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２ ０ ２ １ 年 ０ ８ 月  例 会 

 

 

Ｌ Ｔ ／ Ｉ Ｂ Ｃ 強 調 月 間 

IBC : International Brother Clubs  
        国際兄弟クラブ。外国のクラブとの締結。 

ＩＢＣ トライアングル ３クラブが相互にＩＢＣを締結。 

IBC KUWADORANGURU 

4KURABUGASOUGONIIBCWOTEIKETU. 

我がグリーンクラブは 

国内の京都パレスクラブ、熱海クラブとのトライアング

ルＤＢＣを締結しており、その延長でマニラダウンタウ

ンクラブとのＩＢＣクワドラングル締結をしている。 

近年、国内も国際もほとんど活動を行っていないことが

実情。 
   ================================= 

L T 例年桜の季節、３月に東日本区では次期クラブ
会長・部役員研修会が催され、４月、５月には各部の評

議会に於いて、同様に次期部・クラブ役員の研修会が

行われます。より一層クラブ、部の活性化を期待したい

です。 

ワイズメンの４つの「アイ」を思いだしましょう。 

Idealism理想を持つこと、 Interest興味を持つこと、 

Initiative率先して、 Industry労をいとわぬこと。 

 

 （布上 記） 

THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO-GREEN 

CHARTERED 1973  

 
 

8月 平和希求 
地上に平和をもたらすために、わたしがきたと思うな。平和ではなく、 

つるぎを投げ込むためにきたのである。（マタイによる福音書 10章 34節） 

 

＜戦争の原因は、悪行を行う者たちではなく、それを見て見ぬ振りをして 

  いる者たちである＞  

 

＜ 2021.08＞            ＢＵＬＬＥＴＩＮ              2021年 7月～2022年 6月 

  Zoomオンライン＜納涼例会＞ 

日時：2021年 08月 18日（水）  １5：00～17：00 

               Zoomホスト：司会布上君 

開会点鐘            樋口 会長 

ワイズソング・ワイズの信条       全    員 

聖句・お祈り               西 澤  君 

ゲスト・ビジター紹介  樋口 会長 

公式訪問 

      関東東部大澤和子 部長 

            金丸満雄 会員増強主査 
       ～～ひとことご挨拶を賜りましょう～～ 

関東東部 EMC推進など懇談  （進行）樋口 会長 

会長のお役目を無事に終えて・・・・・・ 西 澤 君 

神田川関連報告            目  黒 君 

YMCA情報                木  村 君 

Happy Birthday（浅見隆夫メン １名） 

閉会点鐘                 樋口 会長 

～ご自宅でドリンクなどご自由に～ 

国際会長      キム・サンチェ“Y’s Men with the World” 「世界とともにワイズメン」（韓国） 

アジア太平洋地域会長 大野 勉 「100 年を越えて変革しよう」（神戸ポート） 

東日本区理事  大久保知宏「私たちは次の世代のために何ができるか？」（宇都宮） 

関東東部部長  大澤和子「私の地域から世界に広げよう青少年を支えるワイズの輪・和・ワッ！」(所沢) 

クラブ会長     樋口順英「力まず、愉しく、安全・安心」（東京グリーン） 

会    長 樋口 順英 

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 ０名  出席率 10/1６ ６３％                  

                 出席： ７月 ZOOMオンライン例会 （メン 10名、メネット１名、ゲス・トビジター８名） 計１９名 

 【ニコニコ】     ７月例会 ＺＯＯＭ例会にて献金は無し。    

 



