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国 際 会 長 主 題 

ア ジ ア 会 長 主 題 

東 日 本 区 理 事 主 題 

あ ず さ 部 部 長 主 題 

東京西クラブ会長主題 

「価値観､エクステンション､リーダーシップ」 

「変化をもたらそう」 

「変化を楽しもう！」 

「変わるに挑戦！」  

「変化を恐れず、少しずつ」 

 

 

 

 

 

 

2月 24日はYMCAピンクシャ

ツデーでした。皆さんピンクシャ

ツデーの行事に参加しました

か？ 私は参加しませんでした

が「いじめ」について改めて考え

てみました。（ピンクシャツデー

につきましては皆さまご存知の

ことですのでここでは説明を省

略します） 

ある中学生がクラスの生徒た

ちのいじめに遭い自死してしま

った記事が新聞に掲載されたこ

とがありました。この事件につい

て学校側、教育委員会は調査の結

果、「いじめ」はなかったと結論

し、学校側には責任がないという

ことになりました。なんか変だな

とは思いました。 

私の小学生のころから最近ま

での間に、人を「いじめ」たこと

があったか、また「いじめ」られ

たことがあったかを思い返して

みました。確かに、「あいつ」を貶

めてやろうと思って「いじめ」

の言動に及んだこともありまし

たが、それ以外のこのような例は

殆ど記憶にありません。しかし後

から考えてみるとこれも「いじ

め」の言動であった思い当たる言

動は度々あったかと思います。こ

れは会社に入ってからのことで

すが、ある女子社員のスタイルを

スケッチして見せたところ、その

時は苦笑いしていただけでした

が、数日後にその女子社員から

「「いじめられた」と言われて愕然

とした経験があります。一方、「い

じめ」られた記憶に関しては、鈍

感なせいか感受性に乏しいのか

「「いじめ」られた記憶がないので

す。今考えてみますと、あの事態

は「いじめ」られていたんだなと

考えられるふしもないこともあ

りませんが、殆ど忘却していて、

いずれにしても「おめでたい」人

間であると思わざるを得ません。 

このように、「いじめ」はいじ 

める側の言動の内容にのみ在る 

のではなく、なにか言われたこと

にあるいはある行為を受けたそ

の人が心身に苦痛を覚えればこ

れが「いじめ」になることである

と思います。ですから一律に「こ

のような行為がいじめである」な

どと言った基準が作れるもので

はないことは明白です。物事の善

悪、白黒を判断する「基準」がな

ければ判断できないことに慣れ

親しんできた役所のお偉いさん

方々はもとより、われわれにあっ

ても「いじめ」とはどう言うこと

なのかについて十分に意識に留

める必要があるでしょう。 

YMCA のピンクシャツデーの

一連の行事、例えば１月 30 日に

開催された東京 YMCA の講演会

「「人人も学ぼう！ いじめの構造

と解決策」は、「いじめ」に関する

人々の意識の再構築を推し進め

る素晴らしい行事であると思い

ます。 

 

２ 月 の 記 録 ニ コ ニ コ           －円 

在籍者数    １２人 

（内功労会員）  １人  
メネット    －人 クラブファンド（当月）     －円 

出席者数   －人 コメット   －人 クラブファンド（残高）       －円 

メーキャップ   －人 ビジター   －人 ホテ校ファンド（当月）    －円 

出席率      －％ ゲ ス ト  －人 ホテ校ファンド（残高）     －円 

前月修正        －  出席者合計  －人 WHO 参加者       － 人 

 

だから、人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい。 

これこそ律法と予言者である。           マタイによる福音書７章 12節 
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ピンクシャツデー         神谷幸男 

 

クラブ役員 

会  長 篠原 文恵 

副 会 長 人野 貞次 

書  記 本川 悦子 

会  計 石井 元子    

担当主事 横山 弥利 
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２月の東京西クラブ 
 2 月の例会と事務会はコロナの

緊急事態宣言が解除されないた

め、中止になりました。コロナの

感染者数は減ってきたとはいえ、

昨年の同時期に比べ、その数はけ

た違いに増えています。少なくな

ったと喜ぶのにはまだ早く、油断

はできません。以前のようにおい

しいお弁当、村野さんの手作りお

菓子を食べながら歓談できること

を心待ちにしています。書記の仕

事を失ったクラブ書記のつぶやき

です。 

 私事ですが、管楽合唱団に所属

していまして、演奏会は昨年は中

止になったのですが、2月 21日に

小規模ですが、演奏を行いました。 

 出来具合はともかく、久しぶり

の緊張感は、認知症の予防になる

と思いました。   (本川悦子) 

 

