
 

 

先月の例会ポイント（10月）－台風19号のため例会中止－ 

     BFポイント 

在籍      １６名   切手（国内・海外   70g 

メン       0名     累計      520g 

メイキャップ  ０名   現金         0円 

出席率     0％     累計             0円 

メネット     0名   スマイル      0円 

ゲスト       0名     累計       22,473円 

ビジター     0名   オークション     0円 

ひつじぐも    0名       累計        0円 
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11月例会プログラム 

【中大ひつじぐもナイト】 

日時： 2019年 11月 9日（土）18：00～21：00 

会場： 八王子市北野事務所 ２階大会議室 

  受付：岡村絢音（3年） 

  司会：水口愛美（2年） 

開会点鐘                  会長 並木信一 

ワイズソング                      一 同 

ワイズの信条                     一 同 

ゲスト・ビジターの紹介         会長 並木信一 

聖句・食前の感謝             原部佑基（4年） 

会食 

卓話 

  「APAYに参加して」          川村 拓（２年） 

  「タイスタデイツアーに参加して」 水野谷里美（２年） 

  「被災地支援に参加して（仮題）」  和崎竜也（３年）    

 東京YMCA報告          担当主事 中里 敦 

 報告・連絡事項               会長・担当者 

スマイル報告                恩田春香（３年） 

Happy Birthday               会長 並木信一 

閉会点鐘                   会長 並木信一 

  

 
  

巻頭言 
｛ 特 別 寄 稿 ｝ 

東京八王子ワイズメンズクラブ２５周年に寄せて 

    NPO法人八王子台湾友好協会  理事長   黒須隆一 
 
この度は貴クラブが設立 25周年を迎えられましたこと

を心よりお慶び申し上げます。 

私もお招きいただき、大変楽しみにしておりました記念例

会が悪天候の為に中止となった事は、やむを得ない事

情とは言え残念の極みでした。 

過日、開催されました仙台市に於けるアジアパシフィッ

ク大会では729名もの参加があり、中でも台湾から113名

もの方々が出席されたと伺いました。また、貴クラブは台

 

会 長   並木 信一 

副会長   花輪 宗命・久保田貞視 

書 記   多河敏子・長谷川あや子 

会 計   小口 多津子 

直前会長  久保田貞視 

担当主事  中里 敦 

ブリテン  山本 英次・茂木 稔 

大久保 重子・多河 敏子 

 

国際会長 Jennifer Jones（オーストラリア） 主題 Buiilding today for a better 

tomorrow  スローガン On the MOVE!! 「さあ動こう！！」 

アジア太平洋地域会長 田中博之（東京多摩みなみ）主題 Action「アクション」 

スローガン“ With Pride and Pleasure”「誇りと喜びを持って」 

東日本区理事 山田敏明（十勝）主題：勇気ある変革、愛ある行動！ 

副題：みんなで力を合わせて、１・２・３ 

あずさ部部長 赤羽美栄子（松本）主題：あなたの入会時の“ときめき”と多くの経

験をワイズのために！ 

 クラブ会長 並木信一 主題：誰かに、何かに、必要とされたい！ 

 

 

クラブ会長 主題「動こう、動かそう！」副題「変わろう、変えよう！ 

 

 

 

 

 

 

（東京八王子）「足下を固めて飛び立とう」 

 

 

   今月の聖句（2019年11月） 

だから、あなたがたは、「何を食べようか」「何を飲もうか」「何を着ようか」と言って、思い煩ってはならない。それは、

みな異邦人が切に求めているものだ。あなたがたの天の父は、これらのものがみな、あなたがたに必要なことをご存じで

ある。まず、神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものはみな添えて与えられる。                                  

                                                        （新約聖書・マタイによる福音書 6:31~33） 
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湾 高雄ポートクラブと国際兄弟クラブを締結して以来 10

