
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 ３月  

＜ＢＦ・メネットの月＞ 

 

と き ３月 17日（火）15：30-17：30 

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 

協議 「６月例会について」    一 同 

 

ニコニコ              一 同  

報告・連絡事項          各担当 

閉会点鐘             会 長 

                    

     

３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 

 

あなたは自分が抱いている確信を、神の御前

（みまえ）で心の内に持っていなさい。自分 

の決心にやましさを感じない人は幸いです。 

 

ローマの信徒への手紙 14章 22節 

 

 

 

2 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          １名 

                               合計 10 名 

ニコニコ    4,805 円（累計 25,074 円） 

ＢＦ 国内切手―g    外国切手－ｇ 
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 ２月例会 報告  

 

と き：2月18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、 

功能、中村、星住        ８名 

会友  福島多恵子さん 

                   計9名 

  1月例会は臨時総会として開催したので、2月

は「ひと月遅れの新年例会：大いに語ろう」とい

うテーマを設定した。例年であれば、メンバー各

自がそれぞれの新年の想いや計画など語るところ

であったろうが、今回ばかりはそうはならず、た

だ一つ、わが山手クラブの解散についての話し合

いに集中した。 

 浅羽会長から、去る2月8日のあずさ部評議会

において山手クラブ解散の報告を短く行ったこと

とについて報告があった。（評議会報告参照） 

評議会に参加した上妻さんは、いつも話しかけて

くる友人たちが今回は一言も声をかけて来なかっ

たことに、友人たちの受けた衝撃を感じたと語っ

た。 

 福島さんは、目黒クラブの解散（2016年6月）

に続いて山手クラブの解散に出会う残念さを話さ

れた。 

 クラブの今後なすべきこととして、まず、会長

から、東日本区定款に基づいて東日本区理事に解

散届をあずさ部部長を経由して提出することを確

認した。 

 続いて、6月までになすべきことは何かを話し 

 

合った。クラブ会計の処理、備品の整理や記録類

の保管をどうするか、特に6月の解散例会をどの

ようにかなど、協議を始めることにした。                

（功能） 

 

 2月ヨルダン会 報告  

 

と き：2月26日（木）午後2:30〜3:30 

ところ：山手センター 

出席者：浅羽、飯野、中村 

 

18日の2月例会での協議を受けて、本会議では

3 月以降のクラブ活動について協議しました。解

散に向けて何をするかを話し合い、転会するにせ

よ、新クラブ設立を目指すにせよ、クラブ解散を

きちんと執り行うことを確認しました。 

その結果、6 月に解散例会を開催するという方

向で活動を進めていくことにし、①当面３月例会

では解散例会について例会の大枠（例会趣旨、日

時・会場、プログラム内容、参加対象、予算、段

取り等）を確認する。まず例会趣旨ではどの様な

意味合いの例会にしたいのか（例えばメンバーだ

けの最終例会にするのか、区役員・関係クラブ・

YMCAへの感謝・報告を兼ねた会にするのかなど）

を定め、それに沿って要項や段取りを決めること

にする。②それを踏まえて3月ヨルダン会以降の

諸集会・活動、財産・備品の処分等を決めること

とする。③3 月例会の資料（叩き台）として解散

例会素案を浅羽会長が作成し、事前にメンバーと

共有する。           以上（（浅羽） 
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あずさ部第 2 回「西早稲田評議会」 