ワイズあれこれ 

★アジア地域で YMCA とワイズ

の“橋渡し”の「リエゾン」を担

当されている山田公平さん（宇都

宮クラブ）からの報告。（中略）ワ

イズのないアジア地域の YMCA

に呼び掛けたが、ミャンマーの反

応が良く、4か所の YMCAが関心

を示し、それぞれがメンバーを 12

～18人集め、設立への動きが出て

きました。当初はスポンサークラ

ブは東南アジア地区からと考えて

おり、香港やシンガポール、タイ

などから募る予定でした。多分東

南アジア地区からもスポンサーク

ラブが出るでしょうが、これから

チャーターまでの 1か月か 2か月

の間に日本から関心のあるワイズ

がありましたらお問い合わせくだ

さい。（東日本区会員増強事業主

任・伊藤幾夫さん【東京多摩みな

み】 

★次期国際会長、次期アジア会長

の選挙がオンラインで行われ、国

際会長にはサミュエル・チャッコ

氏（インド）、アジア会長にはシェ

ン・チミン氏（台湾）が選出され

ました。 

あずさ部Ｚｏｏｍ評議会 
 2月 13日（土）18：30から第

2回あずさ部評議会が Zoom形式

で開かれました。 

 板村哲也区理事、人久保知宏次

期理事の挨拶の後、次々期あずさ

部長に（富士五湖）の後藤明久さ

んを推薦、部則修正などの提案が

あり、20日までに書面で承認を送

付することに決まりました。 

事前に配信されたプログラム

に、各クラブ・事業主査の活動報

告は説明されていたので、東日本

区法人化についての説明に時間を

割き、委員会メンバーから丁寧な

説明がありました。長所、短所の

説明も資料に示されているので、

理解が深まったと思います。 

閉会点鐘のあと、Zoom の効果

的な使い方などを IT に強い若手

メンバーから教えられ、画面に映

りこむ室内背景のバーチャル画像

の取り込み方法を皆で学習しまし

た。これは Zoom会議ならではの

利点なので、今後も機会を利用し

て新しい情報を得ていきたいと思

います。 

当日の参加は約 42 人、当クラ

ブからは人野、神谷、本川、吉田、

篠原の 5人でした。 （篠原文恵） 

 

第１回にし連合オンライン飲み会 

熊本にしクラブの岩本悟さん

の発案で初めてオンラインを用い

非公式ながら「飲み会」が 3月 20

日に開催されました。はじめはど

んな会になるのか、不安はありま

したが、蓋を開けてみたら全 5ク

ラブの顔が揃いました。人数は 14

人から活発なおしゃべりが飛び交

い、予定の時間を 40 分もオーバ

ーする盛況でした。歓談は、皆さ

んの近況報告のほか、京都ウエス

トクラブの 40 周年祝会が開かれ

ず、皆と顔を会わすことが出来な

くて残念だったとか、東日本区で

は法人化を進めているとか、東日

本人震災 10 年記念礼拝に参加し

たとかが話題になりました。 

（4頁につづく） 

 YMCA Ｔｏｄａｙ  
■新 2年生の就職戦線スタート！

本格的な就職活動対策セミナーと

学内企業説明会が始まりました。

自己 PRや志望動機など自己分析

の相談が急増中です。コロナウイ

ルスの影響で採用を見送る企業が

一部出るなど、昨年から買手市場

に様変わりした就職戦線にどう立

ち向かうのか、人変な状況下では

ありますが、それぞれに合った就

職先にたどり着けるよう、また、

社会人としていい形でスタートが

切れるようにスタッフ一同しっか

りサポートしていきます。 

■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 24日

であることを受けて、東京 YMCA

では 1 月 30日に講演会「人人も

学ぼう！いじめの構造と解決策」

をオンラインで開催し、金子春菜

弁護士と足立悠弁護士にお話を伺

いました。会員、子育て中の保護

者、学校関係者、全国 YMCA関係

者他、約 100人が参加し好評でし

た。（機関紙「東京 YMCA」2月号

に概要を掲載。） 

■2月 23日「第 21回日本

YMCA人会」がオンラインで開

催され、全国 YMCAから会員、

職員、ボランティアリーダー、学

YMCAメンバーなど、約 250人

が参加、東京 YMCAからも 3５

人が出席しました。第一部では関

田寛雄氏（日本基督教団神奈川教

区巡回牧師）による基調講演の

他、注目されるいくつかの

YMCAの活動事例やユースの声

が紹介されました。また、東日本

人震災 10周年を覚え、支援活動

に携わったボランティアやスタッ

フから話を聞きました。続く第二

部ではグループに分かれて対話の

時を持ちました。東京 YMCAで

は障がいのある子どもたちや経済

的支援の必要な子どもたちのため

1980年から毎年 4月にチャリティ

ーゴルフ人会を開催しています。 

（担当主事 横山弥利）  
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☆☆☆インタビュー☆91☆ 
小口多津子さんに聴く 

