
2019‐20 会長主題 

もっと地元を身近に感じようぜ！ 
あずさ部長     赤羽美栄子（松本）     「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」 

東日本区理事    山田敏明（十勝）            「勇気ある変革、愛ある行動！」 

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

国 際 会 長    Jennifer Jones(オ－ストラリア)  “ Building today for a better tomorrow ”「より良

い明日のために今日を築く」 

 
会長 浅羽俊一郎／ 副会長 尾内昌吉 ／ 書記 尾内昌吉 ／ 会計 中村孝誠・金本伸二郎 

直前会長 浅羽俊一郎 ／ ブリテン 功能文夫 ／ 担当主事 星住秀一 

,

 

2019年 12月  

＜ＥＭＣ/ＭＣの月＞ 

 

特別ヨルダン会 

 
と き 12月 12日（木 ）12:00-14:00 

ところ 山手センター 101 号室 

  
 

  

     

12 月 HAPPY  BIRTHDAY 

― 

 

11 月報告 

会員在籍数             11 名 

例会出席者     メ ン      ７名 

         メネット      ―名 

会員出席率                64 % 

ゲスト・ビジター         12 名 

                              合計  19 名 

ニコニコ   6,187 円（累計 20,269 円） 

ＢＦ 国内切手―g    外国切手－ｇ 

 

会費の納入は、会計(中村・金本)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 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 

 

その地方で羊飼いたちが野宿をしながら、 

夜通し羊の群れの番をしていた。すると、 

主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らし

たので、彼らは非常に恐れた。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。あなた

がたは、布にくるまって飼い葉桶の中に寝て

いる乳飲み子を見つけるであろう。これが 

あなたがたへのしるしである。 

 

  ルカによる福音書２章８－12 節 
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     11月例会 報告       

 

と き：11月19日（火）15：30-17：30 

ところ：山手センター 101号室 

出席者：上妻、浅羽、飯島、飯野、功能、中村、 

星住          ７名 

山手会友：福島多恵子さん 

ゲスト・ビジター： 

 赤羽美栄子さん(あずさ部部長・松本クラブ） 

 深尾香子（きょうこ）さん(卓話者・東京多摩

みなみ・会長） 

 小野由美子さん(小野崇之さんの母上 ） 

 平賀健司さん（ＹＭＣＡホテル学校の先生） 

 和田優眞さん（  〃       学生） 

 上村真沙義さん（ 〃       学生） 

 マ  テン テン ウさん（ミャンマー） 

 村野 繁さん（世田谷クラブ） 

 長谷川あや子さん（八王子クラブ） 

 小原史奈子さん（たんぽぽクラブ） 

 菰渕光彦さん（サンライズクラブ） 

                12 名 

            合計19 名 

司会 中村さん 

 11 月もまた多くのお客様をお迎えして賑やか

に楽しい例会をもつことができ、感謝でした。 

 赤羽あずさ部部長が公式訪問として遠く松本か

らご出席くださいました。ご挨拶の冒頭に「9月、

10月と2度も訪問予定が延期となり、今日やっと

皆さんにお会いできて嬉しいです。松本はもう霜

がおりました。」とお話になりました。 

↑赤羽あずさ部部長のご挨拶 

 ハッピーバースデーは中村さんと上妻さん、浅

羽さんのピアノ伴奏で皆で歌いお祝いしました。 

 続いて卓話にはいりました。茶道江戸千家教授 

恵福庵名倉宗香（なくらそうこう）として茶道教

室を主宰しておられる深尾香子さんは「Ｏ・Ｍ

Ｏ・ＴＥ・ＮＡ・ＳＨＩが伝わらない理由は、お

茶人の怠慢だった！」という題でお話されました。 

 まず、おもてなしにはどんなことをするか、み

んなで話し合うという課題がだされました。出席

者は会の最初から3グループに分かれて座ってい

て、グループごとに、どんな演出をするか（場）、 

何を食べるか、何を着るかを考えました。そし 

て、講師は、お茶はおもてなしのタイムカプセル

であると言われました。また、食堂でお客さんに

水を出すのはお茶の前にきれいな水をさしあげる

のがおもてなしだったからで、500年前、千利休 

が大成した茶の湯のおもてなしのこころが日本人

のＤＮＡに刷り込まれている、と話されました。 
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↑深尾香子さんの卓話 

 続いて、荻窪の太田黒公園での外国人を交えた 

お茶の体験会の模様のスライドをスクリーンに映

して説明がありました。茶道は自分よりも先に相

手を大切にする心から発している、とのお話でし

た。 

 そして最後に、各グループごとに、各自で薄茶

を頂き、また、濃茶の飲みまわしを体験しました。 

 

 11月ヨルダン会 報告  

 

と き：11月27日14：30-16：00 

ところ：華屋与兵衛 高田馬場店 

出席者：浅羽、中村、功能     3名 

議題： 

１、 山手センター会員クリスマス（Ⅰ2月2日） 

 に合流し、山手クラブとしての12月例会は行わ 

 ない。 

２、12月特別ヨルダン会 

 通常のヨルダン会（第3水曜）とは変えて 

 12月12日（木）12：00-14：00 に 

 山手センター 101号室 で、 

 昼食（弁当）を共にして開催する。 

 議案 

1) 多文化共生プログラム企画の進捗 

2) 次年度クラブ体制・役員体制について 

3) その他、 近況雑感 

３、あずさ部部大会 12月14日 松本 

出席 浅羽 

 

