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強 調 月 間 「I B C／D B C」   

 
 明けましておめでとうございます 

         本年もよろしくお願い申し上げます 
新型コロナウイルスは未曽有のパンデミックです。世界全

体でコロナ禍の勢いは止まらず、日本は第 3 波に直面し

ています。第 1 波、第 2 波とは比べ物にならない脅威で

す。医療が限界に近づいています。ワクチンの接種は始 

まりましたが、２０２１年内、収束することはなさそうです。 

 今こそ、私達 1 人 1 人の賢い行動が求められています。

国民全員が力を合わせ、この冬を乗り切る必要がありま

す。ワイズの行事、会合、会議等々当分はお会いできませ

んが、リモートなどで絆を保っていきましょう。（布上記） 
（一部文章、山中教授のＨＰを参考にいたしました） 
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1 月 新年、1 月 1 日がイエスさまの命名日 
    八日たって割礼の日を迎えたとき幼子はイエスと名付けられた。 

                  これは、胎内に宿る前に天使から示された名である。 

    ＜私たち一人一人も両親から名前をつけていただきました。 

      神さまも私たち一人一人を大切に覚えてくださっていることを信じて、 

                           心豊かな年をスタートしましょう＞ 

                                  （ルカによる福音書 ２：２１） 

＜ 2021.01＞            ＢＵＬＬＥＴＩＮ              2020年 7月～2021年 6月 

 ZOOM リモート・新 年 会 
日時：2021 年 01 月 20 日（水） １5：00～17：00 

          Zoom ホスト：布上君 司会：樋口君          

開会点鐘                西澤会長 

聖句・お祈り                西 澤 君 

＜ 飲み物を片手に乾杯を ＞ 

 

新年を迎えて            クラブ  西澤会長  

関東東部 後期に臨んで           柿沼部長 

       

メンバースピーチ  発言希望のメンバー 

        「・・・・・新年を迎えて・・・・・」 

 

事業委員会報告              各事業委員 

YMCA 情報                    木 村 君 

Happy Birthday（木村主事・佐野メン・布上Ｓメン 

        根本メン・樋口メン・新倉ﾒﾈｯﾄ 計 6 名） 

閉会点鐘                   西澤会長 
 

 

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」（東京グリーン） 

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 2 名  出席率 10/16 63％                  

                      出席： 12 月 23 日(水) Ｚｏｏｍ Ｘ‘ｍａｓ会 ８名接続参加 

        【ニコニコ】    １2 月はＺｏｏｍ例会 ニコニコはありません。    

 



２０２０年１２月 クリスマス 例 会 

 

 

 
 

