
 

 

 

 

 

 

ｔほうしワイズノ 

 

２ ０ ２ ０ 年 ０ ９ 月 第一例会 

 

強 調 月 間 ユース (STEP/YEEP/YIA)  

 現状のコロナウイルスが治まらない環境では 中々開催

できない事が多くあり、変更や中止をさせていただくことが

いくつかあります事をお許しください。IYCの中止により、報

告会はありません。9/11-13ユースボランティアリーダーズ

フォーラムも内容変更しての開催を検討していましたが、

中止させていただくことになります。オープンフォーラム Y 

は Zoom を使っての開催を検討しています。講演等を考

えています。      （東日本区ユース事業主任 三田庸平）    
 

★用語の説明★ 

・STEP ： Short Term Youth Exchange Program  

      の略でユース海外短期交流プログラム 

・YEEP ： Youth Educational Exchange Program 

      の略でワイズメンの子弟の高校留学交換事業 

・YIA ： Youth Involvement and Activities  

      の略で若者のワイズメンズ活動への参画・活動 

・IYC ： International Youth Convocation  

      の略で国際ユース（コンボケーション）大会 

・AYC ： Area Youth Convocation  

      の略で地域ユース（コンボケーション）大会_ 

    ====================================== 

   （理事通信９月１日号より抜粋しました。 布上） 
 

THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO-GREEN 

CHARTERED 1973  

 
 

9 月 スポーツの秋 

あなたがたも賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆、すべてに節制をします。

彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、わたしたちは、朽ちない冠を得るため

に節制するのです。                 （コリントの信徒への手紙一９：２４，２５） 

         【 何事にも慎み深く節制して健康に過ごしましょう 】 

（コリントの信徒への手紙一９：２４，２５） 

 

＜ 2020.09＞            ＢＵＬＬＥＴＩＮ              2020年 7月～2021年 6月 

日時：2020 年 09 月 16 日（水） １5：00～17：00 

場所：東京ＹＭＣＡ東陽町センター ＹＭＣＡホール 

      江東区東陽 2-2-201 TEL03-3615-5565 

              受付：青木君 司会：浅見君 

開会点鐘            西澤会長 

ワイズソング・ワイズの信条       全    員 

聖句・お祈り              古 平 君 

ゲスト・ビジター紹介  西澤会長 
 

ゲストスピーチ  比奈地康晴メン（東京クラブ副会長） 

      「アフリカＢＦ紀行 レポート」 

部大会関連報告              柿 沼 君  

神田川関連報告            目 黒 君 

YMCA 情報                木 村 君 

ニコニコ献金               全    員 

Happy Birthday 

＜９月 西澤紘一メン・早瀬仁人メン・弘美メネット 

               佐野弘子メネットの４名＞ 

ニコニコ発表               青 木 君 

閉会点鐘                 西澤会長 
 

～手消毒励行・３蜜を避け・マスクを着けて・・・～ 

国際会長        Jacob Kristensen「VALUES , EXTENSION and LEADERSHIP」(ﾃﾞﾝﾏｰｸ) 

アジア太平洋地域会長     David Lua「Make A Difference／変化をもたらそう」（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ） 

東日本区理事    板村哲也「Let’ enjoy Changes／変化をたのしもう！」（東京武蔵野多摩） 

関東東部部長   柿沼敬喜「学びと親睦を糧に外へ向かおう！」(東京グリーン) 

クラブ会長      西澤紘一「ワイズの絆を広げよう」（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 青木 方枝 

監   事 柿沼 敬喜 

担当主事 木村 卓司 

   【例会出席率】    在籍：１６名  メーキャップ３名  出席率 1１/16 69％                  

                      出席： ８月１２日は Zoom 例会開催 （メン８名、メネット１名） 計 9 名 

     【ニコニコ】           （8/12 Ｚｏｏｍ例会、8/19 屋形船納涼会中止で、ニコニコは無し）    

 



 

