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5 月 母の日 

ちょうど母親がその子供を大事に育てるように、わたしたちはあなたがたを

いとおしく思っていたので、神の福音を伝えるばかりでなく、自分の命さえ

喜んで与えたいと願ったほどです。 

                    （テサロニケの信徒への手紙 ２：７，８） 
   

 

＜ 2021.05＞            ＢＵＬＬＥＴＩＮ              2020年 7月～2021年 6月 

 ZOOM  オンライン例会 
 日時：2021 年５月２８日（金） １３：00～1５：00 
                     

                     Zoom 司会：布上君          

 開会点鐘                 西澤会長 

 聖句・お祈り                 西澤会長 

 今月の一言                   西澤会長  

 関東東部 関連報告              柿沼部長 

 メンバー・ショート卓話  

    タイトル 「コロナ禍で過ごしてきた１年」 

           写真などあれば共有画面で・・・・。 

    ＜６月は全員で発表をしていただきます。 

     今月は西澤／樋口／布上３名でサンプルを＞ 

 

 神田川船の会開催検討          目黒委員長 

 YMCA 情報                      木 村 君 

 Happy Birthday（５月の該当者は青木・目黒メン） 

 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 11/16 69％                  

                  出席：    4 月 21 日(水) Ｚｏｏｍ 例会 9 名接続参加 

              【ニコニコ】    4 月はＺｏｏｍ例会 ニコニコはありません。    

 

 