東京八王子クラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―インタビューを始めて 90回。 

登場をお願いして、諾否の前に遡

って 5 年分まとめて読まれた方

は、初めてでした。 

「お話を受けてびっくりしまし

た。これまでのインタビューの記

事を読ませて頂きましたら、どな

たもワイズの重責におられた方

ばかりで、私などとんでもない

と、いったんはお断りしました」 

―小口さんのクラブ入会は。 

「東京八王子クラブの設立 5 年

目の 1999 年です。通っていた早

稲田教会で奈良昭彦さんから東

京八王子クラブの例会に誘われ

ました。あの頃の教会には沢山の

ワイズメンがいらっしゃって、故

奈良信さんをはじめ東京山手ク

ラブの方が多かったです。ワイズ

の方が国際人会などに参加され

ると、教会の週報に、その動向が

掲載されて、教会ではワイズメン

ズクラブはとても身近でした。例

会出席をすすめられた時も、ワイ

ズの様子を少し知っていました

ので、ためらいもなく行きました」 

―お生まれは、どちらですか。 

「戦前の日本統治だった台湾・

高雄市です。当時父が台湾の製糖

会社に勤めていました。台湾での

記憶は戦争の衝撃しかありませ

んでした。終戦になって妹を含め

4 人家族で引揚げてきました。佐

世保に上陸後、父の実家のある新

潟へ向かう車窓から初めて雪を

見た時の驚きが今も鮮明です。そ

の後は母の実家の岐阜に小学5年

までいて、ずっと製糖会社に勤務

していた父の転勤で、静岡県富士

宮市と清水市（静岡市に合併）か

ら東京へと移り、中学は毎年転校

でした。その頃の中学校は、理科

が学年で生物、化学、物理に分か

れていて、学校によってどの学年

で何をやるか違っていたため3回

の転校でとうとう物理には一度

も巡り合わずにきました。お蔭で

理屈や数式には弱いです」 

「中学の時に 1954 年秋の青函

連絡船の洞爺丸事故が起きまし

た。その時、父は北海道に出張す

る予定が、別の仕事のため、直前

に同僚に代わりました。そのた

め、社長と同僚が事故で犠牲とな

りました。その体験から父はキリ

スト教を知って、初めて教会に行

き、そこから私達家族を熱心にキ

リスト教へと繋げてきました。そ

のことが私の人生の中で、いつも

1 本の道になっていることを思う

と、父にはいつも感謝しきれない

気持ちです。高校生で早稲田教会

へ行き、人学1年で受洗しました」 

―特許事務所におられました。 

「子供達の手が離れた40才後半

から個人事務所で 14 年近く、事

務の仕事をしました。当初は今の

電子出願ではなく、まだ和文タイ

プやワープロを使って願書や明

細書を清書して、特許庁へ通って

いました。後にパソコンが入りま

した」 

―小口さんは、クラブのあらゆる

プログラムに参加されています

ね。それでも一番関心のあるの

は、ユース事業ですか。 

「区のユース事業委員に 4 年ほ

ど加わらせて頂きました。この間

歴代の事業主任さんのお人柄に

触れて、目的のために一丸となる

姿勢を学びました。常に気合の入

った委員会でした。ユースのプロ

グラムは豊富ですが、なかなか各

クラブへ染み渡らず、課題でし

た。それと東京八王子クラブは、

八王子市にある中央人学学生

YMCA（ひつじぐも）との交流が

2001 年から続いているのが特徴

で、ユース事業のプログラム

IYC、AYCには、彼らの中から毎

年 2人も参加があって、推薦状を

書くのが毎年の会長冥利となっ

ています。クラブとしても彼ら向

け行事を幾つも作り、また彼らの

行事にも皆で参加します。卒業し

てからクラブの例会に顔を出し

て下さった時は嬉しかったです

ね」 

―もうひとつ台湾の高雄・港クラ

ブとの IBC交流のことですが。 

「まさか 5 才まで過ごした高雄

市のクラブと IBC となって交流

するとは夢にも思ってもいませ

んでした。八王子市と高雄市が友

好都市であることで、久保田貞視

さんの尽力で話が進み、2009年の

2 月にクラブメンバー7 人で訪問

して締結式を持ちました。驚いた

のは、当時の高雄・港クラブの会

長トム・チャンさん（後の台湾区

理事）のお祖父さんが、なんと私

の父とかつての台湾製糖で一緒

だったのです。観光に連れていっ

て下さった所が、今は「台湾糖業

博物館」となっていました。昔の

工場が錆びついた形で残ってい

て、社宅の建物、サトウキビ畑が

残っていました。一緒の皆に、こ