Ｚｏｏｍ＜アプリの活用 2020-05～09＞ 

（画像は直近の 9月 9日(水)11：00～の第二例会風景） 
 

≪ 20年 4月 30日Ｚｏｏｍ有料アカウント取得（クラブ）≫ 

● 5月 13日(水) クラブ第二例会（役員会）11：00～ 
● 5月 20日(水) クラブ第一例会（本例会）19：00～ 

● 6月 10日(水) クラブ第二例会（役員会）11：00～ 

● 7月 01日(水) クラブ第三例会（神田川）11：00～ 

● 7月 04日(土) 部大会関連打ち合わせ 13：00～ 

● 7月 08日(水) クラブ第二例会（役員会）11：00～ 

● 8月 01日(土) 部大会関連打ち合わせ 13：00～ 

● 8月 05日(水) クラブ 神田川委員会 18：00～ 
● 8月 11日(水) 部大会関連打ち合わせ 14：00～ 

● 8月 12日(水) クラブ第一／第二例会 18：00～ 

● 8月 27日(木) 東京江東クラブ例会 19：00～ 

● 8月 29日(土) 関東東部ＣＳ担当会議 11：00～ 

● 9月 03日(木) 東京江東クラブ事務例会 19：00～ 

● 9月 09日(水) クラブ第二例会（役員会）11：00～ 

● 9月 10日(木) 東京ひがしクラブ例会 hybrid18：00～ 

● 9月 17日(木) 東京江東クラブ例会 hybrid19：00～ 

● 9月 26日(木) 関東東部ＥＭＣ担当会議 18：00～ 

（グリーンクラブと関東東部、及び各クラブの活用状況） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

＜８月１２日クラブ例会～９月９日役員会報告＞ 
・１０月１０日（土）開催予定であった、第８２回神田川船の 

 会は正式に中止となった。２０１９年 10月の第８０回、 

 ２０２０年５月の第８1回に続き、今回第８2回も中止となっ 

 た。台風襲来やコロナ禍という不測の事態である。 

 

・恒例の昌平小学校船上課外授業は学校の要請で１０月 

 １３日（火）に三浦屋・粋人丸等をチャーター、午前午後、 

 ２便で秋葉原和泉橋防災桟橋より出向を予定。クラブの 

 ヴォランティア・ガイドは柿沼・目黒・樋口のベテラン３名 

 がお世話する。学校とコロナ対策を十分に協議して、乗 

 船人数も定員の半数程度で行うことになる。（ＣＳ事業） 

 

・今年の「東京ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーラ 

 ン」は新型コロナウイルス禍のため通常の駅伝大会とし 

 ての開催が難しいことから、スマホアプリを使ったウォー 

 キング大会として開催することとした。 

 10月 24日～11月 1日（9日間）の期間に、各自歩い 

 た歩数をカウントし、チームの平均歩数を競う。クラブか 

 ら、例年通り北クラブとの共同で相応の参加費用（支 

 援金）を拠出決定している。 

・916日（水）例会 YMCA東陽町１５：００開始予定 

                 ＜比奈地メンスピーチ依頼＞ 

日本とアフリカ訪問国の位置 

 

====================================== 

・「関東東部大会＆千葉ウエストクラブチャーターナイト」 
  日時：２０２０年１０月３日（土）１３：００～１７：００予定 

  会場：浅草橋ヒューリックカンファレンス ３Ｆ（ROOM １） 

  内容：第１部 開会式・会食／第２部 伝達式 

      第３部 部大会    ／第４部 講演 

  会場のコロナ対策の都合で参加人数を６６名に絞らざ

るをえなくなりました。すでに東日本区役員の皆様、関東

東部の部役員、各クラブ会長の皆様に８月中頃よりご案内

を申し上げ、ワイズメンズクラブ国際会長、書記長のご両

名、日本 YMCA同盟総主事、東日本区理事をはじめとし

て各役員の皆様から暖かい、お祝い、歓迎のお言葉を頂

戴しております。 

 ご出席の皆様、当日はよろしくお願い申し上げます。 

                 （布上 記） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

クラブの円滑な運営のため、年会費をお納め下さい 

第一勧業信用組合 東浅草支店 

０１０－６８４４５７３ 
東京グリーンワイズメンズクラブ 

会計 青木方枝 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

９月Happy Birthday 
      西澤紘一メン      早瀬仁人メン 

      佐野弘子メネット    早瀬弘美メネット 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    



【特別寄稿】     東京グリーンワイズメンズクラブの皆様へ     青木 勝彦 （映画評論家） 
皆様ご無沙汰しておりますが、いかがお過ごしでしょうか。          （昨年クラブの例会で講演をしていただきました） 

