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２０１９年０７月 キックオフ 例会  

ワ イ ズ の 絆 を つ む ご う  

        会長 西澤 紘一  
 今期会長を務めることになりました。 

この 2-3年、副会長でクラブ運営にか

かわってきましたが、ようやく会長をお引

き受ける決心が出来ました。当クラブ

は、40数年の歴史を持ち在京クラブの

中でも活性化度の高いクラブの 1つだ

と思っております。それだけに責任も重

く、クラブメンバーのご支援とご協力をお

願いいたします。 これまでの会長が積み上げて来られた実

績に、百尺竿頭進一歩ができればと思っております。 

 今年の当クラブのスローガン、「ワイズの絆をつむごう」の下

に運営方針として次の 3つを挙げたく思います。 

① 絆を拡げよう。 クラブに繋がる絆はたくさんあります。 

  中でもＹＭＣＡとの絆、神田川船の会に連なる地域社会と 

  の絆を第 1 としたいと思います。 

② クラブ員同士のコミュニケーションの活性化例会を活性 

 化し、新しい会員を受け入れられる体制を作り込む。 

③ ＩＴの利活用を進める。 

 新会員獲得のツールとしてのブリティンの充実、外部への 

 発信の推進。  

 今年はオリンピックイヤーでもあり、多くの外国の人たちが

来日します。前会長が力を入れておられるパラリンピックへの

協力もやりたいと思っています。 ワイズ

の絆が内向きだけに留まることなく、外

に向かっても拡げてゆく努力を会員の

皆様と続けて行きたいと念じておりま

す。 
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7月 さぁスタート 
 主の教えを愛し その教えを昼も夜も口ずさむ人。その人は流れの 

ほとりに植えられた木。ときが巡り来れば実を結び、葉もしおれることは 

ない。その人のすることはすべて、繁栄をもたらす。 

＜ワイズに入会した時に誓った教えを振り返り、大切にしてグリーン 

         ワイズの繁栄に貢献して参りましょう。＞   （詩編１：２～３） 

＜ 2019.07＞            ＢＵＬＬＥＴＩＮ              2019年 7月～2020年 6月 

日時：2019年 07月 17日（水） １８：30～20：30 

場所：東京ＹＭＣＡ東陽町センター ＹＭＣＡホール 

    江東区東陽 2-2-201 TEL03-3615-5565 

              受付：青木君 司会：布上君 

開会点鐘               西澤会長 

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    西澤会長 

食事 （一言添えてニコニコ献金）  

  

ゲストスピーチ   東京ＹＭＣＡ 菅谷 淳 総主事  

   「2019年ワイズ新年度を迎えて 

         ～菅谷総主事に聞く東京ＹＭＣＡ」 

 

挨拶・今期の抱負 金丸満男 関東東部部長 

 

神田川関連報告                目 黒 君 

YMCA情報                    木 村 君 

Happy Birthday＜７月 新倉健司メン 

               布上信子メネットの 2名＞ 

ニコニコ発表                  浅見ク君 

閉会点鐘                     西澤会長 

国際会長        Jennifer Jones「Building today for a better／On the MOVE！(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 

アジア太平洋地域会長     田中博之「アクション／誇りと喜びを持って」（東京多摩みなみ） 

東日本区理事    山田敏明「勇気ある変革、愛ある行動」（十勝） 

関東東部部長   金丸満男「紡ぐ ワイズのこころ」(東京ひがし) 

クラブ会長      西澤紘一「ワイズの絆をつむごう」（グリーン） 

会    長 西澤 紘一 

副 会 長 浅見 隆夫 

副 会 長 青木 方枝 

書   記 布上征一郎 

会   計 柿沼 敬喜 

監   事 浅見 隆夫 

担当主事 木村 卓司 

【例会出席率】 在籍：１7名  メーキャップ 2名  出席率 15/18 83％                   

出席： 6月 （メン１3名、メネット１名） 計１4名 

 【ニコニコ】         6月例会 14,000円   前期累計 117,454円 

 