 E F (Endowment Fund) 
   国際ワイズダム発展のための国際協会の特別基金。 

 個人・クラブが記念すべき慶弔事などのおり、寄付金を 

 国際協会に送金し積み立てる。基金評議会が管理し、 

 その運用益を利用する。ＵＳ弗 120 以上の場合寄付者 

 名と記念事業などを国際が永久保存する「ゴールデン 

 ブック」に記帳される。 

 国際にはこの基金の推進委員会があり、東日本区では 

 国際・交流事業主任がその推進を担当する。 
  

 J E F (Japan East Y’s Men’s Fund) 
   東日本区ワイズ基金 

 東日本区ワイズ運動の継続的奉仕活動を支えるため、 

 個人・クラブが記念すべき出来事、行事、慶弔事など 

 のときの拠金が基になっている。寄付者氏名とその理 

 由を「奉仕帳」に記帳し永久保存される。 
 

      （ロースター、ワイズ用語より転載） 
 



２０２１年０５月 第二 例 会 報 告 

5月 12日（水）ＺＯＯＭにて 15：30-17：00役員会を開催 

出席者：青木・浅見・柿沼・木村・佐野・布上Ｓ・布上Ｎ 

     西澤・樋口 ９名 

① ５月１７日（月）締め切りで「次期ロースター作成原稿」 

   提出。 来期より、個人情報保護の観点から、冊子の 

   配布はせず、データを区で管理し、会員からの請求 

   があった場合、適宜データ開示又は冊子販売も可。 

② ５月２３日延期されていた「京都パレス５０周年記念例 

   会」 今回は開催中止。２０２２年の春に開催の予定。 

③ ５月２２日（土）東京ＹＭＣＡ 第１８回 会員大会 

   ＺＯＯＭ：オンライン 13：00～15：30 

 チャリティーゴルフ委員会に表彰がある（布上が受ける） 

③ ５月２９日（土）関東東部 現・次期役員引継ぎ 

   リモート会議 15：00～ 

   （部役員の皆様には次期への引継ぎ事項を５月２０日 

    までに書記に提出依頼中） 

④ 東京ＹＭＣＡ 「第２４回 会員 芸術祭」   

   ６月２８日（月）～７月３日（土）東陽町センターにて展 

   示予定、飾り付け予定（展示実施は流動的）。 

   オープニングセレモニーは中止。 

⑤ 第 24 回東日本区大会はリモート・ハイブリッドで開催 

  １．日時： 6 月 12 日（土）13:00～16:30 

  ２．場所：山梨県甲府湯村温泉郷 常盤ホテル 

  ３．ホストクラブ：甲府 21 クラブ 

  ４．開催方法：ハイブリッド、日英同時通訳付 

  ５．主なプログラム：オープニング、開会式、 

   東日本区アワー①（各種報告、表彰）  

   東日本区アワー②（理事就任式 / 引継式）、閉会式 

  ６．参加 / 出席形態  一般会員、来賓、部長・事業 

   主任他報告者リモートで。＜ＵＲＬは後日送付＞                                              

（部長報告は 14：22頃行う。事前のリハーサルは１９日に）   

＊柿沼部長報告・１１クラブ報告ＰＰＴファイルは完成し、 

                       区に送付した（5/7） 

⑥ ５月の例会は皆さんの都合がなかなかかみ合わず、 

  最終的に ５月２８日（金）１３：００～１５：００ 

  いつものＺＯＯＭアカウント（布上）で行うことに決定。 

＜ ５月・６月例会の内容を提案 （会長：西澤） ＞ 

 来月６月１６日（水）、今期最終例会は皆さん、コロナ

禍の１年を振り返り全員でコメントを書いてください。 

「コロナ禍で過ごしてきたこと」をそれぞれプレゼンすること

で如何ですか？1人１、２枚の記念の写真で各自プレゼン

をすればそれなりに楽しみになるのでは？ 

「一枚の写真」、とにかく印象的な1枚の写真で、思い出を

語ってもらうことは如何ですか？写真の部分だけ、ZOOM

の共有画面にしていただければと思います。 

もちろん YMCAに直接関係ない事例でもいいと思います。 

または、1枚の写真を掲示して、何人かのメンバーにその

写真の伴う物語を披露してもらうことも面白いと思います。

今月、28 日は、事例の 1 つとして私が話してもと思います。

（原稿や写真は６月１０日迄に布上へ送付願います） 

⑦ ７月２１日 新年度キックオフ例会： （リモート orハイブリッド） 

  期首にふさわしいゲストスピーカーの検討をしましょう。 

⑧ ６月４日（金）に予定されている「田園調布学園クルー 

 ズ」は学校としては開催の意向であるが、条件としては 

 ５/31に東京都の緊急事態宣言が解除される必要あり。 

⑨ ５月８日の「神田川船の会」は中止とした。 

    ＜目黒 実行委員長より、特別コメント寄稿＞ 

 今なら、出来ること」「今しか出来ないこと」を考えてみる

べきとの件、結局下記とさせていただきます。 

今しかできぬというより、「今はこれしか･･」いや「元来この

程度しか･･･」。「いずれはみんなでやる/やるよう考える」

を想い、欲張らずに「（自分が）出来る範囲で」、ずっとかも

しれぬが当座「単独行」で以下を行ないます。 

1. はウロウロ歩いてきた従来の延長。街歩きも「フィールド 

 ワーク」です。  先ずは興味深いところから黙々とやる。 

・水質・治水/防災・潮汐・動物・植物など環境に関わる面 

 から見たガイドポイントを整理します。 

・学校関係を想定して集めた資料や気付いていて表現し 

 てない要素などあり。 

・堤防と水門その原理原則、どう運用してるかなども面白 

 いネタになります。 最終的に体の良いプリントに出来れ 

 ばいいなとは思いますが、まずは自分の頭を整理して、 

 足で回り、写真も撮る。学校関係イベントで、ガイドネタと 

 して順次投入していきます。 

 また、小学校等で資料配る場合は、時にやっていた自己 

 プリントの枠内でレベル上げていこうと思います。 

                        金かけない・・・。 

2. サポーター要員確保 

  ・これはチャンス見て個別に声掛けしていきます。 

   いま、新人一人思い描きできぬこともない。 

   が、イベントがない・・・・。  【目 黒】  （布上纏め） 



関東東部第３回評議会 リモート開催 埼玉クラブ例会へ関東東部部長公式訪問 

 

  
 

