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２０２０年０３月第一例会 ＢＦ／メネット 強 調 月 間 

 

ＢＦ＜Brotherhood Fund＞   

 BF代表や国際役員が公式の旅行をするために積み 

 立てられる基金。 

ＢＦ代表＜Delegate＞ 
 BFから旅費が支給され、ある地域(区)から他地域(区)を 

 公式訪問する代表者。 

 規定額以上の BF献金をしてい るクラブから BF代表 

 （フルグラント）に応募できます。 

 ３～５週間の決められた日程・地域を訪問する義務があ 

 ります。 

 また、国際、地域大会への費用の一部が支給される 

 BF代表枠（パーシャルグラント）もあり公募されます。 

＜詳細は理事通信 ３/１号を参照＞ 

 

  ************************************** 

グリーンクラブにはメネット会は

ありませんが、女性でなくては出

来ないワイズの行事が多くありま

す。クラブ員、ウイメン、メネットに

かかわらず出来る人は進んで参加協力しています。  

                            （布上 記） 
 

THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO-GREEN 

CHARTERED 1973  

 
 

3月 レント（受難節） 

（イエスは）食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれ

た。それから、たらいに水をくんで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいでふき

始められた。 

＜イエスさまは、ご自分を裏切るユダの足をも洗われた。きっと罪深い私の心の足をも

洗って下さる。そういうイエスさまの愛に支えられて過ごしましょう。＞ 

                                （ヨハネによる福音書１３：４－５） 

 

 

＜ 2020.03＞            ＢＵＬＬＥＴＩＮ              2019年 7月～2020年 6月 

 

 

日時：2020年 0３月 1８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 2-2-20  TEL03-3615-5565 

              

 

３月例会は「新型コロナウイルス 

感染」の影響で東陽町での集会 

を中止とさせていただきます。 

 

 

 
  ３月のお誕生月は 樋口元子メネット 

            （４月１５日の例会でお祝いを） 

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   金丸満雄「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  12/17 71％            

           出席： ２月  クラブメンバー 1０名 ／ メネット１名  計１１名 

 【ニコニコ】        ２月  ￥11,000-  

 



＜２０２０年０２月第一例会報告＞ 
日 時：2020年 2月 19日（水） 18：30～20：00 

場 所：東京ＹＭＣＡ東陽町センターＹＭＣＡホール 

出 席：青木・浅見Ｔ・浅見Ｋ・柿沼・古平・布上Ｓ 

     西本Ｔ・西本Ａ・根本・樋口・布上Ｎ（メネット）1１名 

 
本日の例会はメンバー・スピーチを引き受けてくれた浅見

クミ子メンの楽しい企画で短時間ではあったが大いに盛り

上がりました。セレモニーは青木副会長／樋口司会で進

行。 スピーチ演題は 「私の観た名作・映画」      

      ～オードリー・ヘップバーンに憧れて～ 

洋画・名画を今までに約５００本は観ているとのこと。近年

は主にレンタルビデオを１週間、１枚１００円でお借りして家

で観ています。今日はその中からランダムに１００本の映画

のタイトル・制作年・主演俳優の一覧表をお配りします。そ

してその中には十数本の「ヘップバーンの映画」がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懐かしい名画・洋画１００選リストの中からヘップバーン主

