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２０１８年１２月 クリスマス例会 ＥＭＣ－ＭＣ協調月間 
東日本区会員増強事業主任 伊丹 一之 

EMC のM はメンバーシップ＝新会員獲得、C はコンサ

ベーション＝会員意識の高揚を意味します。 

今年度７月1日現在の会員数は860 人でした。今年度

は、各クラブ2 名の会員増強を目標に掲げております。 

１１月１０日に行われた第2 回東日本区役員会で、

「2022 年をゴールとする中期会員増強運動を展開するこ

と」が決定されました。2022 年は、ワイズメンズクラブ創立

１００ 周年にあたり、それまでに会員数を東日区発足当時

の1,246 人に増強しようというものです。 

会員全員が、新会員を獲得するという意識を持って、

初めて達成できる目標だと思います。今後、会員の皆様

へのアンケートや、新キャンペーンの名称を公募するな

ど、運動を展開してまいります。 

皆様のご協力をお願いいたします。 

＜東日本区理事通信１２月１日号より転載＞ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

東京グリーンクラブでは来年早々に１名の仲間が増える

希望が出てきました。楽しい例会、皆で協力するワイズイ

ヴェントの開催、神田川船の会の催行、今年も諸々、頑張

りました。来年も宜しくお願いいたします。  

                      （書記 布上 記） 

THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO-GREEN 

CHARTERED 1973  

 
 

 12月 クリスマス 

天使は言った。「恐れるな。わたしは、民全体に与えられる大きな喜びを告げる。 

今日ダビデの町で、あなたがたのために救い主がお生まれになった。 

この方こそ主メシアである。               （ルカによる福音書 ２：１０，１１） 

＜私たちが犯してしまう罪を赦そうと救いの神さまが本当に私たち人間社会に 

来てくださった！信じます？祝います？祝いましょう、信じましょう＞ 

 

＜ 2018.12＞            ＢＵＬＬＥＴＩＮ              2018年 7月～2019年 6月 

日時：2018年 1２月１９日（水） １８：00～20：30 

場所：銀座ライオン 音楽ビアプラザ（５Ｆ） 

    中央区銀座 7-9-20 TEL03-3573-5355 

  

 受付：青木君／司会：浅見ク君／会計：森川君 

                    （プログラム委員会） 

開会点鐘                佐野会長 

聖句・お祈り                古 平 君 

ゲスト、ビジター紹介             佐野会長 

 

乾杯                        西 本 君 

ＬＩＶＥ ＆ ＤＩＮＮＥＲ 
     ～～生演奏と生ビールが出逢う夜～～ 
 

Happy Birthday（浅見クミ子メン） 
             ＊ライオンよりお祝いが・・・ 

 

各委員会報告／YMCA情報 （配布ブリテン参照）                    

閉会点鐘                     佐野会長 

国際会長        Moon Sang Bong「私たちは変えられる／挑戦への勇気」(韓国) 

アジア会長     田中博之「アクション／誇りと喜びを持って」（東日本区） 

東日本区理事    宮内友弥「為せば、成る／ワイズが何をしてくれるかではなく、あなたがワイズ

に対して何が出来るかを考えて実行しよう」（東京武蔵野多摩） 

関東東部部長   衣笠輝夫「良いものを見つけ、つなげて、よくなろう」(埼玉) 

クラブ会長      佐野 守「希望を持って前進」（グリーン） 

会    長 佐野  守 

副 会 長 西澤  紘一 

  々     浅見 隆夫 

書   記 布上征一郎 

会   計 柿沼 敬喜 

副 会 計 浅見 隆夫 

担当主事 木村 卓司 

【例会出席率】 在籍：１8名  メーキャップ 2名  出席率 13/18 72％                   

出席： 11月  計１5名 （メン１1名、メネット１名、ビジター1名、ゲスト２名） 
    

  【ニコニコ】   11月例会 13,100円 

 