関東東部第３回評議会は２０２１年４月１７日（水）１３：３０～

１６：００ ３０数名以上のご参加を得て、ＺＯＯＭにて開催し

た。定刻通り始まり、参加者の紹介、柿沼部長の開会挨

拶、活動報告、各事業主査報告を行った。 

 次に特別講演として、「東日本区の法人化について」と

題し、宮内友弥法人化委員長、大久保知宏委員より、ＰＰ

Ｔを画面共有し話を進められた。「東日本区の法人化」に

関しては長い間の懸案事項であり、賛否両論は今でもあ

ると思うが、今期の区大会における決定事項となってい

る。 続いて１１クラブの会長による活動報告を行った。コ

ロナ問題で多くの行事、会合が中止、またはリモート会議

などになり、皆さん対面での活動が出来ないことでストレス

が溜まる一方、という感じである。次に長尾部会計による

会計報告があり、休憩なしで議事に入る。 

 ６件の議案を審議、第１は前回第２回評議会議事録の承

認、第２は次々期関東東部部長選出の件、ベイサイドクラ

ブの工藤大丈メンを承認。第３は次期部長 大澤和子（所

沢）年度、次期役員が承認された。書記 利根川太郎(川

越)・会計 東裕二（所沢）・地域奉仕Ｙサ主査 青木方枝

(グリーン)・ＥＭＣ主査 金丸満雄（ひがし）・国際交流主査

吉田公代（川越）・ユース主査 衣笠輝夫(埼玉)・メネット連

絡員 布上信子（グリーン）が承認された。 

第４は柿沼現部長を次期の東日本区代議員とする案、承

認。第５は現柿沼部長が提案したクラブ交流促進制度を

中止とする案、承認。最後に第６議案として「印鑑廃止」の

案。部評議会における「印鑑廃止」の案として、委任状の

捺印は不要とするが、「部会計の

決算報告書」については会計監

査者の自筆の署名か、捺印のど

ちらかで可として承認された。 

 １６：３０ 無事にプログラムは終

了した。やはり、実際に対面で会

話をしないと協議という実感が湧

かないで議論も生煮えになって

しまうことが感じられる。本当にこ

のコロナ禍の早く収まることを願

うばかりである。  （布上 記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年４月２６日（月）19：00～20：30埼玉クラブのＺＯＯＭ

例会に関東東部柿沼部長、布上書記が公式訪問した。 

 例会は上松会長の開会点鐘で始まり、ワイズソング、聖

句・祈祷、と、型通りに進められた。 

柿沼部長の挨拶、活動報告、メンバーの皆さん一人ひとり

の自己紹介、近況報告で和やかに会話が弾んだ。 

 柿沼部長は戦時中の疎開先が浦和であり、小 1まで住

んでいたため、ぜひ訪問したかった、と言われた。 

布上は現在の住まいが南浦和でもあり、埼玉クラブには

何度もお邪魔したことがある。  

 今期はコロナのため活動できていないが、少人数ながら

も以下のようなＣＳ活動をされている。歌声サロン（川口

で）、歌声集会（浦和センターで）、ＰＣ教室（浦和センタ

ー）、また、そば打ち（浦和センター）さらに昨年山手クラブ

から移籍された浅羽さんによる見沼たんぼ市民活動、元

気アップサロン（体操）などなど多くのイヴェント、活動をさ

れている。さらに埼玉３クラブ（所沢・川越）との連携もしっ

かりと保ち、協働をされている。 

 多くの活動の中でワイズへの興味を持たれた方々の入

会勧誘も進められているとのことであった。 

なお、話し合いの話題は東日本区の「法人化推進」の事に

及び、なお、詳細なメリット・デメリットの納得できる話を伺

いたいとの意見があった。 関東東部次期部長は所沢ク

ラブの大澤和子さん、部書記は川越クラブの利根川太郎

さん、また、東日本区大久保理事の時、書記は埼玉クラブ

の衣笠さんという事で、埼玉３クラブの皆さんの応援を得

てそれぞれご苦労様の来期になります。 

 グリーンクラブも大いに応援してまいります。（布上 記） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

２０２０年 

      オリパラ近づく 
一年間延期で今年にいよい

よ始まりました。 

私は PEMチームに属する

人材管理です。ボランティ

ア活動や盛りあげを応援し

やすい様に管理します。安心安全に活動出来るよう大会

を支え作りあげていきます。世界中が注目しています。 

環境づくりなどの仕事ですが今は研修に追われています。 

パラリンピックの東京体育館、卓球の会場で活動します。 

 8月 18日から 9月 25日まで毎日 6時３０分から午後 3

時まで拘束されます。Field Castの一人として活動出来

るようにと思っています。数万人の選手、役員、さらに８万

人のボランティアが活動します。世界一の大会ですので

参加希望している人々が沢山います。どんな大会になる

か今からワクワクしています。私も健康な身体で参加した

いと思います。                 （佐野 守 記） 



 