年の交流を有することも承知しております。 

本市は 2006 年台湾 高雄市、中国 泰安市、韓国 始

興市 と海外友好交流都市の盟約を結び今日に至って

おります。 

きっかけは、当時海外の都市との交流はありませんでし

たが、議会からも促進方発言があったこと、また私自身も

その機が熟していると認識した事もあり、同時に泰安市 

始興市から熱心に交流の要望が寄せられていた事があ

りました。 

中国、韓国のみならず台湾との交流もとの声も寄せられ、

当時親しくしておりました在日大使の許世楷さんに相談

をしたところ台湾第二の都市である高雄市を紹介して頂

きました。 

当時の高雄市長 葉菊蘭さんとお会いしとんとん拍子

に盟約締結となり今日まで順調に交流を進めております。 

 毎年行われております読書感想文コンクールで選ばれ

た中学生の交流、中高生のスポーツ交流、ボーイスカウ

ト交流、市内専門学校生の台湾訪問をはじめ市内大学

と台湾の大学との交流支援、最近では青年会議所間の

姉妹提携にも仲人役を務めさせていただきました。 

世界一の親日国 台湾との関係強化は日本にとって

極めて大事な事と思いますので、若い人達の交流に力

を入れております。 

もちろん市民交流も毎年 2 月の高雄市ランタン祭りへの

30~40 名の参加をはじめ、多くの機会に交流を深めてお

ります。 

今後は、貴クラブのご協力も頂き更に幅広い交流を目

指して参る所存です。 

ご協力をお願いしますと共に貴クラブの益々のご発展

をお祈り申し上げ,ご挨拶とさせて頂きます。 

 

第１７回富士山例会に参加して 

                                         久保田貞視 

 第１７回富士山例会は富士五湖クラブ・東京サンライズクラ

ブ合同主催で９月２８日・２９日、富士山五合目の佐藤小屋

で開催された。 

五合目まで登山するメンバーは９月２８日午前９時に、富士

山駅に集合した。登山者は、高尾山組が久保田を含め７名、

甲府２１の薬袋さん、甲府のピーターさん、関東東部部長の

鈴木伊知郎さん、デンマークからの元ユースのエスペンさん

に小池ワイズがガイドで１２名。甲府 YMCA の車で馬返しま

で送ってくれて、登山開始。江戸時代・明治時代からの立

派な富士吉田口登山道を登る。この登山は、２０１２年に小

生があずさ部部長の時に、前年の東日本大震災の被災者

支援の一環として絆が求められており、あずさ部の絆を強め

るために「絆山行」として各クラブの各地区での自然探索を

お願いし、その一環として始めたので８回目になる。最近は

富士吉田市が山道を整備し、富士山駅からバスの便もあり、

登山者は増えたが、最初の５年間は私共だけの登山で、静

かな旧道を昔の富士講を想像しながら登っていた。 今回

は天気にも恵まれ、快適な登山で、約３時間で佐藤小屋に

着いた。 

やがて、車組も一緒になり、あずさ部だけでなく、共催クラ

ブの DBCの京都のクラブ、十勝、所沢、御殿場クラブなど５

０名が出席して、通常通りの例会が始まった。第２部は BBQ

懇親会で大いに飲み、大いに食べて毎度のことながら盛り

上がった。高尾山仲間も楽しんでくれたようだ。 

翌日の６合目でのご来光は、午前４時の時点では雨で心

配されたが５時には曇りとなり、実行。ただ、残念ながら雲に

隠れてご来光は見えず。 

朝食後はみんなで５合目よりお中道巡り。その後、車で温

泉まで行き、昼食を一緒に取り解散となった。 

今回も特に富士五湖クラブの皆さんに大変お世話になっ

た。大好きな富士山の懐に抱かれての富士山例会、来年も

楽しみにしている。 

当クラブからは長谷川あや子さんも参加。 
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高尾わくわくフェスタのご案内チラシ 