２０２１年０７月 第一 例 会 報 告 

７月２１日（水）キックオフ例会はＺＯＯＭにて 15：30-17：00 

オンラインでの開催。参加者はゲスト上條さん、森川さん、

ビジター、画像の順で、久保田メン、長尾メン、篠原メン、

吉田メン、髙田メン、鈴木メン、クラブ員は樋口、布上(征)、

佐野、西澤、古平、柿沼、浅見、高谷、木村、青木、各メン

と、布上(信)メネット、の計１９名。久しぶりに盛況です。 

 開会のセレモニーの後、今期新たにクラブ会長になられ

た樋口メンより就任の挨拶があった。 

 「はじめてクラブ会長を拝命しました樋口です。会長主

題は＜力まず、愉しく、安全・安心＞といたします。よろしく

ご指導をお願いします」。 

 本日のゲストスピーチは上條 直美 様（開発教育協会）  

演題は 「ＳＤＧｓのこころを学び、ワイズ活動に活かそう」 

ＰＰＴ資料を Zoomで画面共有して、お話を伺いました。 

              上條講師 

 

S D Gｓ（Sustainable Development Goals）＝持続可能

な開発目標）は、今や全世界で、国家、自治体、企業、法

人、諸団体で取り組み、脚光を浴びています。 

２０１５年国連サミットで採択された、地球上で「誰一人取り

残さない」お互いが共存できるような持続可能な世界をめ

ざすための２０３０年国際目標で、１７のゴールと１６９のター

ゲットから構成されています。質疑応答も含めて約１時間。

大変有意義な講演でした。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

関東東部関連情報では柿沼直前部長から発言があり、

「関東東部部報」の完成と、東日本区役員の皆様へのお

届け及びクラブ員への配布が完了したことを報告。 

YMCA情報は担当主事木村君から報告。 

Happy Birthday ７月は新倉健司メン、塩入淑子(特ﾒﾈｯﾄ) 

布上信子ﾒﾈｯﾄの３名。              （布上 記） 

２０２１年０８月 第 二 例 会 報 告 

８月１８日（水）ク

ラブ第二例会

（役員会）開催。

15：00～17：00

に上記９名の参

加者で協議。

（西澤、布上、樋口、佐野、浅見、木村、柿沼、目黒、青木） 

１）７月 21日の例会についての感想：大変良かった・・・。 

２）配布した前期、関東東部柿沼年度の「部報」について。 

 たいへん立派！永久保存版だ。金かかっていそう。表彰

一覧では関東東部クラブに黄色塗りつぶしたのが良い。

最新の部則が掲載されているので非常に読みやすい。 

３）8月 18日（水）１５：００〜１７：００クラブ例会ＺＯＯＭオン

ライン例会とする。  

  大澤部長、金丸主査の公式訪問有り。「納涼会」の意

味でドリンク自由とする。 おつまみ等も自由です。 

内容：① 関東東部大澤部長より、部大会のアピール、 

      金丸主査からはＥＭＣ関連でアピールいただく。 

    ② 神田川船の会活動の可否、今後の対応につ  

      き意見交換する。 

    ③ CS、Yサのアンケートに関しては、別途議論。 

４)７月３１日（土）関東東部第１回評議会について。 

  会長から報告。（当ブリテン 3ｐに詳細掲載） 

５）神田川船の会実行委員長 目黒メンより・・・。 

 コロナ禍の情勢と神田川船の会実施可否につき、目黒

委員長からご報告あり、次週の例会にて再度議論するこ

ととしました。目黒メンから、三浦屋さんに状況を伝える。 

６）部費請求 

     東日本区；￥１１４，２００．―（８/５振込済み） 

     関東東部； ￥６８，０００．―（８月末まで）  

７）チャリランの案内。昨年と同じ、スマホを使ったウォーキ

ングラリー。  期間     締め切り    参加費 

チーム参加（１０/２３－３１）  ９/１６    １０万円/チーム 

個人 参加（１０/１６－２１）  ９/３０    2千円/人 

昨年度は６万円賛助（１万円＋5万円：北クラブと相談）。 

８）８/２８臨時代議員会開催、樋口出席予定、決算報告、

年次報告、理事選任につき議決権行使します。 

ワークブックにて内容熟読したが問題ありませんでした。 

 特に行政監査報告書の内容は秀逸。 

９）十勝クラブブリテンとともに農産物頒布申込書がとどき 

  ました。ご希望の方は樋口まで連絡ください。 

１０）歌うワイズメンズクラブへの参加依頼、 

   （YS ソングフェストプロジェクト）応募期限９月末まで 

                            （布上 記） 



2021-2022 年度 ワイズメンズクラブ国際協会 

東日本区 関東東部 第 1 回評議会議事録 

 

