
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 

, 

 

2020年 ２月  

＜ＴＯＦの月＞ 

 

と き ２月 18日（火 ）15：30-Ⅰ7：30 

ところ 山手センター 101 号室 

  

受付              飯野さん 

司会              中村さん 

開会点鐘             会 長 

モットー・ワイズソング      一 同 

聖句朗読・祈祷         飯島さん 

ハッピーバースデー 

話し合い 

 「ひと月遅れの新年例会：大いに語ろう」 

ニコニコ              一 同  

報告・連絡事項          各担当 

閉会点鐘             会 長 

                    

     

２月 HAPPY  BIRTHDAY 

 

― 

 

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 

 

塩は良いものである。だが、塩に塩気がなくな

れば、あなたがたは何によって塩に味を付ける

のか。自分自身の内に塩を持ちなさい。そして、

互いに平和に過ごしなさい。 

 

マルコによる福音書 9 章:50 節 

 

 

１月報告 

会員在籍数             11 名 

例会出席者     メ ン      9 名 

         メネット      ―名 

会員出席率                82 % 

ゲスト・ビジター         ― 名 

                              合計 ９名 

ニコニコ    ― 円（累計 20,269 円） 

ＢＦ 国内切手―g    外国切手－ｇ 
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1月例会＜臨時総会＞ 報告 

 

と き：1月21日（火）15：30～1８：00 

ところ：山手センター 101号室 

出席者：上妻、浅羽、飯島、飯島愛子、飯野、 

金本、功能、中村、星住         ９名 

 この日の例会は特別に臨時総会として行われ

た。議題は、「次期役員、今後の方針その他の件」 

であった。 

 これに先立って、1 月生まれの金本さんと星住

さんを皆でハッピーバースデーを歌って祝った。 

 そして、臨時総会に入った、12月の拡大ヨルダ

ン会で次期役員を決めることができなかったこと

から、今後の山手クラブの在り方についても決定

することが必要になったのであった。 

 まず浅羽会長から、尾内さんが規子さん（要介

護５）の介護に専念のため、例会出席が不可能と

なり、規子さんと二人6月末をもって退会したい

との意思表明があったことの報告があった。さら

に、浅羽さん自身についても、浦和市にある亡き

お父上のお住まいをコミュニティーセンターにす

る計画があり、7 月からは埼玉クラブに転会した

いとの表明があった。 

 議事に入り、各自が今後の山手クラブと自身に

ついて率直に意見を述べ合った。 

 役員が決められないとか、はっきりした活動目

標がなくなれば、ワイズの存在意味はない。解散 

や合併もやむを得ない。・・・等の意見に対して、 

もっと力を出さなければいけない。昼間の例会で 

 

は人は集められない。夜の例会に戻すべきだ。 

という意見が出た。それに対してまた、ただの延

命措置では意味がないという意見が出た。 

  最後に、浅羽会長が、これからの方向として、 

① クラブの活性化 新しいクラブに生まれ変わ 

る。―それをどうやって実行するか？ 

② 解散 

③ 新クラブ エクステンションしてから解散 

の三つが考えられるが、今日は結論が出ないので、

改めて、次週29日（水）14時30分から山手セン

ターで臨時総会を開いて結論を出すことにしたい、

と提案があり、了承された。 

 

   第2回 臨時総会 報告    

 

と き：1月29日（水）14：30〜17：00 

ところ：山手センター  2階会議室 

出 席：上妻、浅羽、飯島、飯野、金本、功能 

    中村、星住          8名 

 第1回臨時総会の議論を受けて、浅羽会長から 

第1案 クラブの活性化をはかりつつ継続する。 

第2案 クラブを解散する。 

第3案 新クラブを作って解散する。 

の3案の中から結論を出したい、と提起があり 

話し合いにはいった。  

 各自がクラブの活性化をどうするか1年やって

みて、駄目なら解散にしたらどうか。また東日本

区全体として“Ｃhange!2022”運動を推進してい

る中で、山手が解散することは、影響が大きいの
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ではないか、という意見もでた。 