YMCA西東京センター 館長 中里 敦 

 寒さが増し冬の装いが感じられるようになってきました。間
もなく冬が来ますが、日差しの暖かさや、青空と白い雲に心

癒される時もあります。その反面、毎年のように来る台風や

豪雨被害には心痛い気持ちです。八王子市、世田谷区、

長野市と被害にあった場所を訪れましたが、甚大な被害を

目の当たりにして言葉が出ない気持ちでした。また、被害が

大きい、小さいではなく、一人ひとりが大変な思いをしている

ことも感じることが出来ました。YMCA としてできることで支援

をしていきたいと思います。間もなくクリスマスを迎えます。今

年は、12 月 1 日からアドベントが始まります。神様を身近に

感じるこの季節に、今年の台風、豪雨被害にあわれた方を

覚え、クリスマス、師走に向け少しでも早く日常の生活に戻

れるよう祈るばかりです。 

さて、秋から冬にかけては、大きなイベントが多く、１１月

「YMCA 秋まつり」、１２月「西東京ファミリークリスマス」が催さ

れます。これらのイベントは、企画・立案からワイズ、会員に

よるサポートチーム、リーダーたちにより進められています。

音訳ボランティアシジュウカラ、のどトレ教室などYMCAに関

わる多くの人たちが集結して行われます。このような機会を

通して会員や地域の人たちとのつながりを深められればと

願います。地域センターはスタッフだけでなく皆さんと共に

創り上げていくこで、力が生まれてくるものだと感じています。

「みつかる」「つながる」「よくなっていく」YMCA でありたいと

改めて願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    中大１年 渡辺 伊純 

10月26日に第12回七生緑小まつりに参加してきました。  

「七生緑小まつり」は、PTA主催であり七生緑小学校の体育

館で開催されるお祭りです。ステージ発表では三沢中学校

の吹奏楽部の素晴らしい演奏から始まり、チーム魔女による

ハロウィンの季節にぴったりな絵本の朗読がありました。そ

の後、模擬店やスタンプラリーが始まりました。模擬店には

PTA役員の方や、三沢中学校の方、児童館などが射的や

フリーマーケット、おかしすくい、しおり作りを出店していまし

た。  

この度、ひつじぐものメンバーはみさわ児童館のブースに

参加させていただきました。児童館ブースでは、ポポラ一号

というボールゲームや、おはじきで遊ぶマンカラという遊びを

提供しました。幼児から中学生のたくさんの子どもたちが児

童館ブースで遊んでくれました。  

子どもたちと関わるボランティアは今まで参加したことが無

かったので、上手く接することができるか参加する前は不安

に思っていました。しかし、一緒にゲームで遊んだり、たくさ

んのお話をするうちに、私の不安が子ども達の無邪気な姿

によって消えていきました。また、私は、真剣にゲームの対

戦相手に勝つために最後まで諦めずに根気強くゲームをし

ている子供たちの集中力に驚かされる場面も多々ありまし

た。   

子どもたちの輪の中で話をすることで、自然に優しい笑顔

になることができました。子どもには本当に不思議なパワー

があることを実感しました。  

今回のボランティアを通して、子どもたちから笑顔や純粋

な心、集中力、そして不思議なパワーをもらう貴重な体験を

させて頂きました。今後も小さなボランティアから積極的に参

加していきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西東京センター便り 中大ひつじぐも便り 

 

 

今月の聖句によせて（2019年 11月） 
ミシェル・クオスト著（藤本治祥、C,Hブシャール共訳）の「神に聴くすべを知っているなら」に次のような詩があります。 

「＊校舎はすべて最新式です 

ほこらしげに、校長さんは改良点をのこらず語りました 主よ、その中で一番傑作なのは、グリーンの黒板でした 

 ＊科学者が永い間研究をし、実験を重ねた結果 

今や緑が理想の色になりました  それは、目を 疲れさせず、静かで落ち着いた色なのです 

 ＊主よ、今やっとわかりました。 

あなたが木や草を世のはじめから緑にされた理由が あなたの実験室は完全で、私たちを疲れさせないために野原にいくつも緑の 

木陰をつくられました そこで人間の「発見」があなたが昔からしていたこととピタリ合ったのです 

 ＊主よ、感謝します 

あなたはわたしたちに、自らの知性と愛の宝を用いて 自ら見いだす喜びを与えてくださった、よきパパであることを 

されど主よ、わたしたちが自らなにもかも発見したかのように 思いあがることから遠ざけて下さい。」 

神様は、人間が平和で快適に生きていくためには、なにが大切かをはじめから知っていて、人間の精神・知性・身体のすべての面に調

和する、素晴らしい自然をあたえてくれました。私たちは、自然に敵対し、破壊し尽くして、立ちあがることができなくなるまで、こ

のことに気づくことができないのでしょうか。                               並木 信一 

 

◆1１/１２（火）「のどトレ教室」 

＠西東京センター １４時００分～１５時００分 

  参加費： 700 円／1 回 

◆1２/８（日）「ファミリークリスマス」 

＠東京YMCA医療福祉専門学校 
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2019年 10月第２例会の報告 