日時 2021 年 7 月 31 日(土) 13 時 30 分～16 時 25 分 

記録 部書記 利根川太郎 

会議体 ＺＯＯＭによるリモート会議 

出席者 リモート出席：43 名、委任状:9 名 (敬称略) 

 大澤和子・柿沼敬喜・工藤大丈・青木方枝・金丸満雄・吉 

田公代・衣笠輝夫・布上信子・島田徹・駿河幸子・相川達男・

髙橋由起江・草分俊一・古屋朝則・石丸隆章・青木清子・柳

井 惠・樋口順英・浅見隆夫・布上征一郎・木村卓司・浅羽俊

一郎・上松寛茂・水無瀬隆造・金秀男・小関京子・金本伸二

郎・小谷全人・高野真治・須田哲史・沖利柯・吉野勝三郎・利

根川恵子・河合今日子・熊谷光彦・大澤篤人・櫻井大樹・藤

原宏隆・堀江和広・髙田一彦・吉崎 勇・内田久昭・長尾昌男 

1. 定数確認 

関東東部部則第 3 章第 11 条により、構成メンバー52 名

（重複を除く）の内 41 名(委任状含む)が出席し部評議会の

成立が確認された。 

また、議決は過半の賛成によって可決する事が確認された。 

2. 部長及び各事業主査活動方針の発表 

部長・４事業主査・メネット連絡員より、各事業活動方針の説

明がなされた。 

3. 各クラブ活動方針の発表 

各クラブ会長より、各クラブ活動方針の説明がなされた。 

4. 議事 

 議長に大澤和子部長を選出し下記の議案を審議した。 

・第 1 号議案：第３回関東東部評議会議事録承認の件 

         （柿沼直前部長提案）…承認（賛成 29） 

・第 2 号議案：2020-2021 年度関東東部 会計決算報告 

    承認の件(柿沼直前部長提案)…承認(賛成 33) 

・第 3 号議案：2021-2022 年度関東東部 予算案承認の件 

   (大澤部長提案)…承認(賛成 35) 

5. その他 

・第 25 回関東東部部大会について（小関実行委員長より） 

・関東東部部会計からのお願い（長尾直前会計より） 

・2021-2022 年度 前期半年報について 

                （金丸会員増強事業主査より） 

・AYC 参加ユースについて及び参加の呼びかけ 

                （衣笠ユース事業主査より） 

・YVLF オンライン開催について（衣笠ユース事業主査より） 

・臨時代議委員会について 

   （議決権者は各クラブ会長・部長・直前部長）（司会より） 

・ハンドブック＆ロースター電子配布と印刷申込について 

・東日本区半年報については 800 名（衣笠東日本区書記） 

・東日本区が一般社団法人になったことに伴う会計規程新設 

 について（司会） 

・アジア太平洋地域憲法の改訂についてクラブ会長は 8 月 

 15 日までに投票（司会） 

・第 25 回東日本区大会は、 

 2022 年 6 月 4 日～5 日ホテル東日本宇都宮（司会） 

・ミャンマーへの募金について（司会） 

・熱海伊豆山地区土砂災害緊急募金について（司会） 

・区事務所の時間変更された。月水金の 10：30～15：00 

・アジア太平洋地域大会参加について（大澤部長） 

・評議会を午前中にという意見については、来期 22-23 年 

 度に向けて検討（大澤部長） 

・ソングフェスタの紹介（浅羽ソングフェスタ実行委員長） 

6. 2021-2022 年度  

  関東東部第 1 回評議会参加者記念撮影 

                （利根川書記からの報告を転載） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

8月 Happy Birthday 

 

浅見 隆夫メン （１名） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 



 

 