 これに対して、クラブとしての使命を積極的に

果たせるか否かが問題であって、ただ集まってい

るだけなら解散した方が良い。山手で今動ける人

は残念ながら限られている。形だけのクラブでは

山手らしくない。解散の一方で、できる人は他ク

ラブへ転会とか、新クラブを作るとか、その方が

積極的である。・・・という意見が強かった。 

皆の意見がほぼ出尽くしたところで、浅羽会長 

から、「2020年6月末をもって東京山手クラブを 

解散する。」という決議案が出され、賛成の挙手

が圧倒的多数で可決された。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

解散の決定に思う 

会長 浅羽俊一郎 

１月21日の例会（臨時総会）ではクラブの次期

役員体制の話から、クラブの存続そのものについ

ての議論まで議論しましたが、結論は出ませんで

した。そこで１週間考える時間をおいて29日(水)

のヨルダン会を臨時総会の続きとしてさらに協議

を続けことにしました。 

当日私たちはクラブの現状、今後の見通しと

区・部に対する影響などを真摯に見つめ、ありう

る選択肢について意見を出し合いました。皆さん

一人ひとりクラブへの思い、ワイズ運動・YMCAへ

のこだわりを率直に語られました。そして２時間

半経ち、議論が出尽くしたと見定めましたので、

評決に入り、圧倒的多数で当クラブを今年度を 

もって解散することに決定しました。 

諸兄の山手クラブへ思いを抑えての英断「変え

るべきものを変える勇気」を見ました。本当に敬

服しました。 

解散の決定を受けて、1月30日夜、部長・区理

事にはメールで第一報を伝えました。今後、同件

を文書によって申請することになります。また2

月8日の部評議会の各会長報告の際、私の方から

手短に報告します。 

さて、6月末をもって解散と決まりましたので、

今迄通り活動していくというわけにはいきません。

私にとっては初めての経験であり、最後の会長と

してクラブの名に恥じないよう心がけていきたい

と思います。そして敬愛する皆さんとは山手メン 

としてのプライドと知見を持って残された5ヶ月

を大切に活動していきたいです。 

できれば最後は記憶に残る解散例会で山手クラ

ブ66年の歴史を飾りたいと思います。 

これからもよろしくお願いします。 

ＹＭＣＡニュース 

  
１．ピンクシャツデー 

いじめのない社会をめざして全国のＹＭＣＡは

毎年2月第4水曜日に、世界的いじめ反対運動 

「ピンクシャツデー」に取りくんでいます。 

東京ＹＭＣＡでは2月26日、教職員や子ども 

たちがピンクのものを身につけてアピールを予定 

しているほか、弁護士による公開授業「これって 

イジメ？」を行ないます。  

日 時：2月26日（水）13:30～15:00 

場 所：山手センター 101教室     

参加費：無料 

申込み：電話でご予約ください。 

 ＹＭＣＡ高等学院 tel.03-3202-0326 

２．liby（リビー）チャリティーコンサート   

 不登校など青少年の居場所「 東京ＹＭＣＡ 

オープンスペースliby（リビー）」を支えるため

のチャリティーコンサートを開催します。 

さまざまな葛藤や困難を抱える子どもや若者た

ちの居場所です。教育関係や医療・福祉関係者な

ど多くの個人や企業に支えられながら、安心して

過ごせる居場所を提供しています。 

  このコンサートは多くの出演者に支えられ、 

21回目を迎えることができました。 

 今年も多くの方のお越しをお待ちしています。  

【日 時】 3月7日（土）13：00～ 

（開場12：30） 

【会 場】 日本基督教団阿佐ヶ谷教会（杉並区） 

      JR阿佐ヶ谷駅 北口 徒歩7分  

 【入場料】チケット 1,000円 当日お支払いく

ださい 

【申込み・問合せ】事前にlibyまでご連絡願いま

す。  tel.03-3397-0521 

＊このコンサートの益金はlibyの活動費、参加費

補助に用いられます。 

               （星住秀一） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

お た よ り 

＜上妻英夫さん＞ 「皆に幸 多かれと大声 豆

をまく」 ワイズの皆様方の 幸 多かれと祈り

ます。 

 

http://www.reinanzaka.jp/map.html
http://www.reinanzaka.jp/map.html
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Change!2022シンポジューム 