お た よ り 

 

＜上妻英夫さん＞ 「日の短か 鉢巻きライトを 

指先に」 今 貸室リホームで スイッチ移動中 

日が落ちＬＥＤ小型ライト鉢巻き中で指先を‥‥。 

山手YMCA会員クリスマス会に参加して 

              浅羽俊一郎 

待降節の初日 12 月１日（日）の山手センター

（以下山手Y）会員クリスマスに出席してきた。

昨年は内装工事でクリスマスは実施されなかった。 

私は風邪が全快しておらず、事前準備への参加

を控えたが、リーダー、ボランティア、職員の皆

さんが滞りなく全てを整えてくれていた。 

 

プログラムは夕方6時にスタート。第１部燭火

礼拝は越智京子さん（たんぽぽクラブ、クリスマ

ス実行委員長）が司式。越智さんはご病気にもか

かわらず早くから会場で関係者たちと丁寧に打ち

合わせ、3 曲の賛美歌詠唱も堂々とリードした。

聖書朗読とオルガン奏楽はリーダーが担当。古賀 

博牧師（早稲田教会牧師、東京 YMCA 評議員会

長、山手クラブ旧会員）が説教された。彫刻家の

舟越保武が製作した病醜の「ダミアン神父」像を

見に行ったことから、そのダミアン神父像のカラ

ーコピーを見せながら、神父がハンセン病に罹る

危険を承知でハワイのモロカイ島に行き、そこで

同じ原住民でありながらハンセン病のために隔離

された人々と共に生活する生涯を選び、49歳の若

さで亡くなったこと、人に寄り添うことの深い意

味を語られた。 

 

（次ページに続く） 
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第２部の祝会は会場を２階に移し、８つのテーブ

ルを囲んで山手Yにある様々なグループのメンバ

ーが分散して座り、星住主任主事の挨拶、蒔田コ

ミュニティ活動委員長の乾杯の音頭でスタート。

リーダーが上手にプログラムを進めてくれた。会

食と懇談、グループ紹介、クイズタイム。わくわ

くサロンとタンポポクラブの有志たちは「ボケ防

止の小唄」を指導し、さらにソーラン節をバック

に盆踊りをリードしてくれた。メイン・アトラク

ションは恒例のビンゴ。老若男女が一緒に楽しめ

た。それぞれのテーブルでおしゃべりに興じてい

るうちに、はや閉会の時間。最後は越智実行委員

長から感謝の挨拶と「きよしこの夜」斉唱で散会。

今年も YMCA ならではの和やかなクリスマスを

祝うことができた。（山手クラブからは金本、浅羽

の2名が参加） 

 

ＹＭＣＡニュース 

 

１．台風被災地支援 

 
台風15号と19号の被災地支援として、全国Ｙ

ＭＣＡは目標額3,000万円を掲げて引き続き募金

活動を行っています。東京ＹＭＣＡは千曲川の決

壊により大きな被害を受けた長野市に職員3名

（中里さん・秋田さん・岡田さん）を派遣し、社

会福祉法人賛育会と協力して、災害ボランティア

センターの運営を行ないました。また11月22日

～24日に長野市北部でボランティアワークキャ

ンプを実施し、山手から職員の中元さんと星住、

ボランティアリーダー1名、舎生1名が参加しま

した。他部署からは医療福祉専門学校と社会体

育・保育専門学校の学生、スタッフなど計15名が

参加し、味噌醸造場や個人宅の泥かき作業を行な

いました。 

今後国内のＹＭＣＡが協力し、ボランティアワ

ークキャンプ、リフレッシュキャンプ、子ども達

の心のケア等の支援活動も進めていく予定です。  

 

２． 山手クリスマス会 

 
山手コミュニティーセンターでは12月1日（日）

に子どものクリスマス会を日中に、成人のクリス

マス礼拝・祝会を夜に行ないました。 

成人のクリスマス会は実行委員会（越智京子委員

長）が組織され、ボランティアリーダーが中心に

なって進めてくれました。礼拝は今年も日本基督

教団早稲田教会の古賀博牧師よりメッセージをい

ただきました。祝会では、テーブルごとに鍋を囲

み、会員、ワイズ、わくわくサロンメンバー、舎

生、リーダー、スタッフが交ざり懇親の時間を持

ちました。ビンゴで景品があたったり、わくわく

サロンの方により童謡の披露があったり、温かな

クリスマス会となりました。60名の参加でした。 

              （星住秀一） 

哀 悼 

青鹿知子さん（山手ワイズＯＢ青鹿博明さんのメ

ネット）11 月 7 日、召天されました。87 歳でし

た。葬儀は11月11日に弓町本郷教会で執り行わ

たとのことです。 

 

台風 19号・15号被災地支援 

ポジティブネットＹＭＣＡ募金 

募金目標額：3,000万円 

協力：東日本区・西日本区 

 

 