演の作品をリストアップして映画のポスターを集めアルバ

ム画像にしてみました。 

 ローマの休日／シャレード／昼下がりの情事／ティファニ

ーで朝食を／おしゃれ泥棒／パリの恋人／マイヤーリング 

麗しのサブリナ／パリで一緒に／戦争と平和／緑の館／ 

尼僧物語／若妻物語／許されざる者・・・・どれもこれもす

ばらしい作品でこの中には何度も見返しているものもあり

ます。そして映画の中でヘップバーンの着ているドレスや

さりげない衣装のファッションに憧れて・・・ 

 そもそも自分の経歴とし

て高校卒業後、目黒の杉

野学園／ドレスメーカー女

学院／本科・師範科・デザ

イン科で洋裁を３年、さらに

大塚末子着物学院で和裁

を２年学びましたので、どう

しても映画で良いファッショ

ンに出合うと自分なりに真

似て試作してみようという

気になります。今日着てきたのもそのようなつもりで作った

ものです。ローマの休日でヘップバーンが来ていたものを

真似て作ってみました。さらに持参したのは６０年前のゴブ

ラン織のバッグ、真似て作った帽子などなど。古いもので

すが捨てられませんね。ヘップバーンの映画以外でも８０

本以上のタイトルがズラリ。懐かしい題名と俳優名。感激

です。 

     ------------------------------- 

 洋画・名画を５００本見ている、ということに驚きです。 

筆者（布上）も映画好きを自覚していますが配布された

「鑑賞記録１００選」を見ても４０本くらいしか観ていません。

なお、ここにない作品、洋画の戦争物や裁判物、スパイ物

などは相当に観ていますがとても５００本には届きません。  

 出席の西本東司メンもやはり映画好きですがリストを見

て、５０本くらいかな、と言っておりました。 

 趣味の映画鑑賞を徹底して継続、今でも欠かさず新旧

作品を含めて鑑賞しているという浅見クミ子メンのお話は

共感でき、出席者の心に染み入りました。 

 
２月のハッピーバースデイは西本メンご夫妻とも同じ。 

柿沼メン、高谷メネット(欠席)の計４名でした。 

（布上記） 

 

*********************** 

Happy Birthday 
        3月      樋口 元子（ﾒﾈｯﾄ）  1名 

********************** 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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  口座番号（普） 6614121 

   東京グリーンワイズメンズクラブ 会計 柿沼敬喜 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 



＜２０２０年０２月 第二例会報告＞ 
日 時：2020年02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Ｔ・浅見Ｋ・柿沼・高谷・西澤・布上Ｓ 

     目黒 ８名 

配布資料： 役員会レジュメ 

  ＊東日本区 2020年 2月 1日号理事通信 

  ＊目黒委員長から神田川の件討議事項 資料配布 

  ＊国際・交流事業 浅見主査から： お年玉切手：末尾 

    番号 67/37/16当たりの方ワイズに寄贈のため１９ 

    日の例会に何枚でもご持参ください。 

 

１月１５日(水) クラブ新年会 北クラブと合同 

    和泉橋会館の和室／       ２月ブリテン記載  

    友部康志氏の落語(吉田紘子さん紹介)   

    ＊会費２０００円（大新特別弁当依頼）  

2月 1日（土） ＥＭＣ Ｃｈａｎｇｅ！2022シンポジュウム 

                         ２月ブリテン記載 

２月２１日（金） アンダーゴルフ    

      東雲グランチャにて・・・古平・浅見・柿沼 参加 

【 新型コロナウイルス蔓延のため行事中止】 

2月 22日（土） 陽春の集い        

３月７日～８日 次期クラブ会長、役員研修（東山荘１泊）  

３月１９日（木） オール東陽町親睦会   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

【以下は 3月役員会で開催の可否情報協議】 

4月１６日（木）  第 30回東京 YMCAチャリティーゴルフ       

           大会（PGM総成ＣＣ） 

   グリーン実行委員：柿沼・布上  参加者とりまとめ中 

４月１８日（土）第３回関東東部評議会 東陽町 13：00～ 

   クラブ出席者：西澤・柿沼・浅見 T・樋口・布上 S 

                            出席予定 

5月 16日（木） 第８１回神田川船の会  

 【 目黒実行委員長より別途配布資料 協議 】 

 ８１回チラシ表裏（案：布上作） 配布  一部修正あり 

 