ス ッ ペ 「 詩 人 と 農 夫 」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポール・パレー/スッペ&オーベール:序曲集  
オペレッタ「詩人と農夫」序曲 (1846) 

作曲：フランツ・フォン・スッペ（1819～1895） 
指揮：ポール・パレー(1886-1979) 

演奏：デトロイト交響楽団（１９５９年録音） 

フランツ・フォン・スッペは、旧オーストリア帝国、現クロア 

チアのスプリート生まれ、Jシュトラウス２世(1825-1899)と 

ほぼ同時代にウィーンで活躍した作曲家です。 

代表作はオペレッタ「詩人と農夫」「軽騎兵」「ボッカチオ」 

などですが、現在はそれらの序曲だけがコンサートで演奏 

される場合がほとんどです。ので、劇のあらすじや配役な 

どは気にせず、気軽に楽しんでいただければと思います。 

スッペといえば「軽騎兵」序曲が一番人気ですが、私はや 

や目立たない「詩人と農夫」のほうが気に入っています。 

 曲は全体で９分程度、劇中の歌やワルツやポルカなど数 

曲をコンパクトにまとめており、最後は派手に締めくくると 

いう典型的な序曲です。 

 なかでも序盤にでてくるチェロのソロはなかなかの聴きど 

ころで、名手の腕の見せ所です。なんでもこのメロディー 

は、アメリカ労働歌「♪線路は続くよ、どこまでも・・♪」の 

原曲なのだそうです！そういわれればそのように聞こえな 

くもありません。どうやってアメリカに伝わったのか不明だそ 

うですが、時期的にゴールドラッシュ（１８４９）に近いので、 

ありうることかもしれません。 

 おすすめ CDはフランスの巨匠 P.パレー指揮デトロイト交 

響楽団による軽快でエレガントな名盤です。 

 昔は、１枚￥５００の１７ｃｍ３３回転ＬＰの裏面（表面は軽 

騎兵）でした。いま復刻盤をよく聴きますと当時のデトロイト 

響の緻密なアンサンブルとマーキュリーの立体感ある録 

音に驚きます。 

 生演奏体験ですが、たまたま１９７６年夏にボストンでワイ 

ンを飲みながら、アーサー・フィードラー晩年の頃のボスト 

ンポップスで聴きました。同席テーブルの老夫婦と歓談し 

ながら楽しんだことを思い出します。 

（樋口 順英 記）   

 

 

１．6月 28日～７月 3日に、「第 24回会員芸術祭」が開

催され、会員、留学生、メンバー他、関係者 40 人

から 51 作品の出展がありました。昨年は新型コロ

ナウイルス感染防止のためホームページ上の開催

としましたが、今年は東陽町センターを会場に実施

しました。 

2．7月 12日から緊急事態宣言が出されたことを受け、

予定していた宿泊を伴う夏キャンプ（10 プログラ

ム）は中止することとしました。代替プログラムとし

て、都内の施設を利用した日帰りプログラムを実

施する予定です。コロナ禍の影響を含め経済的な

理由でプログラムに参加が難しいご家庭を対象に、

所得に応じて参加費を補助する「フレンドシップフ

ァンド」を積極的に活用します。 

3．「第5回フードパントリー」（コロナ禍で生活に困ってい

るひとり親家庭への食品無料配布）を 7月 22日に

開催しました。東陽町コミュニティーセンター／江

東区内 9 か所の子ども食堂と協力をして開催しま

した。 

4.今後の予定 

   「第 35回インターナショナル・チャリティーラン」 

   （スマートフォンアプリを使ったウォーキングイベント 

   として開催） 

           個人参加：10月 16日～22日  

          チーム参加：10月 23日～31日 

                   （担当主事 木村 記 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

    大きなトラブルもなく無事終了してなによりです。 

    ８月２４日からは、グリーンクラブの佐野メンも 

    ヴォランティアで活躍する「パラリンピック」です。 

    ＴＶ観戦で応援しましょう。（布上） 

 


