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２ ０ ２ ２ 年 ０ １ 月  例 会 

 

２ ０ ２ ２ 年 新 年 を 迎 えて 
 会長 樋口 順英 

 明けましておめでとうございます。 

 皆さまそれぞれの思いを以って新年を迎え

られたことと存じます。 

 われわれのワイズ活動への思い、関心、興

味の度合いも人それぞれ違いますので、お

互いを尊重しつつ、ことし１年、 皆で健康で

楽しく活動できればいいなと思う次第です。 

 本年も、まずは安全、安心を第一義としたいと思います。 

その上で、皆さまから寄せられた様々な声・・・「対面式例会

で語らいたい」、「神田川船の会を復活させたい」、「卓話者さ

んからタイムリーなお話を伺いたい」などといったご意見、ご希

望を何とか実現すべく、前に進みたいと思います。 

 さてこの２年間のコロナ禍生活を顧みますと、負の局面とさ

れる「自粛的生活」も、見方を変えると、いままで物心両面で

肥大化してきたことをそぎ落とすことになり、その結果、業務

や事業が簡素化され、今まで出来なかった「改善」「働き方改

革」が実現したことは評価されるのではないかと思います。 

 一方、例会時間が昼間になったり、Zoomになったりで、な

かなかご参加が難しい方々には大変申し訳なく思います。 

ブリテン等により活動内容を具体的にお伝えし、ご連絡を取

り合いたいと思います。 

 ことしもどうぞよろしくお願いいたします。  

THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO-GREEN 

CHARTERED 1973  

 
 

1月 新年、天地創造 

 神は言われた。「光あれ」。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。 

                                     （創世記 1章 3，4節） 

 ＜光は、人間が認知した最初の物理現象である。 

   光は昼であり、対極の闇は夜である。 しかし夜は必ず明けて朝となる。 

   私たちは、世の光として小さな灯をともし続けなければならない＞ 

 

＜ 2022.01＞            ＢＵＬＬＥＴＩＮ              2021年 7月～2022年 6月 

 

Ｚｏｏｍオンライン 新年例会  
 

日時：2022年１月１９日（水）  １５：00～1７：00 

オンライン＜新年会＞  

              （Zoomホスト）司会  布上君 

開会点鐘             樋口会長 

聖句・お祈り                西 澤 君 

ゲスト・ビジター紹介   樋口会長 
 

クラブ、部、区 全般報告 協議   樋口会長、他 

メンバー・フリートーク 

  ～～話題はご自由に、提案、課題提出歓迎～ 

     ＊＊新年会につき飲食もご自由に＊＊ 
 

神田川関連報告              目 黒 君 

YMCA情報                木 村 君 

Happy Birthday （佐野 守/布上征一郎/根本幸子 
           樋口順英の各メン、新倉登美子メネット 

                  &木村卓司担当主事の６名）                     

閉会点鐘                 樋口会長 

 

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 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：１５名  メーキャップ ０名                      出席率 11/15 73％                 

                出席：１2月 例会（東陽町でリアル例会） （メン 9名、特別メネット 1名、メネット 1名） 計 11名 

 【ニコニコ】    １2月 22,530円 全額をＹＭＣＡへ献金＜なお、特別にご寄付を賜りましたメンバーには感謝申し上げます＞  

 