６月６日（土）～７日（日） 第２３回東日本区大会  

 〒080-0012 北海道帯広市２条南 13丁目 

 ホテル日航ノースランド帯広 0155-24-1234 

 クラブ参加予定者：青木・浅見 K・浅見 T・佐野・柿沼・ 

             西澤・西本Ａ・西本Ｔ・布上 S 9名 

 2泊 3日／エクスカーションは日帰りの③コースで 

                 申し込む（青木→加藤：仙台） 

---------------------------------------------- 

＊次期関東東部役員： グリーンクラブ担当者   

   柿沼部長／布上書記／浅見会計／樋口ユース主査   

   布上（信）メネット連絡員 

＊１０月３日（土） 浅草橋ヒューリックにて 部大会開催 

＊来期の評議会日程は決まり次第報告          

チャーターを部大会で挙行？・・＜千葉ウエストクラブ＞ 

＊3月 18日クラブ例会 卓話：比奈地メン予定 

＊２月１９日（水）の例会はメンバースピーチ 

       浅見クミ子メン   ＜私の観た名作・映画 ＞  

～ヘップバーンに憧れて～                             
（布上 記） 

 
 
 クラブ参加予定者：青木・浅見 K・浅見 T・佐野・柿沼 

             西澤・西本Ａ・西本Ｔ・布上 S 9名 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【 新型コロナウイルス 感染予防で以下の行事を中止 】 

✖ 3月 4日（水） グリーンクラブ事業委員会（秋葉原） 

✖ 3月 5日（木） 午餐会（東大 YMCA）              

✖ 2月 22日（土） 陽春の集い（東陽町）  

✖ 3月 7日（土） Ｌｉｂｙコンサート（たんぽぽクラブ）  

✖ 3月 8日（日） ピースウオーク（ひがしクラブ） 

✖ ３月７日～８日 次期クラブ会長、部役員研修会 

                        （東山荘一泊）  

✖ 3月 10日（火） 会員部芸術祭委員会 

      ／第 30回チャリティーゴルフ委員会（東陽町） 

✖ 3且 12日（木） Ｙワイ歌の広場（東陽町）       

✖ ３月１９日（木） オール東陽町親睦会  

✖ ３月 14日（土） 八王子チャリティーコンサート 

 

【 下記行事につき３月１１日（水）クラブ役員会で協議 

    部、区、YMCAからの情報も入れて検討・決定 】 

 

３月１８日（水） クラブ例会／   ＊３月例会は中止  

     卓話：比奈地メン（東京クラブ BFアフリカ紀行） 

 ＊４月１５日の例会で卓話を依頼、了解していただいた 

 