報告 

浅羽俊一郎 

2 月8 日（土）の部評議会の会場は久しぶりに

東京YMCA山手センターの101号室でした。 

事前にホストクラブのたんぽぽクラブから助っ

人の依頼がありましたが、たんぽぽクラブのメン

バーたちは前日から準備作業に入っていたそうで、

私が到着した 11 時過ぎにはすべて終わっていま

した。たんぽぽクラブの面々や赤羽部長、松本ク

ラブ部の役員の皆さんと挨拶を交わし、歓談する

うちに続々と他クラブメンバーが来場。 

いよいよ午後1時から服部節子メンの司会、赤

羽部長の点鐘で開会。たんぽぽクラブの越智京子

会長さんから歓迎の挨拶がありました。 

評議会に移り、部書記の金井宏素メンの進行で

まず評議会成立宣言がなされ、赤羽部長からの挨

拶に続いて、議案の審議に入りました。以下が議

案と採決の結果です。 

第 1 号議案 2020〜2021 年度 部役員承認の件    

御園生次期部長案を承認：書記（小山久恵）、 

会計（江原修一）、CS主査（望月喜代子）、 

会員増強主査（野々垣健五）、 

国際・交流主査（服部節子）、 

ユース主査（大谷博愛） 

 11 クラブの新会長については甲府クラブが未

定、山手クラブが今年度をもって解散。（会場が

どよめく。） 

第2号議案 2020〜2021年度 次期部長推薦の件 

 赤羽部長案を承認：長谷川あや子（八王子） 

第3号議案 2020〜2021年度 部選出代議員推薦

の件 

 赤羽次期直前部長を代議員にする。（承認） 

第４号議案 2020〜2021年度 CS助成金配分の 

件 

 4 クラブから申請のあった活動を審査の上、各

クラブに５万円の助成金を支援する。（承認） 

  アジア賞（松本）、ベビーカーコンサート（甲

府21）、第10回障がい者フライングディスク

大会（富士五湖）、台風19号被災地支援事業

（長野） 

 