２０２１年１２月 第一 例 会 報 告 

  
２０２１年１2月 15日（水）第一例会クリスマス会は久し振り

に東京 YMCA東陽町にてリアル会合で行った。 

出席は画像前列左から西本メン（西本メネットは都合で早

退された）・塩入特別メネット・樋口会長・青木会計・目黒 

メン後列布上書記・柿沼監事・佐野メン・木村主事・布上 

メネットの１１名。 

 昨年末に亡くなった「浅見隆夫メンを偲んで」という趣旨

を含めた今日の会には欠席ではあったが直前会長の西

澤メンから追悼の言葉が送られ、青木メンが代読した。 

【人間は、いつ天に召されるかもしれない危うい存在であ

る。特に、コロナ禍での死ほどこの世の不条理、命のはか

なさを思い知らされることはない。 

 私達にとって、この世のいかなる不条理な出来事もすべ

ては、神のご計画の下にあり、定められた時があると思う。

浅見様との長い友情の関係が病魔によって無理やりに引

き裂かれたとしても、すべて神の定められた時なのである。

同時に、私達も神の定められた時を生かされている恵み

に感謝しつつ先に逝った友人のために祈りたい】 （抜粋） 

 本来、今日は厳粛な例会になるところであったが、あの

浅見さんがおられたら、せっかくのクリスマス会、皆で明る

く楽しく食事にお話に賑やかに過ごしてほしい・・・と仰られ

るのではないかと勝手に「忖度」して、料理はいつもの「大

新」から特別弁当をいただき、飲み物は各自でワイン・日

本酒・ビール・お茶を持ち込み質素ではあるが、和やかな

クリスマス会を催した。 

 それぞれ長いお付き合いのメンバーなので話は尽きな

い。東西のワイズの方々から頂いたお悔やみのメールも一

覧にしてクラブ内に配布、その方々との交流の広さ、深さ

に改めて、まだまだ活躍してほしかったとの思いを新たに

した。例会は事務連絡も順調に行い終了した。（布上 記） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

     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／新倉登美子メネット／ 

    木村卓司担当主事（計６名） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

２０２２年のスタートです。まことに恐縮です。 

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 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

２０２２年０１月 第二 例 会 報 告 

 
２０２２年１月１２日ＺＯＯＭ役員会開催 15：00-17：00 

１）2021/１２/１２（日）クリスマスオープンハウス  

       東京 YMCA さんからお礼状を頂戴しました。 

２）2022/１/８㈯在京ワイズクラブ新年会１３：００東陽町で） 

          東京むかで主催 （３ｐに報告：樋口） 

 出席；樋口（リアル）、佐野さん（Zoom）西澤さん（Zoom） 

３）１/１９(水)第一例会は Zoomで軽く 15：00-17：00   

  東京はオミクロン株が相当に増えていますのでＺＯＯＭ  

  リモートにしましょう。 

４）１/２８（金）グリーン・ライオン会 開催予定 

  １７：００〜19：00銀座ライオン２F ＠￥５，０００.- 

   定員：１５名以下で。＜西本メン予約済み＞ 

★東京のコロナ感染状況次第で、この時期に開店してい 

  るかどうか不安ですが・・・・。 

  今後のコロナの感染状況と銀座のお店の営業状況 

  に関しては西本メンのご判断とご連絡待ちといたします。 

 

５）京都パレスクラブとの交流再開、まずは頂いたブリテン 

  をお読みください。  

  ２０２２年５月７日土曜日に５０周年式典あり。 

             今年、グリーンと熱海を訪問したい？ 

 