▼日     時：2019年 10月 26日（土）18：00～19:30 

▼会     場：北野事務所小会議室（担当Ｂ班） 

▼出  席   者：Ａ．小口・長谷川 Ｂ．久保田・並木・福田 

Ｃ．茂木・山本・多河  計８名 

Ａ．東京八王子クラブ関係 

・10月第１例会 クラブ設立 25周年記念例会＝中止！ 

10月12日（土）13：30～17：00 ：高尾の森わくわくビレッジ 

クラブメンバー含め 91名出席予定。台風 19号のため、10

月9日に中止を決定。記念事業の内、記念誌の発行のみ

行い。参加予定者には、記念誌と 10 月号ブリテン、当日

のプログラムを送付。＊現在までの支出済経費 49,865円 

・11月第 1例会予定確認（担当Ｃ班） 

日時:11月９日（土）18時～20時    

内容 中大ナイト：ひつじぐもの活動報告を中心に 

・11月第 2例会予定確認（担当Ｃ班）  

11月 30日（土）18時～20時 北野事務所 

・12月クリスマス例会予定確認（担当Ａ班） 

12月 21日（土）17時 20分～21時 大学セミナーハウス 

・1月第１例会予定の確認（担当Ｂ班）  

１月 25日（土）18時～20時 北野事務所 

・西東京ＹＭＣＡユースリーダー感謝会＝武蔵野・多摩クラ

ブ合同での提案 ２月１２日（水）になる見込み。 

・２月第１例会予定確認（担当Ｃ班）    

2月 22日（土）18時～20時 北野事務所 

・街頭募金   ３月 7日（土）八王子駅北口前 

道路使用許可手続きは並木が担当。  

・第 22回チャリティコンサート 

 ３月１４日（土） 北野市民ホール出演は、奈良原さん他２

名。八王子市の後援決定。 

・台風１５号、１９号被災地支援協力の検討 

ＹＭＣＡの募金に、ワイズは全面的に協力することになっ

た。個人とは別に、クラブとして、11 月、１月の２カ月分の

例会スマイルを支援寄付に充てることとし、これに経常会

計から上乗せする。 

Ｂ．ＹＭＣＡ・他クラブ・部・区等 

・富士山納涼例会 ：9月 28日～29日 久保田、長谷川 

・東京江東クラブ 60周年記念祝会： 

 10月 5日（土）久保田、長谷川 

・西東京ＹＭＣＡ秋まつり：11月4日（月）医療福祉専門学校 

小口さん、長谷川さん、協力参加 

・中央大学白門祭：11月 1日～4日 ひつじぐもが出店。 

・あずさ部 部大会の延期日程：12 月 14 日（土）13 時～17

時 於 松本市深志斎館で 

久保田、長谷川、小口、花輪、並木  参加予定 

・在京ワイズ新年会 ：日程 1月 11日（土） 

・高雄港クラブ創立20周年慶祝大会：2020年3月7日（土）      
絹の道デイサービスセンター ボランティア活動 

【報告】１０月９日（水」）14:00～15:00 手工芸 

 参加者：赤羽、色川、下重、山口、山中、茂木 

【予定】１１月１１日（月）14:00～15:00 手工芸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報  告 

   
わくわくヴィレッジ便り  1１月号 

館長 古市 健 

この 10月に発生いたしました台風 19号の猛威は凄ま

じく、私も開催のために微力ながら奔走いたしました八王

子ワイズメンズクラブの記念例会も流会となってしまいま

した。 

また、実はあの日、当館は避難所として機能し、結果的

には 200 名近くの避難住民を受け入れることとなりまし

た。 

豪雨によって敷地内駐車場のマンホールが噴き上げ、

重りを用いて塞ぐなど、想定もしなかった数々のトラブル

に対応しながらも、次々とやってくる避難の方々を受け入

れてまいりました。その中で、生後わずか 2 週間の新生

児を連れた若いご夫婦が不安げな表情で当館に助けを

求めていらっしゃる場面がありました。避難の方は体育

館に押し込むような形で入っていただいており、この時す

でに体育館には 100名を超える人が入っておりました。 

大勢の人でごったがえし、空調も無い寒い環境の中、新

生児が病気になってしまうようなリスクは排除するべきと

判断し、カーペット敷きで空調もある活動室を新たに臨

時の避難施設として開設し、それ以降、配慮の必要な

方々は、そちらに避難いただくようにいたしました。その

後、ご帰宅になった方もいらっしゃいましたが、最終的に

は 150名近くの方々が、当館の客室や避難所としていた

活動施設にご宿泊になりました。今回の経験は、私ども

にとってはじめてのものでありましたが、スタッフの臨機応

変かつ誠実な対応で大きな混乱もなく、翌日には無事に

全ての避難住民の方々をご自宅へ送り出すことができま

した。 

全国で見れば、今回の台風で命を失った方々が多く

いらっしゃいます。ご冥福をお祈りするとともに、このよう

な災害が再び起こらないことを願って止みません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１１月の誕生祝い！ 
中里 孝子さん  11月 1日 
福田 勝江さん  11月11日 
花輪 豊子さん  11月12日 
山本 英次さん  11月26日  