 Zoom X’mas 
２０２０年１２月２３日（水）15：00-17：00 Ｚｏｏｍ

によるリモート例会【ウエブ新年会】を行った。 

  接続して参加したのは青木・浅見Ｔ・柿沼・佐野・西澤 

  布上Ｓ、Ｎ ２名・樋口の８名。 

＜飲み物を片手に乾杯を＞ということで開会宣言。 

 まずは今期半期の状況を西澤会長から話を伺った。 

お話の中で X’mas にちなみ、イエスの「隣り人を愛せよ・・」

という言葉についてクリスチャンである会長から、その深い

意味を教えていただいた。「隣人とは、通常私達の周りに

いる家族、親戚、友人らを指している。少なくともよく知っ

ている親しい人々を意味している。したがって、隣人を愛

するのは当たりまえのように思う。 

 ところが、隣人は往々にして自分に敵対する存在になり

うることがある。キリストはユダヤ人として生まれ、ユダヤの

同胞であったにもかかわらず、結局キリストは彼らによって

十字架に送られた。あえて言うなら自分に対して隣人ほど

敵愾心、対抗意識、嫉妬心を内包している存在はないの

である。その本質を知っていたからこそ、キリストは、＜隣

人を自分のように愛しなさい＞（マタイ 22.39）と言ったので

はないだろうか。周りの幸せを我がこととして喜べるように

なりたいものである。」 

 関東東部柿沼部長からは、このコロナ禍の中にあって、

１０月に「部大会」を開けたことが何よりのことと思う。 

また、クラブのＣＳ事業としての神田川船の会は昨年は 

５月、１０月と中止となる中で恒例の「昌平小学校クルーズ

授業」を学校からの要請もあって 10/13、４０名を乗せて 

無事に開催出来たことが大きな喜びであった。 

 これからの半年、今期の後半は関東東部・クラブ、共に

引き締めて進めていきたい。との発言があった。 

木村担当主事からはＹＭＣＡの行事、1/16子育て講演会

がリモートになり、2/7陽春のつどいが中止になったと報告

があった。                      （布上 記）  

２０２１年０１月 役 員 会 
1月 13日（水） 

14：30-16：00 

Ｚｏｏｍで 

クラブ役員会 

青木・浅見・佐

野・柿沼・西澤・

布上・樋口（7名） 

＜議題と決定事項＞    

１)1月 20日（水）例会・新年会もリモート会とす 

 る。15：00～17：00 皆様の今年の抱負など、 

 懇談会を。ドリンク・飲食など自由。 

２)今年の「神田川船の会」日程は 5月、10月の各第 

 二土曜日で三浦屋さんと交渉(目黒メンから） 

 グリーンクラブとしては上記日程は了承。 

 木村主事のＹＭＣＡ予定情報待ち。 

３)ＹＭＣＡ行事（1/16子育て講演会はリモートに） 

 クラブからの寄付金１０，０００円今月振込み。 

４)在京ワイズ新年会長会は 1/9リモートで開催 

 １９クラブ参加。西澤会長参加簡単な報告あり。        

５)ＤＢＣ京都パレス：５０周年記念会 

 ２０２１年３月２７日（土）コロナの状況で来年 

 ３月、東京から動けるか、を様子を見て。行けな 

 ければ祝電、お祝いを差し上げる。 

６)東日本区事務局（四谷）は１２月、１月、閉鎖。 

 この間の諸行事、会議などはリモートに。諸連絡 

 は区の書記、事務所長、または理事あてに連絡。 

７）柿沼：昌平小学校の生生から３月に乗船会の打 

     診有り。ＹＭＣＡからの中継なのでクラ 

     ブとしては可能であれば大賛成。 

  父兄同伴の企画。3/20-21くらいで検討する。 

８）関東東部の予定 

 ・4/17 関東東部第 3回評議会 

  （状況によってリアル会議かリモートか検討） 

 ・部ＥＭＣセミナー開催の企画 3月？ 

  準備会議を 1/24にＺＯＯＭで行う。 

  ＥＭＣ委員：浅見・金丸・柿沼・大澤・藤井 

        布上のメンバーで進める。 

                 （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 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１月Happy Birthday 
 

