
2017‐18 会長主題 

共に行動 共に喜びを 
あずさ部長   大野貞次（東京西）           「継続は力なり・一歩でも前に・そしてあがこう 」 

東日本区理事  栗本治郎（熱海）               「広げよう ワイズの仲間」 

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   Henry Grindheim (ノルウエー) “ Let Us Walk in the Light－Together”「ともに、光の中を

歩もう」 

 
会長 上妻英夫／ 副会長 尾内昌吉 ／ 書記 浅羽俊一郎 ／ 会計 中村孝誠 

直前会長 金本伸二郎 ／ ブリテン 功能文夫 ／ 担当主事 星住秀一 

 

2017年 12月 特別例会 

＜EMC/MCの月＞  

 

と き 12 月 19 日（火）18：30－20：30 

ところ 山手センター 101 号室 

会 費 1,000 円 

 

受付       飯島愛子さん 功能さん 

司会             尾内さん 

開会点鐘・挨拶         上妻会長 

ワイズソング・モットー      一 同 

聖書朗読・開会祈祷        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 

＜レクリエーション＞ 

 “笑う門には福来る” 

    東京 YMCA  OB  木塚敏夫さん 

ニコニコ                         一 同 

報告・連絡事項          各担当 

閉会点鐘                      会 長 

当番（第 1 班）功能、上妻、尾内、飯島（愛） 

 

12 月 HAPPY  BIRTHDAY 

________ 

 

 

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 

 

どうか、平和の主御自身が、いついかなる   

 場合にも、あなたがた一同に平和をお与え 

 くださるように。主があなたがた一同と 

共におられるように。 

 

  テサロニケの信徒への手紙Ⅱ ３章 16 節 

 

11 月報告（3 クラブ合同例会） 

 

会員在籍数             14 名 

例会出席者     メ ン    11 名 

          メネット    ― 名 

会員出席率             79 % 

サンライズ 12 名 たんぽぽ 5 名 

ゲスト・ビジター 26 名    合計 54 名 

ニコニコ     ―― 円（累計 18,682 円） 

 
ＢＦ 国内切手 －g    外国切手－ｇ 

12 

2017 
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11月 山手・サンライズ・たんぽぽ 

3クラブ合同例会 

大いに笑おう 山手寄席 

 

11月21日（火）18：30－20：30 

山手センター 101号室 

出席者 総数 54名 

山手：上妻、浅羽、飯島、飯島（愛）、飯野、 

尾内、尾内（規）、金本、功能、中村、星住 

11名 

サンライズ：江原、大谷、大津、小山、河野、 

菰渕、柴田、菅原、立田、長津、長津（絹）、 

御園生                12名 

たんぽぽ：越智、小原、服部、藤江、三浦 

5名 

ゲスト： 

入船亭 扇蔵 師匠（山手寄席 出演者） 

山手関係：本多 誠さん（諏訪町会長）、松村宇   

久馬さん（諏訪町会）、原 好子さん（同）、 

 大澤久江さん（同）、小松原 明さん（上妻友   

人）、白浜幸子さん（同）、河井とし子さん（尾

内友人）、石川民子さん（同）、木塚敏夫さん

（東京Ｙ・OB 浅羽友人）、 

サンライズ関係：渡邊 博さん、正村 満さん、 

井上喜美子さん、 

たんぽぽ関係：小野 実さん（YMCA日本語学校）、

高原尚子さん（同）、ソンウケツさん（同学生）、

エンフバヤルサインザヤさん（同）、浅井徳二

さん（わくわくサロン） 

ビジター： 

山手関係：三牧 勉さん（大阪茨木） 

サンライズ関係：久保田貞視さん（八王子） 

たんぽぽ関係：大野貞次さん（あずさ部長・西） 

 吉田明弘さん（西）、山口直樹さん（武蔵野）、 

長谷川あや子さん（八王子）、関 喜一郎さん

（石巻広域）、谷治英俊さん（まちだ）、 

大阪ルリ子さん（京都洛中） 

 

101室が大入り満員の盛況になりました。第1部

セレモニーに続いて、さっそく皆さんお待ちかね

の第2部「山手寄席」が始まりました。 

拍手の中、扇蔵師匠が登場、ご挨拶でまず、 

「高座の座布団は1枚だけですよ」と会場を笑わ

せました。「小道具は扇子と手拭だけ、これを使
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ってお客さんの想像力を働かせるのです」と、扇