＜２０１９年０６月 第一例会 報告＞ 
日 時：2018年 6月 19日（水） 18：30～20：30 

場 所：東陽町コミュニティーセンターYMCAホール 

出 席：青木・浅見（隆）・浅見(ク)・柿沼・木村・古平・佐野 

高谷・西澤・西本（東）・布上(征)・根本・森川 

布上(信)メネット   

今期最終の例会はこの 1年を振り返って一言、という内 

容でメンバー・スピーチを出席者全員、席順にお願いし

た。なお、今日の例会司会は高谷メン。出席者皆さんのお

話をワンポイントですが記載しましょう。（席順に発言） 

  事業の継続というものは大変難しいも

ので後継者問題で悩んでおりましたが、

何とかなりそうです。高齢者用球技、チョ

ットﾎﾞｰﾙを推進したいと考えております。 

                    （古平） 

 

 次期会長の準備が 3月・4月から始

まって戸惑っております。 

最近、特許調査の仕事、現役から手を

引いて時間的余裕が出来ました。 

7月から皆様のご協力をいただいて成

果を出したいと思っております(西澤) 

 

 昨年 3月入会でこの 6月に退会する

ことになってしまいました。入会するとき

のワイズ、YMCAに対する認識が全く違

っていたのが原因ということです。できれ

ば神田川船の会には参加したいです。

素晴らしい事業だと思います(森川) 

 

 90歳過ぎても一層元気でいたいので

入会させていただきました。 

いたって健康で出歩いておりますので行

事などにはできるだけ参加いたします。  

                    (根本) 

 

 母が 104歳になりまして、毎週、一回

一緒に温泉に行くのが日課になりまし

た。私は昔の名画ＤＶＤ鑑賞にはまって

おります。もう 130本も観ました。トニー

カーティスのファンです。(浅見ク） 

 

 今年 1年は 3歳のマゴちゃんの面倒

をみています。本音はくたびれます。 

また、会員部運営委員を委託され、引き

受けました。東陽町チャリティーランの委

員長もお受けしています。諸々の行事に

皆様のご協力をお願い致します（青木） 

 

 歩きすぎて足を痛めたり、今まで当た

り前に考えていたことが実際は体には無

理を強いていたり、また、携帯を忘れた

り・・・・・・お歳を考えて行動していかな

ければと考えるこのごろです。（布上ﾒﾈ） 

 
      （皆さんのお話のごく一部を掲載しました 布上 S記） 

 私の所属は東陽町コミュニティーセン

ターです。わいわい歌の広場・日本語

でカフェ・おもちゃ病院・下町こどもダイ

ニング・クリーンウオーク・認知症カフェ

（ノートレ）などなど。参加者も累計 6000

名以上と大変増えています。（木村) 

 人間万事塞翁が馬。人生の幸不幸は

予測不能を実感した 1年でした。悲観

しすぎない、糠喜びしすぎないことが肝

心。今期は神田川の PRに「開智学園」

に行ってみようかと考えています。 

                  （柿沼） 

  クラブ 4５周年記念会を大々的に開

催したときに我々はこのあたりが限界

かな・・・なんて考えも頭の隅にありまし

た。ところが最近の新クラブ誕生を見

ていてワイズのマグマは蠢いているな、

と感じるようになりました。柿沼次々期

関東東部部長を全力で支えます(布上) 

  もう何度も申し上げましたが、入院慣

れをしておりまして、ふと、人生の来し方

を考えるようになりました。まずは退院し

たら「断捨離」を実践し始めました。運転

免許証の返納もします。神田川のガイド

はなお、磨きをかけたいです。(浅見隆) 

 浅見さんのお元気なお話を聞いて安

心しました。また、今日、従業員のお子

さんの難病のことで相談されて心を動か

されました。 なお、事業は順調で、これ

も信心のおかげと、さらに一層励みま

す。（西本） 

 今の仕事を後継に任せようと一度は

考えていましたが思い直し、社内の海

外担当のような分野で生涯現役を貫こ

うかな・・・と考えています。 

立教Ｙの会長は 12年目になります。 

いまでは 120名もいます。（高谷） 

 1年間キャビネットに助けられて何と

か乗り切ってきました。ワイズの将来はま

だまだ可能性がある・・という感触を持っ

た 1年でした。次期も障がい者体育協

会で忙しいですがワイズにも尽くします。 

                    (佐野) 