肺年齢８７歳（昨年は９３歳）の私は公共機関を使うことは控えるように言われ、２月１１日のキネマ旬報ベストテン表彰式から巣

籠生活です。ご参考に私のベストテンを添付させていただきます。 

近くの公園への散歩（１万歩位）、読書、ＤＶＤや録画の鑑賞、多少の仕事と執筆等で過ごしております。 

冬枯れから始まったこのコロナ騒ぎは、梅雨明けには収束すると期待しておりましたが、感染の拡大が続き紅葉の季節でも無

理な感じです。公園の散歩で季節の移ろいを味わっておりましたが、来年も季節は同じ景色を見せてくれるのに、我々の生活面

は激変して溜息混じりの景色にならないよう願うばかりです。 

川柳の仲間も予想のつかない酷さに、ユーモアやペーソスの世界を越えたホラーの世界では創作意欲を失くしております。

（まだコロナ騒ぎが初期の頃、題が「マスク」の時に私が作成して入選した句「妻マスク 似合うと褒めれば 追加酒」、「マスクか

と 並んでみれば パチンコ屋」）会合、会食、講演は全て中止ですが、１０年位前から参加している読書会だけは近いので参加

しております。次回からは私の提案でマキャヴェッリの「君主論」で、今はチューターとしての準備中です。 

「君主論」では、混乱している都市国家フィレンツェの状況では（特殊な環境、状況）君主は目的のためには手段を選ばず、

悪行も容認されるという考え方や行動様式を示唆しています。 

今の特殊な状況とやや似ており、中国等の自由より統制重視の「国家社会主義」《資本主義も利用していますが）と個人の自

由と民主主義をベースとした欧米や日本の「資本主義」との政治面や経済面での力関係の転換点になりそうな気がします。 こ

の結着は見られなくても、歴史の転換点に遭遇したことは運命として受け入れ、各自で身を守っていくしかないと思っております。                                                                          

２０１９年（令和元年）私のベストテン 

私のベストテン キネマ旬報順位 外国映画 キネマ旬報順位 日本映画 

１位 5 「グリーンブック」 5 「蜜蜂と遠雷」 

２位 6 「家族を想うとき」 11 「新聞記者」 

３位 4 「運び屋」 60 「ダンスウイズミー」 

４位 1 「ジョーカー」 3 「宮本から君へ」 

５位 2 「ワンスアポン・ア・タイム・

イン・ハリウッド」 

7 「ひとよ」 

６位 72 「ゴールデン・リバー」 18 「カツベン」 

７位 － 「再会の夏」 15 「町田君の世界」 

８位 65 「真実」 25 「天気の子」 

９位 18 「女王陛下のお気に入り」 23 「アルキメデスの大戦」 

10位 115 「ハンターキラー潜航せよ」 94 「夜明け」 

主演男優賞 ホアキン・フェニクス（ジョーカー） 菅田将輝（アルキメデスの大戦） 

主演女優賞 オリヴィア・コールマン（女王陛下の 松岡奈優（蜜蜂と遠雷） 

助演男優賞 ブラッド・ビット（ワンスアポン・ア 佐々木蔵之介（ひとよ） 

助演女優賞 ジエリエット・ビノシュ（真実） やしろ優（ダンスウイズミー） 

監督賞 ケン・ローチ（家族を想うとき） 石川慶（蜜蜂と遠雷） 

備考 キネ旬ベストファイブ中で、外国映画３位「アイリシュマン」、 

日本映画１位「火口のふたり」、２位「半世界」、４位「よこがお」は未見 

選出理由 

（その他） 

外国映画は「ジョーカー」をどう評価するかが焦点になる。経済的、肉体的、精神的差別（格差か？）を

受けた主人公の心の闇が怒りとなって爆発する暗い映画で、映像や演技は評価しても私は好きにはなれな

い。結局家族愛や隣人愛をテーマとした作品が上位になった。 

「グリーンブック」の温かさも良かったが、ケン・ローチ、イーストウッドの映画作家としての変わらぬ

姿勢やタランティーノの映画愛に共感したりとバラエティのある作品が多い年だった。 

日本映画は、「蜜蜂と遠雷」のドラマより音楽そのものを主題にして、緊張感を持続して描き切ったのに感

心した。特に努力家の目で天才３人が戯れる砂浜の場面と松岡菜優の演技が見事だった。久しぶりの社会

派サスペンス「新聞記者」、ガラガラの座席で弾けてくれた「ダンスウイズミー」も印象に残っている。ヒ

ット作が多く、興収も観客数も記録的で、興行重視のシネコンが威力を発揮した年だった。 



 

 

 

 

 

