピック選手の強化合宿 

（東京ＹＭＣＡ初代プールにて） 

東京ＹＭＣＡ山手センターの子どもたち 

 

ビート版を使った「たらい競争」 

 

1930年頃の「たらい合戦」 