例会欠席：目黒・早瀬・樋口・新倉・西本（晃）・各メン：塩入（特）

めね） 



＜２０１９年６月第二例会 報告＞ 
日 時：２０１９年６月１２日(水) １８：３０～２０：００ 

場 所：千代田区和泉橋区民館５Ｆ 

出 席：青木・浅見 K・浅見 T・柿沼・木村・古平・佐野 

    高谷・西澤・布上・目黒 

報告・連絡事項  （6月ブリテン掲載分） 

① 5月 25日（土） 東京ＹＭＣＡ会員大会   

② 6月 1日（土）－2日(日) 第 22回東日本区大会 

         ／代々木オリンピック青少年センター      

審議・協議事項 

① ２０１９年会員芸術祭  日程決定 期間 ６／２４～２９                        

   ６／２２ １０：００～：会場設営  １４：００～：オープニン 

  グセレモニー（イヴェントはウクレレ演奏）  参加者： 

   青木・浅見 k・浅見 T・布上 N・布上 S・森川・根本                                  

② 6月 16日（日） 横浜つるみワイズメンズクラブ  

   チャーターナイト(鶴見)  佐野・浅見Ｔ・布上 出席 

③ 7月 13日(土) 第 1回関東東部評議会  

   東陽町センター 受付：13：00～   出席：西澤会長  

   柿沼会計／布上書記／浅見国際・交流事業主査、 

③ 7月 19日(金)－21日（日） 第 28回アジア太平洋 

               地域大会  仙台国際センター    

  参加者：青木・柿沼・布上Ｓ     【京都パレス・熱海・ 

     グリーン・マニラ クワッドラングル締結式を予定】  

④ ９月２３日第３３回 東京ＹＭＣＡインターナショナル 

  チャリティーラン（木場公園）／グリ－ン荷物番・未定 

⑤ 卓話者候補   

  6月 メンバースピーチ 今期を振り返り一言                     

  7月 キックオフ例会 東京ＹＭＣＡ菅谷 淳 総主事 

                             講演了承 

  ８月 納涼例会／他クラブ合同検討？・・・・ 

⑥ その他      

   7月１０日は「役員会」と「神田川委員会を」開催する 

 ――――――――――――――――――― 

＜ 神田川委員会 ＞ 

◎ 5月 11日(土) 第 79回神田川船の会 報告                            

   （東京ＹＭＣＡウエブサイトにアップ済の報告を転載） 

◎ 6月 4日(火) 田園調布学園「船上研修」報告  

◎ 10月１２日(土)第８０回記念開催  

   「10/12関東東部部会にて一艘借り切りの件」 協議 

                            （布上 記） 

*********************** 
Happy Birthday 

 

   ７月    新倉健司(メン)   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 

   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 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

東京 YMCA会員部「芸術祭」開催 

茶話会 会場 

 

 

 

 
菅谷先生講評 

 

 
 

オープニングに 

ご協力いただいた 

ハサマウクレレクラ

ブの皆さん 

 

 

 2019年年６月 22日、「第 22回会員芸術祭」のオープニ

ングセレモニーが東陽町センターで開催された。 

開幕のテープカット、菅谷功先生（新槐樹社準委員）によ

る講評、茶話会では菅谷総主事の挨拶、ハサマウクレレ

クラブの演奏等があり、和気藹々の雰囲気で楽しんだ。 

 今回は 47名 70作品の出展で、年々数は減少している

が力作揃いで立派な展示会になった。展示は 29日まで

で会期中は各クラブの担当者が受付を行い、最終日には

片付けと撤収を行う。グリーンの出展は浅見（水彩画）・青

木（陶器）・布上（写真画像）の常連が協力した。(布上記) 

*********************** 
横浜つるみクラブ チャーターナイトに出席 

 2019年 6月 16日(日)新クラブ＜横浜つるみクラブ＞

の国際協会加盟認証伝達式が鶴見駅近くの中央ケアプ

ラザで盛大に行われた。湘南沖縄部（佐藤節子部長）、 

エクステンション委員会（辻剛委員長）のバックアップを得

て、初代会長久保勝昭メンの多大な努力、貢献が実り、 

９名のチャーターメンバーを以ってスタートされた。 

伺えばなんと久保メンの関係する「歌の仲間」がそろって

入会されたとか・・・・素晴らしい皆さんです。 

グリーンか

らは佐野会

長・浅見副

会長・布上

書記 3名

の出席。 

                             