報 告 

中村孝誠 

２月１日（土）午後１時より東京ＹＭＣＡ社会

体育・保育専門学校の２階演習室でシンポジュー

ムが開催され、100名以上の参加者がありました。 

西日本区から森田恵三ワイズ、大野勉ワイズも

参加され、山田東日本区理事をはじめとし北海道

から静岡県までの各クラブの方々が参加し、盛大

なシンポジュームとなりました。 

Change!2022 推進委員会の栗本治郎委員長よ

り開会挨拶とシンポジュームの主旨説明がなされ、

続いて、山田敏明東日本区理事、森田恵三ワイズ

（京都ウエスト）、大野勉ワイズ（神戸ポート）よ

り挨拶がありました。続いて SNＳの初歩メソッ

ドの説明と SNS 活用により入会された泉明寺み

ずほさんによる入会までの経過についての話があ

りました。 

続いて栗本推進委員長より下記4つのアクショ

ンプランの提唱がなされました。 

1）地域に根指したワイズ独自の魅力あるＣＳ活

動。地域イベントへの参加や他団体との協 

力。非会員を巻き込んだ事業の展開。YMCA

との協働事業。法人化。 

２） Facebook など SNS を活用してワイズの外

向きの情報発信。SNS講習会の開催 

３） 各種ワイズ会合のキリスト教儀式を見直し、

全ての人が入りやすいクラブ運営、違和感の

ないプログラム、入りたくなるワイズを！ 

４） 5名以上の新クラブの奨励。 

奉仕・社交・居場所・ステータスを満たせる 

クラブ・若い人を引き付けるプログラム 

この後、野々垣健五ワイズ(甲府21)より会員増

強の実践と題し発表があり、森田ワイズよりワイ

ズの会員増強に関しＹＭＣＡの関与の有無に付い

て質問がありましたが無との回答でした。同じよ

うな事が他でもあるようです。続いて長尾ワイズ

より現在進行中の仮称「千葉ウエストクラブ」設

立準備状況に就いての発表がありました。 

いよいよ本題に入り参加者が 10 のグループに

分かれ、それぞれのグループにはファシリテータ

ーが置かれ栗本委員長が提示したアクションプラ

ンに就いてのグループディスガッション及び発表

がありました。短時間のうちに４つのテーマを検

討しましたのであまり多くの事は出来ませんでし

たが、今後の委員会での検討事項として多くのヒ

ントをいただいたと思います。最後に伊藤推進委

員より Change!2022 宣言の確認がなされ、板村

次期理事のまとめと挨拶を以て閉会となりました。  

山手クラブからは２人（飯野、中村）が参加しま

した。 

懇親会に移り大久保知宏ワイズ（次・次期東日

本区理事）の開会挨拶で始まり、最後に今年度東

日本区大会の準備が順調に進んでおり、盛大に開

催されるとの案内があり閉会となりました。 

 

Change!2022宣言 

・私達ワイズ一人ひとりが現状に対する危機感を

共有し 

・知恵を出し合い、変えるべきことは勇気を持っ

て変革し 

・新しい取り組みに就いても謙虚に耳を傾け 

・柔軟でしなやかな発想を持って、現状を打開す

るための努力を惜しまず 

・必ずや、2022年末までに目標会員数1246名を 

 達成する 

             2020年2月1日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

哀悼 

加藤寅尾さん（大阪茨木クラブ広義会員、東京山

手クラブＯＢ） 

1月26日（日）に93歳で永眠されました。告

別式は1月30日に日本基督教団茨木教会で行われ、 

山手クラブ一同として弔電をお送りしました。 

加藤さんは海軍兵学校出身（尾内さんの先輩）で、

ワイズ歴は名古屋、大阪豊中（チャーターメンバ

ー）、東京山手、大阪高槻、大阪茨木（チャータ

ーメンバ－）というベテランワイズでした。山手

には1977-88年の12年間在籍されて、会員を増や

し、著名人を卓話者に招き、バザーでも大活躍、

1980-81には会長を務められました。2006-07年度

の奈良傳賞を受賞されました。 