こで遊んでいたの？ と言われ、

記憶の中に入っていき感無量で

した。その後も台湾高雄・港クラ

ブとは、国際人会、記念行事で親

交が続いています」                         

―小口さんのご趣味は。 

「昔から絵を描くことが好きで

たまに油絵などを描いています。

学生の時クラブは美術部に入っ

ていました。卒業生仲間で始めた

美術展が、一昨年まで定期的にあ

りました」                     

―ワイズに入って良かったことは

何でしょうか？ 

「入る前は、自分の事で精一杯

だったのに、今は長く続けられる

居場所になりました。やはり魅力

があって吸収して、輪というもの

を自然に意識していました」 

－有難うございました。(吉田明弘) 
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無二会（元永福小学校の父母の集まり） 

名付け親は、亡き宮崎新（宮崎駿の兄）。40 年続

いた自称「不良中年の会」である。始めの頃は毎週

土曜午後 6 時過ぎに 10 組の夫婦が、順番に各家庭

を開放して、料理一品持ち寄り・飲み物持参で集ま

った。和光人学教授・銀行・広告会社・横浜ゴム・

農林省・IBM「・道公公団・東 と全員サラリーマン

と主婦であった。仕事は異なるが、ほぼ職場と家庭

の生活が一気に広がり、真夜中を過ぎることしばし

ばで、子どもの話はめったに出ない。暫らくして月

1 となった。食事とアルコールの後はカラオ      

ケ•麻雀・おしゃべりが続いた。ホームパーティ―料

理集もまとめた。1991年から、年に 1回の積み立て

旅行を始めた。毎月 1人 5千円（年 6万円）で、普

通行かない場所に 1泊旅行をする。 

2 組が順にお当番として、企画からすべて担当す

ることになった。第 1 回目は湯河原。箱根、京都、 

伊豆長岡と殿様旅行が続いたが、1995年人島でトビ

ウオの夜釣り、2004年（2年分貯めて）客船飛鳥で

神津島クルーズ、2006年人学で農学部の学生がお世

話になった農家を訪ね、山形南陽市でサクランボ採

り、2007年京都丹波でザイラーピアノデュオ茅葺コ

ンサート、2011年 8月、東日本人震災後修復中の宿

に泊まり、仙台、石巻を回った。今は、男性 4人女

性 9人に減ってしまった。コロナの昨今、会うこと

も出来ない。懐かしい時を反芻している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京西クラブブリテン 2020年

10月号に山田紀子さんが「老人ホ

ームに入居して」と題してお 2人

の楽しく毎日を過ごされている

ことが紹介されました。 

また、吉田明弘さんからのメー

ル「利三郎さんから電話がありま

した。彼のケアマンションの宣伝

チラシのモデルに起用され、咋日

の読売、日経朝刊に折り込まれた

そうです。（中略）「 莫人なモデル

料が入ったでしょう』と言ったら

「 逆だよ』とのことでした。（以下

省略）」 

モデルになるのもいろいろ人

変だったそうですが、晴れやかな

山田さんの写真ですので掲載さ

せていただきました。写真はチラ

シの主要な一部分です。 

ご両人がお元気に過ごしてお

られることを拝見して、とっても

嬉しい気持ちになりました。 

「（神谷幸男） 

 

「（2頁からつづく） 

参加者は、市橋さん、森田さん

夫妻、牧野さん（京都ウエスト）、

柿島さん、谷さん、湯浅さん（人

阪西）、人田さん、加茂さん（神戸

西）、岩本さん、木本さん、中西さ

ん（熊本にし）、吉田さん、神谷（東

京西）でした。 

柿島さんは所用のため中座さ

れ、加茂さん、木本さんは偶々ビ

デオミュートされていたためか

写真に載っていません。 

（神谷幸男） 

 

 

 

 

編 集 後 記 

 今年は桜の満開が早く訪れま

した。コロナの蔓延が緊急事態の

解除とうらはらに益々勢いづい

ていますが皆さま、晴れ晴れとし

た毎日をお過ごしのことと思い

ます。 

 毎度のこととは言え原稿をお

寄せ下さいましたこと、まことに

有難うございました。 

 今月号の発行が遅くなりまし

たことをお詫びします。 「（S.K） 

 

 

 

私の大切な人   村野絢子 

 

       客船 飛鳥号 

 
ケアマンションの広告写真のモデルと

なったリハビリ中の山田利三郎さん

と、下左の紀子さん 

 

  
第 1 回にし連合オンライン飲み会参加者 

 

山田利三郎、紀子ご夫妻近況 