＜２０１８年１１月 第一例会報告＞ 
日 時：2018年 1１月２１日（水） 18：30～20：30 

場 所：東京ＹＭＣＡ東陽町センター YMCAホール 

出 席：青木・浅見(隆)・柿沼・木村・古平・佐野・高谷 

西澤・西本(東)・西本(晃)・布上(征)・布上(信)メネ  

ゲスト：(スピーカー)長谷川博晃彰氏 

藤田智メン(東京多摩南クラブ)・根本幸子さん 

本日のゲストスピーカーは西澤メ

ンの紹介で(資)創慧研究所代

表・静岡大学客員教授、長谷川

博彰先生のお話を伺うことにな

った。 

先生のプロフィールはここに書き

きれないほどのヴォリュームであ

り、簡潔にまとめると、１９５１年北

海道生まれ、２０００年に「インテリ

ジェンスマイニング」という概念を提唱する会社・創慧研究

所を創業、企業診断、文章分析などを用いて大手企業に

も企業理念構築のサービスを行う。 

当日いただいた講演のレジュメによれば 

「日本語に埋蔵された未知未踏の価値を発掘する」研究

～～日本人に生まれて良かったとつくづく思う日～～ 

とあり、プロフィールからは先生のお仕事の内容が理解で

きなかったが、プロジェクターの映像を拝見しながらのお

話は面白く、引き付けられる。スタート部分の項目では、 

１、世界一古い文化・文明は日本列島に在った 

２、10.０００年以上(縄文時代)の歴史を持つ日本 

３、「私“は”長谷川です」ｖｓ「私“が”長谷川です」の違い

は？「は」と「が」は『助詞』、では助詞は何種類あるか 

 日本語の要は「助詞」と「助動詞」、助動詞は何種類？ 

４、日本文化を象徴する三つの言葉、無理々々英訳、 

・もったいない What a waste  ・おかげさま Thanks 

・おたがいさま Thanks to you・・・伝わります？ 

５、世界で一番“豊かで”、“巧みで”、“微妙な”表現がで

きる素晴らしい言語が「日本語」 

６、日本人よ、自信を持て！日本人の価値を再認識 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

以下、面白いお話は続くが、先生から見れば本日の

講演は１時間程度であり「さわり」の内容であったと思

う。改めて十分に時間をとって伺いたいと思った次第。  

  この例会にビジターで出席された東京多摩南クラ

ブの藤田智メンから、在京ワイズ新年例会のアピール。 

もう一人のお客様、根本幸子さん(元目黒クラブ)が参

加され、来年にはグリーンクラブに入会されるかも知

れません。 

本日のニコニコは 13,100円。       (布上 記) 

＜２０１８年１１月 第二例会報告＞ 
日 時：2018年 11月 14日（水） 18：30～20：00  

場 所：千代田区和泉橋区民館４階       

出席：青木・浅見 K・浅見 T・柿沼・佐野・布上 S・布上 N・

樋口・目黒・森川 木村・松本・矢吹 13名 

 

配布資料：   ・ブリテン 11月号     

  ・第 78回神田川 反省と対策資料（目黒） 

決算資料  （柿沼会計） 

報告・連絡事項  

① 10月 13日(土)第 78回神田川船の会  

 （11月ブリテン記載） 

＊資料配布 開催しての反省と対策  目黒実行委員長  

＊  〃    神田川開催 決算資料  柿沼会計 

 

② 10 月 6 日(日) 第 22 回ワイズメネットのつどい／郡山

ｷﾘｽﾄ福音教会 参加者：青木・布上 2名        

千羽鶴大量に送付依頼あり 

 

審議・協議事項 

 ① 11 月 17 日（土）第 2 回関東東部評議会  東陽町   

浅見・柿沼・布上 出席／佐野・欠 

 

 ② １１月２１日(水) 例会卓話      （西澤メン紹介） 

     （資） 創慧研究所  代表 長谷川 博彰 氏 

「スキルで採用、文化で退職」（仮題）   

 

③ 12月 5日(水) Ｙ’S女子会(昼食会)のお知らせ 

 １１：３０～１３：３０   神谷バー2Ｆ 2000円 

         ウイメン、メネット奮ってご参加下さい。 

                                      

④ 12月 19日(水) クラブクリスマス例会    

        銀座ライオン５階会場 7０００円／名 

⑤ 12 月 23 日（日） 東京ＹＭＣＡクリスマス オープン

ハウス ＆ バザー ／寄付金１００００円 

  模擬店 フランクフルト焼き(250本)／布上 S手配  

               甘酒(1ケース)／浅見 T手配 

 

⑥ ２０１９年１月２３日（水） 新年例会  

【蔵前 大新：フグ料理と鍋 5000円で決定】  

プログラム委員予約 

                                        

 ⑦ 2019年 1月 5日（土）  在京ワイズ新年会   

八王子 京王プラザホテル 受付 12：00～ 

  出席 青木・浅見 K・浅見 T・佐野・柿沼 

木村・布上 S・布上 N ８名   5000円／名  

 

                                   (布上 記) 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

クラブの円滑な運営のため、年会費をお納め下さい 

    京葉銀行 こてはし台支店 

    店番号435 （普）6614121 

口座名 東京グリーンワイズメンズクラブ 

会計 柿沼敬喜 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 



第 ２ 回 関 東 東 部 評 議 会 

 