「マチネの終わりに」  

文春文庫 2011/6/6  平野啓一郎 

 著者平野啓一郎は、京都大学法

学部在学中 1998年、新潮に投稿

した「日蝕」が翌 99年（23歳）芥川

賞を受賞した。 

  たまたま本屋の店頭で彼の新作

「マチネの終わりに」が目についた

ので買って読み始めた。 

背景に 9.11、イラク戦争、リーマン

ショックなどが織り込まれており、きわめて現実感にあふれ

ている。プロのギタリストとしてスランプに悩む蒔野と、イラ

クでのテロの現場に居たことによる PTSDに苦しむ洋子と

の熟年男女の恋愛物語である。たまたま蒔野のリサイタル

を洋子が聞きに来た。演奏会の後、蒔野はスタッフらとの

打ち上げの飲み会に出て、洋子と出会う。お互いにプロ意

識の高い 2人は、意気投合してパリでの再会を約した。洋

子は、クロアチア人の映画監督である父と日本人の母と

のハーフでジュネーブ育ち、オックスフォード大（英）とコロ

ンビア大（米）に学び、フランス通信社（本社がパリにある）

の特派員として国際的に活躍するキャリアウーマンであっ

た。蒔野と会った時は、イラク自爆テロの取材を終えたば

かりであった。 

 蒔野は、スペインでのコンサートの帰りにパリに寄り、洋

子と会う中で、彼女の心の傷も癒されてきた。そして、結

婚の意思を固めた洋子が蒔野に会うために東京に来た時、

事件が起こる。デート当日、蒔野のギターの師と仰ぐ恩人

が入院したことを聞き見舞いに駆け付けたので、洋子との

待ち合わせ時間に行くことが叶わなかった。そこで、マネ

ジャーの早苗に、携帯を預けてその旨の連絡メールを依

頼するが、牧野を慕う早苗は、まったく別のメール（別れ話）

を洋子に送った。当時、蒔野は、音楽的な壁にぶつかり悩

みを抱えていた。そばに居た早苗は、洋子との交際がそ

の原因だと邪推したのである。結婚まで考えていた 2人は、

自分たちが全く知らないところで、お互いに振られたと誤

解した。その結果、洋子は、学生の時の米国籍の友人と

結婚し、蒔野は、早苗と結ばれることになる。しかし洋子は、

1人の子供に恵まれるが、夫との価値観の違いで離婚す

る。 

 一方の蒔野は、ギタリストとして成熟期に入り、世界的に

活躍を始めた。ある時、蒔野の日本でのコンサートに洋子

が聞きに行こうとするが、早苗が必死で止める。その時、

自分が偽メールを出して洋子との仲を裂いたことを打ち明

ける。 

 蒔野は、偶然仕組まれた行き違いで、お互いを誤解して

今まで生きてきたこと、そしてお互いに相手を痛烈に思い

やるが故に、自分の素直な思いを殺してきたことを悔やむ。

未来は変えられても過去は変えられないと言うが、未来が

過去を変えることもあると蒔野は独白する。大人の恋愛の

美と醜を表現している。 

 2019年映画化され、福山雅治と石田ゆり子が主演して

ヒットした。                   （西澤紘一 記） 

 

 

 

１．新年度最初の「早天祈祷会」を、4月 1日午前 7時より 

  初めてオンラインで開催しました。 

  古賀博牧師（東京ＹＭＣＡ評議員会会長、日本基督教 

  団早稲田教会牧師）に「いま、改めて“絆”を」と題して 

  説教をいただき、27名が出席しました。 

 

２. 学校の入学式が下記の通り開催されました。 

  ・社会体育・保育専門学校 4月 1日日本基督教団霊 

    南坂教会 （新入生 119名） 

  ・国際ホテル専門学校 4月 2日 日本基督教団霊南

坂教会（新入生 116名） 

  ・医療福祉専門学校 4月 9日  

くにたち市民芸術小ホール（新入生 71名） 

  ・高等学院（通信制高校）4月 10日  

                  山手センター（新入生 8名） 
 

３．4月 8日に「第 30回チャリティーゴルフ大会」がＰＧＭ 

  総成ゴルフクラブで開催され、18グルー プ、70名（男 

  性 64名・女性 6名）が参加しました。感染症拡大防止 

  のため、表彰式や懇親会は見送り、別途表彰記念品 

  を参加者に贈呈。益金約 25万円は、障がい児プログ 

  ラム支援、フレ ンドシップファンド、不登校の子ども支 

  援、災害復興支援に用います。 

 

 

４．東日本大震災から 10年にあたり、冊子「2011～2020 

   東日本大震災復興支援活動 10年の歩み」を作成し 

   ました。これまでに東京ＹＭＣＡが会員やユースボラ 

   ンティア等とともに石巻地域で行ってきた活動や、福 

   島の家族や子どもたちを対象としたプログラム他、多 

   岐にわたる復興支援活動の記録に加え、関係者数 

   人へのインタビュー内容も掲載しました。 

 

５． 今後の主な行事日程  

 ・第 855回早天祈祷会 5月 6日 オンライン  

奨励：菅谷淳総主事 

 ・第 18回会員大会  5月 22日 オンライン 13：00- 

  ＊チャリティーゴルフ委員会が 

   Volunteer of the Year で表彰されました。 

   布上委員が代表して受け取り、ご挨拶をしました。 

 ・第 24回会員芸術祭 6月 28日～７月 3日  

会場：東陽町センター（出展申し込期限：528） 

 ・第２４回東日本区大会 ６月１２日（土）13：30～ 

 リモート＆リアルのハイブリッド開催 

（担当主事 木村 記） 