６） 国際選挙 締切：１/２９（土） 樋口会長に一任 

 ①日本からは利根川恵子メンが立候補。 

 ②関東東部では、７クラブに投票権があります。 

   江東、 北、ひがし、千葉、埼玉、所沢、グリーン 

 ③今回の国際選挙は、下記候補者を選挙する 

  1.次期国際会長候補者３名  シンガポールの候補者 

  2.次期アジア太平洋地域選出国際議員候補 

                     （利根川メンを推薦） 

７）1/29（土）子育て講演会案内（1/29㈯10〜12  

            （オンライン）１７部 ｂｙＹＭＣＡ 無料 

  （「高齢者も、今の子育てはどんなものだろうか、 

        知っていて損はない」との中里担当主事談）                                         

寄付金進呈済み 

８） ２/１２（土）東新部 EMCセミナー 

     関東東部は？藤井さんとの相談事項 

９） ２/２３（水） ピンクシャツデー 

１０） ３/１３（日）Liby チャリティーコンサート（YMCA 山手）  

１１） ４/１４（木） 第３１回東京ＹＭＣＡチャリティーゴルフ 

                  於：PGM総成ゴルフクラブ 

   今年も鈴木委員長、采配よろしくです。 

   参加賞：（株）サンギの＜アパガード＞提供は 

         布上がサンギ・佐久間社長と交渉中。 

１２） 深尾さんからのメールで送られました。（画像共有） 

   ＣＳの報告を国際に発信したそうです。（次ページに）   

            （樋口 ／ 布上 記）  ・・・・次葉へ続く 



１３） 「神田川船の会」関連報告・協議 

 ２０２２年の神田川船の会 開催について過去には 

 第８０回 ２０１９年 10月の開催中止をはじめとして、 

 天候不順、及びコロナ禍のため止む無く、 

   第８１回 ２０２０年５月／第８２回 ２０２０年１０月 

   第８３回 ２０２１年５月と４回連続中止となった。 

 第８４回として２０２１年１０月２３日（土）に関東東部の有志

の皆様とそのご友人、グリーンクラブのメンバーとその友人

の皆様をお乗せして、「秋の特別乗船会」を開催した。 

コロナ禍の最中ではあったが、感染対策、人数制限などを

施し、船宿三浦屋の協力を得て、無事、催行出来た。 

 さらに ２０２２年は５月１４日（土）と１０月８日（土）の２回を

開催するべく、クラブ内、東京 YMCAの了承をとり、船宿

三浦屋との交渉でも快諾を得た。 

 勿論、今後のコロナ汚染の状況によっては開催出来ない

か、何らかの制限も有り得ることを前提としての話だが、 

クラブとしては計画を進めていきたい。 

 船の会開催に関しては、運航コースの内容と時間の見

直し、乗船料金の検討、配布している小冊子(2016-02版)

の改訂版作成、また、ガイド要因の募集・育成、等々、重

要な課題があり、今後委員会を改めて立ち上げ、真剣に

協議をしていきたい。 
（目黒 神田川実行委員長の資料より引用）   （布上 記） 

  

 

 

 
東日本区より 

左記に神田川のＣＳ事業 

を紹介していただいた。 
 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

第３１回東京 YMCA 

 チャリティーゴルフ大会 

 ２０２２年４月１４日（木） 

 PGM総成ゴルフクラブ 
 

 昨年同様の募集です。 

 １２0名（３０組）を先着順

にエントリーいたします。 

費用は 18，000円です。 

プレー後は表彰式、パー

ティー無しです。 

参加賞をお渡しし、上位

入賞者には後日賞品をお

送りいたします。 

在京ワイズクラブ新年会 報告 
日時；２０２２年１月８日１３：００〜(ハイブリッド方式) 