「異邦人」 アルベール・カミュ（1940年） 
 

 カミュの「ペスト」は、今回コロナ

禍で有名になったが、ノーベル

文学賞の対象になったのは、実

は「異邦人」である。この小説で

は「不条理」を主題としている。

「異邦人」とは、Stranger（見知ら

ぬ人）が原題で、キリスト教社会

におけるユダヤ人（選民思想）以

外の民族を意味している。 

この小説は、長編ではないが、

1，2 部構成になっている。一介

のサラリーマンである主人公ムルソーの物語が始まる。ある

日突然、養老院に居る母親の死を知らされる。彼は、翌日そ

の施設に出向いて、院長らの指示で淡々と葬儀を行った。

周りの人たちは、なぜ彼は涙を流さないのであろうと訝った。

そして、葬儀翌日女友達と一夜を過ごした。喪に服すること

は無かった。 

翌週、ムルソーの友人レエモンが女性問題でアラブ人と

暴力事件を起こし警察沙汰となった。その時、彼は、レエモ

ンを救うためにうその証言をする。 

その後、ムルソーはレエモンに誘われて、友人の別荘で、

海水浴を楽しんだ。そこで、レエモンと揉めていた相手のア

ラブ人と遭遇した。今度は、アラブ人から復讐されてレエモ

ンは、怪我を負った。それを聞いたムルソーは、アラブ人を

ピストルで殺害する。 

 第 2部は、殺人罪で逮捕されたムルソーの裁判から物語が

続く。裁判においても自己弁護をすることもなく、裁判官の心

証を悪くする。接触のあった人物の証言は、ムルソーの日ご

ろの変人性を強調するばかりであった。もちろん、友人たち

は必死で弁護するが、一旦植え付けられた悪印象は消える

ことは無かった。 

検事も最初の心証を変えることは無かった。結審の際、ム

ルソーは、裁判官に向かって「アラブ人を殺したのは、太陽

のせいだ」と訳の分からないことを言って、嘲笑を買う。また、

牢獄を訪ねてくる教誨師に一切心を開かず「僕の中で何か

が裂けた」と叫んで、追い払う。結局、死刑判決が決まり、ム

ルソーは「処刑の日に、大勢集まってもらい、憎悪の叫びを

私に浴びせるように」と結んで、刑場に消えた。読み終わって、

何とも不思議な不条理の世界観を感じた。 

ムルソーは、決して心の無い非情な男ではない。ただ直情

的で彼なりの正義感の下に、すぐ行動を起こす。そして、自

己の行動に対しては一切の言い訳、弁解をしない。まさに

「見知らぬ人」、異邦人である。しかし、ムルソーを単なるバ

カとは呼びたくない。なぜ、いかなる不受理に対して一切弁

解をしないのか?    

 本当は、母親思いであり、友情に厚く、女性を大切にし、

かつ行動力もある人物なのだ。この異邦人は、自分自身の 

中にも潜んでいるように思う。       （西澤紘一 記） 

 

 

 

１．7 月 3 日から熊本県を中心に降り続いた豪雨によ

る被災者を支援するため、「熊本豪雨災害・ポジテ

ィブネット募金」を開始した。東京ＹＭＣＡは全

国ＹＭＣＡとともに、熊本ＹＭＣＡが行う以下の

支援活動に協力します。 

①特に甚大な被害があった球磨村の、旧熊本県

立多良木高校避難所の運営支援／②ボランティ

アの募集と派遣、及び支援者のケアプログラム

／③子どもたちの心のケアプログラムと被災高

校生へのスカラシップ。 

 

２．7 月中旬、バングラデシュとその近隣諸国では、

記録的な豪雨により多くの家屋や道路が浸水し、

240万人を越える人々が被災した。東京ＹＭＣＡ

とパートナーシップ関係にあるバングラデシュ

ＹＭＣＡ同盟は、特に被害の大きかったボグラ、

ゴパルゴンジ、ビリシリ地域にある各ローカル

ＹＭＣＡを中心に、救援物資や食糧などの配給

を行う緊急支援活動を開始しました。東京ＹＭ

ＣＡも国際協力募金から 3,000 ドルの支援を行

います。 
 

３．全国ＹＭＣＡは「ＹＭＣＡ北東アジアの平和のた

めのユース平和委員会」主催による平和週間プ

ログラムとして、毎年広島に折鶴を送り、「原爆

の子の像建立記念式典」にて献納している。今年

は新型コロナウイルス禍の影響により折鶴を現

地に送ることは控え、替わりに「折鶴を通して想

いをつなげよう～平和週間プログラム 2020」を

8月に実施した。これは平和に思いを寄せながら

折った折鶴とその人の顔写真をＳＮＳに投稿す

るプロジェクトを行いました。 

 

４．毎年 9月に、障がいのある子どもたちの支援を目

的に「東京ＹＭＣＡインターナショナル・チャリ

ティーラン」を開催しているが、第 34回となる

今年は新型コロナウイルス禍のため通常の駅伝

大会としての開催が難しいことから、スマホア

プリを使ったウォーキング大会として開催する

こととした。10月 24日～11月 1日（9日間）の

期間に、各自歩いた歩数をカウントし、チームの

平均歩数を競う。また本大会前の期間に「こども

ウォーク」や個人を対象とした「プレ・イベント」

も実施し、主旨に賛同する方々

に広く参加を呼びかける。益金

は東京ＹＭＣＡ及び全国ＹＭ

ＣＡが主催する障がいのある

子どもたちを支援するプログ

ラムのために用いられます。  

               

             （担当主事 木村記） 

 ＹＭＣＡ コーナー   ブリテン図書室 