４月０１日（水） 神田川委員会（秋葉原）＊中止とします 

４月１６日（木） 第 30回東京 YMCAチャリティーゴルフ 

                        （PGM総成ＣＣ） 

 ＊１９日の委員会で決定。プレーのみの挙行も可か。 

４月１８日（土）  第３回関東東部評議会 東陽町  

 ＊金丸部長からの提案を待つ。延期か中止か。。 

5月１６日（土）  第８１回神田川船の会  

          （前回第 80回乗船確定者優先勧誘） 

 ＊今回第８１回を中止とします。YMCA及びグリーン 

  クラブのＨＰその他で通知します。 

 （布上 記） 



「フクシマ・フィフティ」門田隆将 

（角川文庫 令和 2年 3月 10日/第 14刷発行） 

本書は、2011年 11月に

PHP より刊行された単行本「死

の淵を見た男 吉田昌郎と福

島第一原発の 500日」を一部

改題し、加筆・修正して平成 

２８年１０月２５日に角川文庫で

初版発行、今年３月１０日に１４

刷発行・・・と末尾に記されてい

る。 

映画「フクシマ フィフティ」 

 ＜Ｆｕｋｕｓｈｉｍａ５０＞ 

の原作である。 

------------------ あらすじ ---------------- 

2011年 3月 11日午後 2時 46分。 

最大震度 7 という日本の観測史上、最大の地震が発生

した。巨大な津波が福島第一原子力発電所を襲う。 

原子炉は冷却が不可能となり、建屋が次々に水素爆発

を起こしてメルトダウンが迫っていた。  

原発の当直長の伊崎利夫は次々と起こる不測の事態に

対応せざるを得ない。 

所長の吉田昌郎は現場の指揮を執りつつ、混乱する本

社とのやり取りに悪戦苦闘。 

福島原発を放棄すれば、その影響は 5000万人にも及

ぶ。自衛隊は緊急出動、米軍は「トモダチ作戦」を発動。 

その中で、福島原発の現場には約 50人の作業員が残

り続けていた・・・・・・・・・・・・・。 

------------------------------------------- 
（以下、ブリテン本文） 

2011/03/11東日本に大地震、大津波襲来、福島県浜

通りの東京電力原発にて全交流電源喪失、嘗てのチェル

ノブイリ原発事故に匹敵するどころかその数倍以上の危険

を孕んだ「未曾有の原発事故」発生に現場で命を懸けて

対応に取り組み、犠牲者を出しながらも使命感を持って危

険と闘った作業員、その中で極限の現場の責任者として一

歩も怯まずに陣頭指揮された、吉田昌郎所長と彼とともに

作業にあたった同僚や部下の方々の実録の物語である。 

筆者（門田氏）は事故後、吉田氏を中心として膨大な数

の東電、及び関連の当事者、意を決して突入していった自

衛隊の諸君などなどにも接し、正確な情報を集めた。その

ことが、本書が徹底した事実の集積の上成り立っていると

いえる。また、原発反対・賛成の議論を乗り越えて、物語と

して十分に感動させる内容になっている。 

 残念ながら吉田昌郎所長は本書の出版後、震災から２年

４か月後に腫瘍が肺と肝臓に転移し太ももにも肉腫が出

き、苦しい闘病の末に２０１３年７月に５８歳という若さで亡く

なられた。未だに全てが終息したわけではないが東北、及

び日本国を救ったといえる段階まで命懸けで使命を全うさ

れたことに感動させられる。 

 

（布上 記） 

 

 

 

 

１．2月 1日、子育て講演会「反抗期 思春期のトリセツ」が 

 しののめこども園を会場に開催されました。育児漫画家の 

 高野優氏に講演をいただき、子育て中の保護者を中心 

 に 119名が出席しました。 

 

２．2月 11日、会員部主催の「ソシアス 2019」が山手センタ

ーで開催されました。会員と職員合わせて 40 名が参加。

各事業の活動報告のあと、「これからの会員のあり方と

は」をテーマにグループディスカッションが行われ、その

後交流の時間を持ちました。 

 

３．2月 15日、台風 19号被災地支援として、「リフレッシュ・

デイキャンプ in 長野」を清泉女学院大学・短期大学上

野キャンパスを会場に実施しました。被災した子どもたち

5 名とその家族が参加。東京ＹＭＣＡのボランティアリー

ダー、職員の他、山梨ＹＭＣＡや社会福祉法人賛育会

からも応援がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４. 全国ＹＭＣＡで取り組んでい

るいじめ反対キャンペーン「ピ

ンクシャツデー」が今年は 2月

26 日に設定され、各地で

様々な取り組みがされまし

た。東陽町センターでは書籍

「こども六法」を展示。やって

はいけないことや、やられたら

どんな気持ちになるのか？など子どもたちが考えました。 

 

５. 3月 2日～8日「東京大空襲」写真展を東陽町センター

にて開催されました。1945 年 3

月 10 日未明、東京下町地区を

襲った爆撃により多くの命がなく

なりました。 平和の大切さ、一

人ひとりの「いのち」を守ること

の大切さを考えるためと願い、

当時の写真を戦災資料センタ

ーよりお借りし展示しました。  

 

 

６．今後の主な行事日程 

  ・第 30回チャリティーゴルフ大会  

           4月 16日（ＰＧＭ総成カントリークラブ） 

  ・第 24回高石ともやバングラデシュ奨学基金 

           チャリティーコンサート 4月 25日 

（日本基督教団浅草教会）    （担当主事 木村 記） 

ブリテン図書室  ＹＭＣＡ コーナー 


