
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 

 

2018年 ４月例会 

＜ＬＴの月＞  

 

と き ４ 月 17 日（火）18：30－20：30 

ところ 山手センター 101 号室 

 

受付       中村さん、尾内規子さん 

司会             飯島さん 

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 

＜卓話＞ 

「沖縄・・・本土の人に知られていない基地の 

     はなし  聖書の立場から考える」 

          西浦昭英先生（聖学院高校教師） 

ニコニコ                         一 同 

報告・連絡事項          各担当 

閉会点鐘                      会 長 

当番（第２班）中村、尾内（規）、飯野 

 

４月 HAPPY  BIRTHDAY 

増野 肇さん 1 日 功能文夫さん 18 日 

尾内規子さん 24 日 飯島隆輔さん 25 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 

 

主は国々の争いを裁き、 

多くの民を戒められる。 

彼らは剣を打ち直して鋤とし 

槍を打ち直して鎌とする。 

国は国に向かって剣をあげず  

もはや戦うことを学ばない。 

 

         イザヤ書 ２章４節 

 

３月報告 

 

会員在籍数             14 名 

例会出席者     メ ン     9 名 

          メネット    ― 名 

会員出席率             64 % 

ゲスト・ビジター         21 名   

合計 30 名 

ニコニコ   13,130 円（累計 51,120 円） 

ＢＦ 国内切手 －g    外国切手－ｇ 

 

４ 
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３月例会 報告 

 

20日（火）１８：３０～２０：３０ 

山手センター １０１号室 

出席者：上妻、浅羽、飯島、飯野、尾内、功能、

中村、星住          8名 

ゲスト・ビジター 

澤内 隆さん（卓話者・厚木クラブ） 

  松村宇久馬さん（諏訪町会総務部長） 

  金子磨矢子さん（ＮＥccoカフェ） 

  新井克巳さん（東京ＹＭＣＡ会員） 

  浅井徳二さん（わくわくサロン） 

  吉野勝三郎さん（川越クラブ） 

  村野 繁さん（東京世田谷クラブ）  

  佐藤節子さん（厚木クラブ）     

大野貞次さん（あずさ部部長、東京西クラブ） 

  本川悦子さん（東京西クラブ） 

  石井元子さん（ 〃    ） 

山口直樹さん（東京武蔵野多摩 クラブ） 

  大輪匡史さん（   〃       ） 

  麻生由美子さん（  〃       ）  

  野々垣健五さん（甲府21クラブ）          

  山本俊一さん （ 〃    ） 

  小澤智之さん （ 〃    ） 

  小原史奈子さん（東京たんぽぽクラブ） 

  服部節子さん （  〃      ） 

  藤江喜美子さん（  〃      ） 

  福島多恵子さん（元東京目黒・メネット）   

 ゲスト・ビジター計 21名  合計29名 

 
               澤内 隆さん 

 「 地域おこしはＳＮＳで― 

      ストーリー・ネーミング・スピード 」 

 というテーマの澤内さんの卓話に、ゲスト・ビ

ジターの方々にも多数ご出席いただいて賑やかな

例会になりました。澤内さんは食事の時間にも、 

卓話の中でもスクリーンに写真を映写してのお話

で、出席者の中からは、へえー、ほおー、という

声が漏れ続けていました。 

 ハッピーバースデーは佐藤さん、大野さん、山

口さん、麻生さん、小原さんをお祝いしました。 

 ＜卓話要旨＞ 

 地域おこしは楽しみながらやることが大事で

ある。それにはストーリーＳ、ネーミングＮ、ス

ピードＳの三つが大事で、まずはストーリー作り

から始まる。大ヒットしたアニメ映画「君の名は」

で描かれた石段の場所は四谷の須賀神社ではない

かと評判になって、四谷に来る人が増えたという。

そしてネーミングも大事だ。私の「地理バッ地理」
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は私が商標登録した言葉である。地理は地球理解

であり、地域理解である。楽しく地域理解をしよ

う。 

・地域理解は地域の特色と関係性を理解すること

高田馬場、落合、戸塚，戸山、百人町などの地名

の由来を知る。 

・地域の自慢を発見し、地域再発見散歩を行う 

 落合、山吹の里、堀部安兵衛、高田馬場、高田

富士などなど。 

・日本のスポーツ・レクリエーションのルーツは

ＹＭＣＡ イベントや公園などでレクリエー

ション・ゲームを紹介する。近所の団体とのコ

ラボレーションを図る。 

 地域おこしは、地域の宝再発見と始めの一歩の

まち歩きのアクションにかかっている。 

             （まとめ：Ｆ．Ｋ） 

＜3月例会 ニコニコ元気カードから＞ 

私は今日このことで元気です。 

金子磨矢子さん みんなちがってそれがいい。 

吉野勝三郎さん 聖書朗読・お祈りで始まる例会

に久しぶりに出席できました。 

村野 繁さん 年をとったからといって休んで

はいられませんね。 

佐藤節子さん ワクワク、ドキドキ楽しくなりま

した。 

新井克巳さん 毎日が発見、未来は今なんです。 

大野貞次さん 楽しい例会に参加でき感謝。 

末川悦子さん 今日は初めてお邪魔しました。と

ても楽しかった例会でした。 

石井元子さん おいしいつばめレストランのハ

ンバーグを食べました。 

麻生由美子さん 素敵なお話をありがとうござ

いました。ワイワイ頑張りましょう。 

大輪匡史さん 皆さんが幸福と思う楽しいお話 

ありがとうございます。 

山本俊一さん 桜の花が咲きはじめたら明日は

雪なんだな。 

小澤智之さん 去年の7月にブライダル業界に入

りました。ＹＭＣＡホテル専門学校のカリキュラ

ムに興味を持ちました。 

小原史奈子さん 今日はとても楽しく「バッ地理」 

学ばせて頂き有難うございました。 

上妻英夫さん 澤内隆様のお話でなんでも出来

ると思えた。 

尾内昌吉さん 4 月のＹＭＣＡゴルフコンペに向

けて練習中です。 

飯野毅与志さん 良い話でした。地域とワイズ 

のつながりも大切だと思います。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ヨルダン会 報告（3月）  

 