佐野 守メン      布上征一郎メン 

      根本 幸子メン     樋口 順英メン 

      木村 卓司主事    新倉登美子ﾒﾈｯﾄ 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊    



  2021年を迎えて 

                    クラブ会長＜西澤紘一＞ 

 昨年は、クラブの幹部の方々が関東東

部の部長を始め、各役員を務められた。

コロナ禍の中、いろいろな制約の中で関

東部部会を始め各部会活動を実施し、

それが他のクラブからも評価されたことに感謝したい。 

 昨年 6月緊急事態宣言が解除された頃は東京でも新規

感染者数が激減し、1ケタ台になったことがあった。それ

が、7月 2日に 100名を越し危機感を新たにした。当クラ

ブも 7月キックオフ例会は持ったものの、8月恒例の納涼

例会を休止となり、その後は ZOOM会議をメインとして例

会を続けている。今年こそはと思っていた矢先、年末年始

に一日 2000名を超える感染爆発を起こし、再度緊急事

態宣言を発出するに至った。 

 百田尚樹氏の「カエルの楽園 2020」がベストセラー入り

をしているが、カエルの社会に擬して、現在の日本のコロ

ナ対応を見事に皮肉っている。一見すると、民意を尊重

する民主主義国で流行が拡大しつつあり、権威主義国で

はコロナが制圧されたように見える。つまり、トランプ引きい

る米国は、世界一の感染者と死者を出す一方、中国はマ

スク外交に次いで、ワクチン外交を展開して世界の救世

主たらんとしている。いまや、自由か束縛か、その価値感

がコロナ禍を介して世界に問われているように思う。 

 今後、さらなる犠牲を伴うであろうが、それでも私は自由

を選びたい。もう 1年、我がクラブも忍耐を続け、各自の

自由を尊重しつつプログラムを実施して行きたい。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

新年を迎えて 

クラブ副会長・会計＜青木方枝＞ 

皆さんおめでとうございます。 

毎年お正月には娘の友達が大勢自宅

へ来て、息子が送ってくる『紀文』のお

せちや私の手料理を食べて賑やかに

過ごしていましたが、ことしはコロナのこ

ともあり全部を断り、娘家族と静かなお正月を迎えました。 

 クラブやワイズ、ＹＭＣＡの諸々の活動も中止となり、 

ＺＯＯＭでのクリスマス例会、役員会などでしか皆さんにお

会いできません。 

コロナが収束するまでどうぞお身体をご自愛下さい。 

また、お会いする日を楽しみにしております。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

新年を迎えて～副題：巣ごもりの正月～ 

        関東東部部長・クラブ監事 

               ＜柿沼敬喜＞ 

 今年の正月は、コロナ禍のために結婚

５０年にして初めて私たち夫婦だけで過

ごす羽目になりました。例年ならば、年末から前橋に住む

娘家族が、元日には土浦に住む娘家族が泊り掛けでやっ

てきて、２日の夕方には、横須賀に住む私の弟も加わり総

勢 10人で正月の祝いを行うのがここ１０年来の恒例となっ

ていましたが、今年は、後期高齢者の私たち夫婦に気を

使って訪問を控えたようで、そのためか、おせち料理も娘

たちが予約注文をしてくれており、女房は、久し振りに大

晦日の紅白のテレビが見えたと喜んでいました。しかし、

おせち料理は母親か女房が作った物しか食べたことない

私にとっては、外注物は確かに見掛けも良く、料理の種類

も多いのですが、見栄えは劣るがやはり長年食べさせられ

てきた?家庭の味に安心感を覚えた正月でした。 

 なお,娘たちも、結婚して１５～２０年位たって、はじめて各

自の家庭でおせち料理を作ることになり苦労をしていたよ

うですが、各自の家庭で新年を迎えることになったのはコ

ロナ禍が良い機会となりました。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

新年を迎えて 

クラブ次期会長＜樋口順英＞ 

 昨年はテレワーク、Zoom会議でも

用が足りる事が如何に多かったことか

がよくわかりました。そして否応なしに

「働き方改革」が進んだ１年でした。 

しかし半面、例会が中止になったり、

昼間開催、Zoom開催となったため、都合によりご出席で

きなかった方々も多く、メンバー全員にお会い出来なかっ

たたため、なんだか寂しかったです。  

 また神田川船の会が３回連続中止となり、過去からの運

営ノウハウが継承できるか危ぶまれます。 

このような状況下、日々健康であることに感謝しつつ、お

互いが思いやりのこころを持ち、力を合わせて取り組みた

いと思います。  

 なお、７月からは当クラブの栄えある会長を拝命いたし

ました。何卒ご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 

 



 

 

 

１.在日外国籍の子どもたちの学習などをサポートする「にじいろ にほんごサポート」が 11月から東陽町コミュニティーセン 

   ターで開始されました。ボランティアの学生が歌やゲームを取り入れながら子どもたちの会話の練習をサポートしまし 

   た。今後も宿題の手伝い等も含め、個々に合わせた支援を継続していく予定です。 

 

２．Amazonの「ほしいものリスト」を使って物品を寄贈するという、新しい寄付プログラムが始まりました。これは、ＮＰＯ等が

支援を必要としている物品を、Amazonのサイト上でご購入いただいて各団体に届けるというもので、現在ＹＭＣＡは

じめ国内約 150 の団体が物品リストを公開しています。東京ＹＭＣＡは、

孤食をテーマに開催している子ども食堂「下町こどもダイニング」や、在

日外国籍の子どもたちの日本語支援「にじいろ」プログラムで使う遊び

道具を募集しています。良質な遊び道具があれば、よりコミュニケーシ

ョンがとりやすくなり、また豊かな学びのときを持

ったり、仲間とのかけがえのない時間を過ごすこ

とができます。すでに多くのご寄附を頂いており

ます。引き続き皆様のご協力よろしくお願いしま

す。                ご寄附はこちら⇒ 

                     

３．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、７月中旬にバングラデシュ

を襲った洪水による被災者救援活動として、11 月

までにボグラとビリシリ地域の 800世帯に、食料（米、

豆）、経口補水液、フェイスマスクを配布しました。

東京ＹＭＣＡから 9 月に送金した 3,000 ドルはこの

支援活動に用いられました。新型コロナウイルスの

感染拡大と合わさり、現地の被害は深刻になっています。 

                              1世帯あたり、米 5kg・レンズ豆 1kg 

                                           ・経口補水液 10本・フェイスマスク 10個を支給 

 

４．1990 年に開設された東京町田ＹＭＣＡが 30 周年を迎えました。当初は町田駅近くに拠点を構え、英会話スクールや

国際キャンプなどの地域活動を行なってきましたが、2003 年からは拠点をもたないＹＭＣＡとして、会員有志により

「ベテランティア・フォーラム（中高年ボランティア講習会）」や「歌声ひろば」「わくわく科学実験教室」などを実施しい

ます。12月 14日に町田市民フォーラムにて、長年ボランティアとして活躍されている 12名に菅谷総主事から感謝状

が贈呈されました。 

 

５．今後の主な行事日程 

・第 15回子育て講演会「子どもの心をのぞいてみませんか」 1月 16日（オンライン） 

講師：柴田愛子氏（りんごの木子どもクラブ代表） 

 ・「熊本豪雨災害復興支援チャリティーコンサート」 1月 29日  

会場：日本基督教団霊南坂教会 

      出演：青山学院女子短期大学グロリアス・クワイア（ハンドベル） 

          飯靖子氏（指揮・オルガン） 飯顕氏（ヴィオラ） 

 ・ピンクシャツデー講演会「大人も学ぼう！いじめの構造と解決策」１月 30日 

      講師：ストｯプいじめ！ナビ弁護士チーム（金子春菜弁護士・足立悠弁護士） 

      会場：山手センター（オンライン参加もあり） 

 ・「libyチャリティーコンサート」 3月 14日 会場：山手センター                   （担当主事 木村 記） 