２０１８年 11月 17日(土)、第２回関東東部評議会が東

陽町センターYMCAホールにて開催、衣笠輝夫関東東部

部長の開会点鐘で開会された。衣笠部長より浦和での部

大会報告があり、各事業主査から前期活動報告があっ

た。続いて各クラブ会長より前期の活動報告と今期の活

動計画、後期の課題など報告があった。 

グリーンクラブは佐野会長欠席のため浅見副会長から会

長報告を行った。以下が主な内容。 

・楽しい例会の充実、有益なゲストスピーカーの選択 

・会員増強、若いメンバーの発掘、勧誘 

・今期新入会員 2名目標、現有メンバー18名から 20名

達成へ 

・ＣＳ活動「神田川船の会」のさらなる充実と発展 

評議会は、議案審議に移り、議長に衣笠部長を選出。

第 1号議案「第 1回関東東部評議会議事録の承認の

件、第 2号議案「関東東部会計予算について」 

第 3号議案「新クラブ設立準備委員会の件」、別途設立

準備金 5万円を支出、承認。 

会場を変えての懇親会では大いに盛り上がり楽しい評

議会であった。 

グリーン出席は浅見副会長・柿沼会計・布上書記３名。 

（布上 記） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＜藤井さん バランタイン賞 受賞記念 祝賀会＞ 

 

藤井寛敏元国際会長は韓国ヨスでの第 72 回国際大会

の第１日目の夜、司会者の突然の発表により、バランタイ

ン賞を授与されました。ワイズメン最高の栄誉です。 

２０１８年１１月４日（日）江東クラブ主催で青山アイビーホー

ルにて盛大に祝賀会が開催されました。 

寛敏さん、祥子さん、本当におめでとうございます。 

グリーン出席：塩入淑子特別メネット・布上メン（布上 記） 

Y’ s ワ イ ズ 女 子 会 

 
 

楽しかったわ～～ 

２０１８年１２月５日(水)お昼の時間にワイズ女子会・昼食

会が浅草の「神谷バー２Ｆ」にて開かれました。 

ワイズメネット・ワイズウｲメン有志のつどいとして関東東部

メネット事業主査の青木さんが企画、これからのメネット活

動について、女性としてワイズ運動にどう貢献できるか、い

ろいろとお話が出来ました。 

出席者は青木清子さん(千葉)・藤井祥子さん、安藤正

子さん（江東）・村杉一榮さん（北）、グリーン参加は浅見ク

ミ子メン、布上信子メネット、グリーンの友人として根本幸

子さんで合計７名でした。 

 神谷バーでの食事の後は浅草寺仲見世を散策。観光客

で一杯でした。また、休憩にみつ豆を食べたり、の楽しい

ひと時でした。                 （布上信子 記） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

東 雲 ア ン ダ ー ゴ ル フ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年１２月 7日（金）14時～15時 30分時間いっぱい 