子を煙管（キセル）、手拭を煙草入れに見立てて

たばこを吸う場面や、扇子を箸に見立ててそばを

すする場面を巧みに演じながら解説していただき

ました。 

最初の演目は「転失気（てんしき）」というお

話でした。 

 腹具合が悪い和尚が医者に診てもらう。医者が

「てんしき」はありますかと聞く。和尚は何のこ

とかわからないくせに知ったかぶりをして「はい」

と返事する。後で和尚は寺の小僧の珍念に「てん

しき」を買ってこいと命じる。珍念はあちこちに

買いに行くが、どこも知ったかぶりをして、「売

ってしまった」とか「ない」という。和尚は珍念

に医者のところに行って「てんしき」とは何か聞

いてこいと命じる。医者は転び失う気と書いて「転

失気」、「おなら」のことだと教えたが、珍念は

和尚に「杯」のことですと嘘をつく。 

 医者が診に来て、和尚は杯を見せる。医者は「て

んしき」は「おなら」のことだが、こちらでは杯

のことか、と聞く。 

和尚「こら、珍念。こんな嘘をついて、何とも思

わんのか。」 

珍念「ええ、屁とも思いません。」 

 二つ目は「親子酒」でした。 

 大酒飲みのおやじとせがれが二人とも禁酒した

が、そのうちに怪しくなる。ある日、せがれが出

かけた間におやじがかみさんを拝み倒してお銚子

1本だけと飲み始めたが、それがもう1本、もう1

本・・・となってべろんべろんになる。そこにせ

がれが帰ってきたが、せがれもぐでんぐでんだ。 

おやじが言う。「こんな奴に身代が渡せるか。」 

せがれが言う。「こんなぐるぐる回る家なんか欲

しくない。」 

 親子酒の方が分かりやすかったようで、爆笑も

一段と大きく、拍手も賑やかでした。 

 第3部では、おいしい弁当を味わいながら懇談、

東京ＹＭＣＡにほんご学院の学生二人の紹介があ

りました。 

 第4部では、ゲスト、ビジターの紹介があり、 

クラブの諸連絡・報告、ＹＭＣＡ報告があり、 

ハッピーバースデーを祝いました。また、席上献

金の集計合計は31,897円との報告がありました。

閉会点鐘のあと、全員の記念写真を撮って解散、

２次会組は伊丹亭に向いました。 

 席上献金に二次会残金を加えて38,000円とし、 

これを東日本区の東日本大地震支援と熊本大地震

支援のために、19,000円ずつ献金しました。 

 

    ヨルダン会 報告（11月）   

 

日時： 11月29日（水） 14：30～16：00 

場所： 華屋与兵衛 

出席： 上妻、浅羽、尾内、中村、功能  ５名 

議題 

１、12月 特別例会  

 12月19日、山手センター 101号室 

東京ＹＭＣＡのＯＢ木塚敏夫さんを招き、 

「笑う門には福来る」と題して、レクリエーシ

ョンと懇親を楽しむ時とする。 

 会費 1,000円 

 弁当、ケーキは中村さん、コップ、皿、スプー 

ンは尾内さんが手配する。 

３、2月例会 

12月例会の前に集まって、再協議する。 

４、在京ワイズ新年会 

 時：1月13日（土）12：30～15：30 

 所：「しののめＹＭＣＡこども園」 

   江東区東雲１－９－４６  

 会費：5,000円 

 出席：上妻、飯島、尾内、功能、中村、増野 

５、あずさ部ＣＳ助成金申請 

 山手クラブは申請なし。 

  

 お た よ り（11月）  

 

＜入船亭扇蔵 師匠＞ 

おはようございます。 

先日は、大変お世話になりまして、誠にありがと

う御座いました。 

また、写真もお送り頂き重ねて御礼申し上げます。 

是非またお会い出来る事を楽しみにしております。 

今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお

願い申し上げます。 

               入船亭扇蔵拝 

＜上妻英夫さん＞「葱大根妹の畑で妻も抜く」 

妹に呼ばれて野菜畑、妻も一緒に葱大根白菜と 

＜飯野毅与志さん＞ だんだん寒くなってきま

したが、元気で過ごしています。 

＜増野 肇さん＞ 少しずつ歩く力がついてき

ていますし、落語はとても聞きたいのですが、夜

の外出は自信がありませんので休みます。 
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ＹＭＣＡニュース  

 
１．山手会員クリスマス礼拝・祝会 

12月3日（日）午後6時から、山手センター会

員、地域の方、ワイズメン、リーダー、職員が参

加して行われました。第一部クリスマス礼拝は早

稲田教会の古賀牧師よりメッセージをいただき、

第二部はリーダーが中心となって楽しい祝会でし

た。 

２．冬休みプログラム 

山手コミュニティーセンターでは子どもたちの

冬休み期間に合わせて、７つのスキーキャンプ、

６つの短期水泳コース、２つのウインタースクー

ル（５日間の日帰り）を開催します。約450人の

子どもたち、約90人のユースボランティアリーダ

ー・実習生が参加をします。安全で実り多いプロ

グラムを実施したいと思います。引き続きのご支

援をお願いいたします。 

３．第12回 東京ＹＭＣＡ子育て講演会 

リオ五輪金メダリストの金藤理絵氏をお迎えし、

「育てられた者として子育ての大切さを語る」と

題してお話いただきます。ご自身が"育てられた経

験"をもとに、子育ての大切さについてお話の予定

です。 

この講演会は、子育てに悩む保護者の方々に、

自信をもって日々の子育てができるようになって

欲しいという願いから、会員有志とスタッフが実

行委員会を組織し、毎年継続して実施しています。 

日時：1月27日（土）10:00～12:00（受付9：30） 

場所：しののめＹＭＣＡこども園 

申込：12月5日より（専用の申込フォームがあり

ます） 

４．山手コミュニティーセンター年末年始の 

窓口受付休止のお知らせ 

下記の期間は窓口受付をお休みします。 

12月23日（土祝）～25日（クリスマス休館） 

12月31日（日）～１月８日（月祝） 

 