部長、会計、４主査から諸報告がなされた後、

会長報告へ。本来ならば甲府クラブの次が山手ク

ラブでしたが、今回は部長の計らいで最後に。浅

羽会長から山手クラブが 11 月から次期役員体制

が俎上に上がり、12月、1月と都合3回合わせて

６時間協議を続けた結果、臨時総会（1月29日）

にて高齢化、退会が続く中、クラブとしての体裁

を維持するのが困難ということで延命を図るより

も、当クラブらしく潔く解散を選ぶことに決定し

たこと、メンバーは積極的に他クラブに転会して、

ワイズとして関わる旨報告がありました。 

AYC参加ユース報告では藤井うららさん（山梨

県立大学2年生）が仙台市のキボッチャ館で昨年

7 月17 日〜21 日に開催された大会のあらましを

スライドを使って報告。日本と台湾のユース 25

名が「地球の唸り声を聞こう」をテーマに環境問

題を学び、２年間ペットボトルを使用しないこと

をアクションプランにしたとの報告がありました。

因みにプラスチック回収率について OECD 基準

によると台湾は55パーセントに対して日本は19

パーセントとのこと。（サンライズクラブがスポン

サー。） 

懇親会は御園生次期部長の乾杯で始まり、クラ

ブの枠を超えていつも通り和気あいあい楽しくお

しゃべり。最後は浅羽会長のピアノ伴奏で「あず

さの道」斉唱。赤羽部長の点鐘で閉会となりまし

た。 

なお、山手クラブ解散について「もう少し頑張

れなかったか？」「淋しい」と惜しむ声があった 

一方で、「他人事ではない」という声もありました。

また各クラブ会長からの報告にもありました 

が、「Ｃｈａｎｇｅ！2022」キャンペーンを機に 

それぞれ自分たちの現状と真摯に向きあっている 

ことを感じさせる評議会でした。 

最後に、たんぽぽクラブの皆さんのお菓子の袋

詰めから会場準備まで行き届いたホスト役に感謝

します。 

出席総数56名－総議決権者52名に対して委任

状を含む出席者45名で必要な２/3を上回る。 

山手クラブからは上妻、金本、中村、浅羽の４名

が出席。 

以上 

ＹＭＣＡニュース 

新型コロナウィルス感染拡大のため、山手セン

ターでもスキーキャンプ、街頭募金をはじめ多く

のプログラムが中止となっております。 

東京ＹＭＣＡのホームページに掲載をしており

ます。ご確認をお願いします。 

               （星住秀一） 
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3月 8日 国際女性デーに寄せて 

浅羽俊一郎 
 毎年3月8日は国際女性デー。1975年の国際 

婦人年に国連が定めました。私が思い出すのは30

年前モザンビークのマプトに勤務していた2年間、 

この日が来ると小さな事務所のガーナ人の所長が

5、6人いた女子職員の一人ひとりにカーネーショ

ンを一輪ずつ配っていたこと。国連機関の一つで

女性難民の保護が大きな課題だったから当然かも

しれません。 

 翻って日本はジェンダー・ギャップの順位が

2020年は153ヵ国中121位で昨年の110位から

下落。東アジア・太平洋地域に限って言えば、何

と20ヵ国中18位で東チモールの次です。今や世

界は女性の地位向上に留まらず、ジェンダーの 

公平性を考えています。（SDGs参照） 

 日本の YMCA もジェンダー問題を意識します

が、メッセージにすることはあまり無い。 

 ワイズが今後ジェンダーを取り上げることは、

その国際性と世界の潮流から考えても大切であろ

うし、次世代と共通の土台に立って考えていける

テーマの一つとしても相応しいと思います。強調

月間として提唱してはどうでしょうか？ 毎年こ

の時期になると気になり、過ぎ去ると忘れてしま

うので投稿することにしました。 

 

  お た よ り   

 

<福島 正さん・多恵子さん＞（元目黒クラブ） 

いゃ～驚きました。在京で東京クラブに次ぐ老舗

の山手クラブが６月末で解散とは、びっくり仰天

です。皆さんの決断、仕方ありませんね。 

＜西村隆夫さん＞（前ワイズメンズクラブ国際書

記長）ブリテン拝見して解散の決定にビックリで

す。私も昔、円高で外人メンバーが減少し、Tify's

というクラブを全員の承諾をえて、解散して国際

にチャーターを返還した経験がありますが、その

歴史のないクラブと違って、山手クラブが解散と

いうのはどえらい事ですね。 

解散の意思はクラブ員の総意で決定されるとし

ても、同時に新しいクラブを是非立ち上げてほし

いと思います。新たな命を生む事で山手の解散の

大義はできると思います。国際のルールも今は5

名からスタートできます。全員新メンバーでも、

新たな目標をもったクラブを若い世代で考えても

らってもいいのではないでしょうか？（可能なら、

ホテル学校や留学生支援もできるクラブがなどと

も思ってしまいますが。）どうしても解散される

ならだれも真似できない、後世に残る解散の仕方

を祈っています。 

God Bless, 

＜増野 肇さん＞ とうとう解散になったので

すね。残念ですが、尾内さんが退会されるとなる

とやはり難しいですね。仕方がないとも思います。

一度、お伺いしたいですね。 

＜戸坂 昇子さん＞ 正直なところショックを

受けております。でも皆さんが真剣に、痛みを伴

いながら決断されたことに、心から敬意を覚えま

す。山手クラブの皆さんがこれからも様々な形で、

ワイズとＹＭＣＡに関わり続けてくださることを

願っております。 

＜上妻英夫さん＞「弥生入り 妻がいそいそ 雛飾

り」 妻も高齢になりましたが 急に思い出した

ように 雛人形を出して飾り出す。良いことです

ね。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

編集後記 

〇昨年12月に中国で発生した新型コロナウィル

スは世界中に広がり、今や日本国内での感染者は

1,100人を超え、世界中では10万人超の感染者が

いるとのこと。全国の小・中・高校は休校になり、 

催しものは中止になり、各地のＹＭＣＡやワイズ

のプログラムにも中止など影響が及んでいます。

早く新型コロナの感染拡大が終息することを願う

ばかりです。 

〇さて、わが山手クラブが解散を決めたことにつ

いては、他クラブの皆様もたいへんびっくりなさ

ったようで、そのことは当ブリテンに掲載させて

いただいた「おたより」からだけでも十分伺えま

す。 

〇「Ｃｈａｎｇｅ！2022」が始まったばかりです。

「山手クラブどうしたんだ」という声なき声も聞

こえてきます。山手のメンバー自身も悔しい思い

です。2022年はワイズメンズクラブ国際協会が成

立して100周年の年に当たります。その2022とい

う頂上を望みながらも体力消耗でこれ以上の登は

んは無理と判断し、残念だけれども潔く下山を決

断したような思いです。 

〇これからは、解散の行程をしっかりと歩んで行

きましょう。             

（功能） 