(布上記) 



 

 

 

 

 

▲ 6月 21日に定時評議員会が開催され、公益財団法

人東京ＹＭＣＡの役員、評議員が選任されました。同

日、「役員・評議員感謝会」が行われ、長年のご奉仕

に感謝し、定年等で退任される役員・評議員に感謝の

盾を贈呈。 

  

  理事 ：菅谷 淳氏（代表理事） 秋田正人氏  

       飯 靖子氏 藏知 浩氏 神保正男氏  

       星野太郎氏 三谷高康氏 山添 仰氏 

  監事 ：小町正人氏 進藤重光氏 

  

  評議員：古賀 博氏（評議員会会長） 青山鉄兵氏  

       伊藤幾夫氏 上田晶平氏  尾崎久美子氏 

       小原史奈子氏 上條直美氏 東矢高明氏  

       中内俊一郎氏 中村基信氏 西川嗣夫氏  

       長谷川康一氏 林 正人氏 松下欽三氏 

       桃井明男氏 湯浅 慶氏 渡辺誠二氏 

                 

  退任理事 ：宮内友彌氏 若槻史郎氏 

  退任監事 ：並木信一氏 

  退任評議員：上原靖弘氏 小原武夫氏 勝田正佳氏  

          久保田貞視氏 田中壽夫氏   

          山崎美貴子氏 山本 和氏 

 

▲  水の事故から子どもたちを守るため、全国のＹＭＣＡ

は 30年以上にわたり、毎夏「ウォーターセーフティー

キャンペーン」を開催しています。 

    東京ＹＭＣＡでは、6月のキャンペーン期間中、水

上安全の知識を紹介し「ウォーターセーフティーハン

ドブック」を小学校などに広く配布。 

    6月 16日には山手コミュニティーセンターとウエル

ネス東陽町の２か所で、地域の幼児・小学生とその保

護者たちを対象に着衣泳体験会を開催し、水の事故

から身を守る方法等を伝えました。 

 

▲  6月 22日、「第 22回会員芸術祭」のオープニング

セレモニーが東陽町センターで開催されました。 

    開幕のテープカット、菅谷功先生（新槐樹社準委

員）による講評、ウクレレ演奏等があり、出展者同士

の交流がはかられました。 

    今回は 47名 70作品の出展があり、6月 29日ま

での会期中はワイズメンズクラブの皆様にも受付等の

ご協力をいただきありがとうございました。 

 

 

 

▲ 「サダコと折り鶴」パネル展  

  8月 1日(木)～8月 9日(金)(東陽町センター) 

  この世で一番かけがえのない大切なもの、 

                        それは「いのち」 

そのかけがえのない大切な「いのち」を一瞬にして奪

う原子爆弾の脅威。広島・長崎原爆の日や終戦の日

を迎える 8月に、今一度平和の大切さ、一人ひとりの

「いのち」を守ることの大切さを考える機会になればと

願い、広島原爆資料館所有の「サダコと折り鶴」のパ

ネル展を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 2019災害スタディ 9月 7日(土)(東陽町センター) 

  「いざというとき助けてくれるのは近所の人」という基本

にたち、災害に備えて日ごろから地域でどんな備えを

していたらいいのかご一緒に考えませんか？ 

  災害が起きた時にどう行動するのがベストかを皆で考

えるワークショップを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 今後の主な行事予定 

 ・東京ＹＭＣＡ夏まつり 8月 24日（東陽町センター） 

 ・第 20回アジア・太平洋ＹＭＣＡ大会 9月 2日～6日

（日本ＹＭＣＡ同盟東山荘） 

 ・2019災害スタディ 9月 7日(土)(東陽町センター) 

・国際協力一斉街頭募金 9月 14日（新宿駅周辺） 

・第 33回インターナショナル・チャリティーラン  

               9月 23日（都立木場公園） 

（担当主事 木村卓司） 

 ＹＭＣＡ コーナー 