17名のアスリートが馴染んできたこともあって 

和気あいあい、元気に室内アンダーゴルフを楽しみまし

た。 

ボールは、とんでもない所へ行ちゃうし、離れた所から 

カップインすれば万歳！して喜んで元気が出たり、 

転げまわって楽しんだ方もいる位、面白かったです。 

チャンピオンは、32のスコアでアップした野田さんでした。 

トロフィ片手にニッコリ、パチリ。 

グリーンクラブ参加：古平・浅見・柿沼  

                           （古平記） 



第４９回 ｢科学者はなぜ神を信じるのか｣ 
（２０１８年三田一郎：講談社ブルーバックス） 

 コペルニクスが地動説を唱えた

時、近代科学が始まったと言われ

ている。実は、紀元前 5 世紀（旧

約時代）にすでにピタゴラスが地

球球体論を論じている。イエスの

後、新約聖書が編纂されキリスト

教がローマ帝国の国教となって以

降、教会の権威の源泉は、我が

土地を宇宙の中心に置くことであ

った。トーマス・アクイナスが古代

ギリシャの哲学者アリストテレスの

自然学を敷衍してキリスト教神学を確立した。彼らは、スコ

ラ哲学派と呼ばれるが、地上を人間界、天上を天国と定

義した極めて常識的な世界観（天動説）を創出して近代

まで宗教界のみならず社会をリードしてきた。 

1600年代になるとコペルニクスを継いだガリレオが実証

的に地動説を唱え始め教会の教理と対決し始めた。ガリ

レオからケプラーを経てニュートンが決定論の元祖ともい

うべき運動方程式を提案し近代力学を打ち立てた。しかも

ニュートンは終生変わらない敬虔なキリスト者であり、「神

は永遠で無限のお方だ」と彼の著書プリンキアで記してい

る。 

 ニュートンの力学とファラディらの電磁気学の発展により

産業革命が誘発された。20 世紀に入るとアインシュタイン

が現れる。彼は、熱心なユダヤ教徒であった。彼が聖書と

の決別をしたのは、1859 年発行のダーウインの「種の起

源」であったと言う。神の束縛から解き放たれたようにアイ

ンシュタインは物理的成果を次々と上げる。中でも特殊相

対性理論と一般相対性理論が有名である。特に後者は、

重力場と言う概念を持ち込み時間と空間のゆがみを定義

して、今日の物理学に大きなインパクトを与えた。 

 次いで現れたのが、プランク、ド・ブロイ、ボーアなどの量

子力学の先駆者である。アインシュタイン以前は、すべて

決定論が基礎となっており、すべての物理現象が初期条

件と運動方程式を与えればその後の運動が確定すると言

うものであった。しかし、広大な宇宙や素粒子の世界にな

ると決定論が破綻してくる。すなわち、波動方程式や不確

定性原理などで表わされる量子力学を使わない限り物理

現象の説明がつかなくなった。 

 さらに今最もホットな話題提供者は、先般亡くなったホー

キング博士であろう。ALS と言う難病に冒されつつも数々

の大発見をした。現在の宇宙観を提示したことが最大の

功績であろう。それまでビッグバンにより膨張を続ける宇

宙を想定すれば、その時間軸を遡ることにより最終的には

微小なブラックホールに至る。ビッグバンの起源は、世界

の初めを意味することとなり神の業が働くとしてローマ法

王は、この物理的成果を歓迎したと言う。しかしこの有と

無の境界（特異点）があるはずだと言う理論に対して、ホ

ーキングはさらに宇宙無境界仮説を提案した。すなわち、

はじめも終わりもない連続した宇宙像であり、これでは神

の出番がないことになる。 

 しかし、アインシュタインもホーキングも物理法則を駆使

して宇宙や物質の限界まで突き詰め神の領域に近づきな

がらも最後は、その物理法則そのものを創造したのは、神

以外にないと結論付けた。科学者は、自然に対して謙虚

であるとともに神に対しても敬虔であると結んでいる。 

（副会長 西澤紘一 記） 

クリスマスの月に「神」について考える・・・年末年始に読み

たいと早速いつもの “アマゾン”で購入しました。 （布上） 

 
▼ 「第 20回ソウル・台北・東京ＹＭＣＡ指導者協議会」

（ＳＴＴ）が、10月 24日～26日に、ソウルＹＭＣＡで
開催。東京ＹＭＣＡからは会員・職員計 8名が参加、
ソウル、台北、東京の各ＹＭＣＡ合わせて約 40名が
集った。「北東アジアの平和と安定－ＹＭＣＡの役割」
のテーマのもと、基調講演、各ＹＭＣＡからの報告等
が持たれ、課題とアイデアが共有された。 

 
▼ 11月 15日に「ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷週礼拝」

が、東京ＹＷＣＡ、在日本韓国ＹＭＣＡ、東京ＹＭＣＡ
の共催で、東京ＹＷＣＡカフマンホールを会場に開催
され、約 60名が集った。野田沢牧師（日本基督教団
学生キリスト教友愛会牧師・学校法人東京ＹＭＣＡ学
院評議員）に、今年のテーマ「ユースエンパワメントが
世界を変える～限りない可能性を信じて～」に沿った
説教をいただき礼拝を守った。席上献金は、日本基
督教団北海教区の北海道胆振東部地震被災者支援
活動のためにささげられた。 

 
▼ 「第 20回日本ＹＭＣＡ大会」が 11月 23日～25日に

日本ＹＭＣＡ同盟東山荘で開催され、全国のＹＭＣＡ
から会員やユースリーダー、職員など計約 250名が集
い、東京ＹＭＣＡからも 31名が参加。ユースが中心と
なって企画、運営を行い、「つどえ東山荘に“～すべて
の”Ｙ“がつながる日～」の全体テーマのもと、テーマ
別セッション、グループタイム、ワールドカフェ等が持た
れ、学びと交流が促された。 

 
▼ 今後の主な行事日程 
  ・クリスマスオープンハウス  

12月 23日(東陽町センター) 
  ・国際クリスマス会 (International Christmas Party) 

12月 15日 （東陽町センター） 
  ・第 13回子育て講演会 

「子育てハッピートーク」（講師：河村都氏） 
1月 19日（しののめＹＭＣＡ子ども園） 

  ・新春特別午餐会 
（卓話者：久米小百合氏）  

1月 25日（学士会館）       
 

 
 

（主事 木村 記）                                                        

ブリテン図書室 

assic 

ＹＭＣＡ コーナー 