2017年も残すところあと僅かとなりました。 

今年も多くの方に支えられた１年となりました。

心から感謝をいたします。 

2018年もＹＭＣＡの諸活動に温かなご支援をお

願いいたします。 

寒い日が続きますが、温かなクリスマス、新年を

お迎えください。        （星住秀一） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 12月例会ゲスト 木塚敏夫さん ご紹介      

 1939年生まれ 78才 

 1960年以来 東京YMCA会員（現在永年会員） 

 1962年 東京教育大学卒（体育学） 

東京YMCA就職  

中央ブランチ主任主事、体育館館長、山中湖

センター所長、江東センター所長 歴任   

1999年 定年退職 

2000年 日本レクリエーション協会コーディ 

  ネーター資格取得 

2002年～17年  船橋市立青少年キャンプ場  

嘱託管理人 

2010年 千葉県レクリエーション協会功労賞 

受賞     

現在 船橋市にて市役所や公民館でレクリエー  

    ションを指導。津田沼在住 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 編集雑記  

〇 今年のカレンダーも12月1枚になりました。 

本屋さんには来年のカレンダーが各種色とりどり

に並んでいます。 

〇平成天皇の退位の時期が平成31年4月30日と 

きまったようです。来年のカレンダーは平成と西

暦と両方を並べたカレンダーの最後になるのでし

ょうか。 

〇「平成」という「元号」は「平らかにして成る」 

という意味のようです。明治、大正、昭和の時代

のように日本が戦うことがなかったという点では

確かに平らかな時代が続いてきましたが、バブル

経済の崩壊、阪神大震災、地下鉄サリン事件、東

日本大震災、福島原発事故、熊本大地震の発生等、

平らかとばかりは言えない試練の時代だったので

はないでしょうか。 

〇さて、来年9月、山手クラブは設立65周年を迎

えます。どういう年にするか、みんなで知恵を絞

ってまいりましょう。そのためにもお互いに健康

を大切にしてまいりましょう。（Ｆ．Ｋ） 

 

 

ロールバックマラリア 
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会員クリスマスに出席して 

浅羽俊一郎 

 

12月3日（日）山手YMCAでの会員クリスマス

に出席しました。当日は準備を手伝おうと中村メ

ンと早目に行きましたが、会場設営も食事の準備

もリーダーや職員、たんぽぽクラブのメンバーに

よってテキパキと進められ、出来たおにぎりや鍋

も食材を会場に運んだり、受付を手伝う（邪魔す

る？）くらいしかすることがありませんでした。

とても効率よくなされていました。 

燭火礼拝は6時から越智京子実行委員長（たん

ぽぽクラブ）の司会で進められ、早稲田教会の古

賀博牧師から「第一次世界大戦の前線にて」とい

うテーマでメッセージを頂きました。 

第2部祝会では大教室に９つのテーブルが並べ

られ、各テーブルに若者とシニアが一緒に座り、

鍋料理と懇談を楽しみました。 

テーブル対抗ゲームでは与えられた単語の文字 

一つひとつを頭文字とする文節を作って一つの意 

味の通る文に仕上げ、その内容の良し悪しを競う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものでした。我がグループは意味不明な迷文で、

読み上げた後会場が白け、審査員の出した判定も

案の定最下位でした。でもやたら面白いゲームで

した。 

後半は恒例のワクワクサロンのおじさん・おば

さんのソング・タイム。最初は「お富さん」をみ

んなで歌い、次の「炭坑節」はみんなで踊りまし

た。季節外れとはいえ、楽しかったです。クライ

マックスはビンゴ・ゲーム。リーダーのニコンさ

んが番号を読み上げるたびに歓声が上がる。当た

って賞品を取りに行く人あれば、リーチ続きでイ

ライラする人ありで、これがまた笑いを誘うので

した。 

最後は全員で静かに「きよしこの夜」を歌って

感謝の内に散会しました。 

会員が交わるクリスマス会ということで毎年開

催されますが、リーダー・会員・職員が企画から

後片付けまで頑張る。もしかして会員活動の本領

が試されるのは会そのものの成功よりも、この裏

方での協力如何にあるのかもしれない、と思いま

した。ちょっとうがった見方でしょうか。また、

地元からはわくわくサロンのメンバーのほか商店

会からは以前卓話をされたネッコカフェの金子さ

んとカフェのお仲間の参加があり、開かれつつあ

るYMCAという感じがしました。 

出席者総数は約75名で、山手クラブからは飯野、

尾内夫妻、中村、星住、浅羽が出席しました。 

 

＊写真 衣笠メン（埼玉）、ネッコカフェの金子

さん、カフェのお仲間とご一緒に撮りました。 

 

 