日時：３月２８日  14：30～16；30 

場所：華屋与兵衛 

出席：浅羽、上妻、尾内、功能、中村、増野 

議事 

１、４月例会 

  卓話者 西浦昭英さん（聖学院高校教師） 

  題目「沖縄・・・本土の人に知られていない

基地のはなし 聖書の立場から考える」   

  司会 飯島 

２、山手センターの耐震工事期間中（9―3月）の

例会場の選定について、土曜昼間開催の可否

も併せて複数候補会場を探してみる。 

３、次期当クラブ会員名簿の確認 

  青鹿さんから厳しい身辺状況のため6月末で

退会の申し出があり、やむを得ぬ事情と了承。

奈良信さんの休会期間が6月で3年になる。 

  次期クラブＥＭＣ担当を浅羽、飯島の2名に

し、ＢＦ担当を上妻に変更する。 

４、第3回あずさ部「富士の国」評議会 

 5月12日（土）11：00から。 

13：00から富士五湖クラブ15周年祝会 

富士吉田市魚吉会館２Ｆホールで開催 

５、5月例会プログラムについては未定。 

（以上） 

 

４月卓話者ご紹介 

西浦 昭英 さん 

聖学院高校教師、 

日本キリスト教協議会（ＮＣＣ）靖国問題委員 

会委員、東京平和教会客員会員 

「沖縄平和の旅」主宰者 
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東京グリーンクラブ創立 45周年記念例会 

 
「神田川船の会」（38年間で76回開催）とい

うユニークなＣＳ事業で広く知られ親しまれてい

る東京グリーンクラブが45周年を迎えて、記念例

会を3月21日（祝・水）13時から「オーラム」

（大江戸線、新御徒町下車）を会場に開催しまし

た。 雨模様の中でしたが35クラブから142人が

出席してたいへん賑やかでした。山手からは上妻、

中村、功能が出席しました。 

 第1部記念式典では2名の入会式も執り行われ

ました。第2部では「城郭都市江戸と水辺の風景」 

と題した記念講演があり、第3部では江戸芸＜か

っぽれ＞のアトラクションを楽しみながら会食と

懇談の時を過ごしました。席上献金94,305円は青

少年育成のために東京ＹＭＣＡに贈られました。 

 50周年に向けて東京グリーンクラブのさらな

るご活躍が期待される記念例会でした。（功能） 

                                                                                          

お た よ り（3月） 

 

＜青鹿博明さん＞ いつもご連絡有難うござい 

ます。身辺の環境がきびしくなってきて動きが 

とれません。 

＜上妻英夫さん＞「彼岸入街路の柿に黄色芽」 

日毎に木々が若芽をふくらます。 

＜鈴木田通夫さん・祐子さん＞ いつもブルティ

ンを送って下さいまして有難うございます。毎月

他クラブのワイズの方々の多くの出席者がお見え

になってニギニギしく例会をもっておられる様子、

嬉しく思います。こちら草加では、施設が車を出

して下さり、最近は昼食＋買い物で大きなスーパ

ー行き、また近くの梅見の会をしました。中学生、

高校生のブラスバンドやフラダンスの会、合唱団

の方々が来て楽しませてくれています。  

ＹＭＣＡニュース 

１．東日本大震災から7年目の3月11日（日）、

山手コミュニティーセンターは東日本大震災およ

び熊本地震の復興を願って、ＪＲ高田馬場駅前で

街頭募金を行いました。街頭に立ったのは、東京

ＹＭＣＡの学生やボランティアリーダー、ワイズ

メン（山手クラブは上妻、中村ワイズが参加）、

活動メンバー、スタッフなど計50人。 代わる代

わる道行く人に呼びかけたところ、多くの方々が

ご協力くださり、募金額は129,500円にのぼりま

した。 ありがとうございました。お預かりしまし

た募金は、ＹＭＣＡが行っている支援活動のため

に大切に用いさせていただきます。  

7年経った今もなお、復興の途上にある被災地の

方々を思い、ＹＭＣＡは今後も支援を続けてまい

ります。 引き続きご協力をお願い申しあげます。 

 

２．東陽町センター1・2階を東京ＹＭＣＡが賃貸

再契約し、改装工事が進んでいます。 

2 階にインターナショナルスクールの教室が移り、

1階の旧Wellの一部をＹＭＣＡホールとして使用

するなど、仕様が変わります。 

また「東陽町コミュニティーセンター」は１階に

事務所を構え、新年度から「おもちゃ病院」や「下

町こどもダイニング」などの新規プログラムを展

開していく予定です。ゴールドジムから委託をさ

れた水泳とテニス事業については「ウエルネス東

陽町」に名称を変更して運営を継続いたします。 

 

３．２０１７年度も多くの皆様のお支えにより、

無事に終えることができました。春休みに実施さ

れた、短期水泳教室、スクール、スキーキャンプ

も大勢の子どもたちが参加をしました。４月から

人事異動により山手の職員体制も変わります。改

めて紹介できればと思います。引き続きのご支援

をお願いいたします。      （星住秀一） 