場所：東京ＹＭＣＡ東陽町センター 

グリーン参加者：樋口会長（リアル参加） 

          西澤（Zoom参加）・佐野（Zoom参加） 

以下当日のプログラムに沿って議事録的に報告します。 
 

第一部；開会点鐘、成句朗読、祈祷、新年挨拶 

 ①東京ＹＭＣＡ総主事菅谷淳様： 

  ＹＭＣＡの全人教育に鑑み、目標は単に設定するだけ 

  でなく、その実現のためにはより具体的な施策を企画 

  し実行せねばならないことを、大谷翔平選手の例を挙 

  げて説明されました。 

②東日本区理事大久保知宏様： 

  コロナは、心のディスタンスまで求めていません。 
 

第二部：特別講演：ＮＧＯジョイセフ 甲斐 和歌子氏 

 「思い出のランドセルギフト」にご協力を！ 

 シルクロードの民族の十字路として地理、文化、歴史的

にも複雑な地域アフガニスタン、その東部地区ジャララバ

ードの人々に寄り添い、子供たちの教育と健康を支援する 

活動はタリバンからも信頼されている様子がわかり、感銘

を受けました。 

「思い出のランドセルギフト」をおくる手順書、ジョイセフの

パンフを数部ずついただきましたのでご希望の方に郵送

いたしますが、いかがでしょうか？ 
 

第三部：アピール、その他 

各クラブアピール（2分以内）で、さまざまな活動が披露さ

れ、参考になったこと 

 ①西クラブ：ＷＨＯ再開したいが事業継続のため一緒に  

  できるクラブありませんか？ 

 ②北クラブ：記念誌を編さんしました。 

 ③八王子：地域のために３/１２チャリティコンサート 

 ④町田コスモス：新クラブ立ち上げ検討中 

 ⑤たんぽぽ：３/１３Ｒｉｂｙ（ＹＭＣＡ山手１０１） 

 ⑥センテニアル：韓国映画を観る会（在日韓国Ｙとの共催） 

 ⑦多摩みなみ、町田コスモス、町田スマイル３クラブ合同 

  例会で楽しさをシェア。 

 ⑧東京グリーンクラブ/神田川船の会をアピール（樋口） 

・４０年以上に及ぶ神田川 

 船の会の変遷 

・河川の水質向上への関心 

・東京都の施策 

・水生動植物の保護・水害 

 防止 

・ゴミ対策（脱炭素問題） 

・防災船着き場の整備 

・景観改善、 

      等々をスピーチ。 

          ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ＹＭＣＡ中里担当主事からの連絡事項:今後の予定など 

 ①チャリランは歩くことで参加者増えた。１，０７２名参加 

 ②クリスマス募金：￥１,６00,000- 

 ③１/２９(土) 子育て講演会 

 ④２/２３(木) ピンクシャツデー 

 ⑤４/１４(木) ３１回東京ＹMCAゴルフ(PGM総成 CC)   

 ⑥２/１２(土)東新部ＥＭＣセミナー      （樋口 記） 



 
 

イ ・ ム ジ チ の 「 四 季 」 

 
アントニオ・ヴィヴァルディ作曲（1678-1741） 

協奏曲集《四季》作品 8の 1-4 (1725頃)  

ヴァイオリン：フェリックス・アーヨ(1933- ) 

イ・ムジチ合奏団（１９５９年録音） 

中学校の体育館での始業式、終業式の冒頭および終

了時に BGM としてかかっていた懐かしのヴィヴァルディ四

季の「春」、イ・ムジチ合奏団のレコードでした。このレコー

ドは当時ステレオのある家庭にはほぼ１枚ありました。ジャ

ケットは春夏秋冬を描いた４枚の作者不明の中世フレスコ

画でした。 

いま改めて聴くと、なんと優しい表現なのだろうと感心し

てしまいます。ぜひ皆様、原点に戻って「四季」をお聴きに

なってはいかがでしょうか？ 

ヴィヴァルディは、バッハとほぼ同年代にヴェネツィアで

活躍した人ですが、「四季」の楽譜が日の目を見たのがな

んと戦後 1949年だそうです。その後 1952年結成のイ・ム

ジチ合奏団がレコード録音し、バロック音楽ブームのさきが

けとなりました。いままで６度録音され、合計３００万枚ぐら

い売れたそうです。レコードの草分は１９５１年のミュンヒン

ガー/シュツットガルトですがその後イムジチと録音合戦を

繰り広げ人気を二分しました。 

曲はヴェネツィアの四季、「和声と創意（インヴェンショ

ン）への試み」というタイトルの 12曲からなる協奏曲集の

中の最初の 4曲セット春夏秋冬４曲で、1725年ごろ作曲

されました。それぞれ３楽章からなる「ヴァイオリン協奏曲」

です。 

各楽章に十四行の詩（ソネット）がつけられていて、まる

でヴァイオリンと合奏部が会話をするかのように演奏され

ます。 

以下、各曲楽章ごとのソネットの一部を表示します。 

「春」：春が来た。小鳥は楽しそうに歌い... 牧草地で羊飼 

  いが居眠り... 羊飼いが踊る 

「夏」：焼けつくような太陽...はげしい雷雨と稲妻，押し寄 

  るハエの群れ...嵐（この部分の合奏が聴きどころです） 

「秋」：農民が豊作を祝って宴会... 心地良く酔っ払い眠っ

ている...夜が明け、狩りに出掛ける 

「冬」：雪の中、寒さに震えながら歩く...家の中は暖かく、穏

やかに過ごす...氷の上で転ばないよう気を付け

て歩く...                  (樋口 記)) 

 

 

 

１． 12月から 3月にかけて、合計 12のキャンプ（スキー

キャンプ、デイキャンプを含む）を、コロナ感染対策を講じ

て実施する予定です。2年ぶりの再開となったスキーキャ

ンプは、積雪量の多い 2月～3月のみに行う計画であっ

たが、ここ最近状況がまた変わってきたので先が見通せ

ない。 

  ２． 12月 12日、東陽町センターと社会体育・保育専門

学校を会場に、「クリスマス ミニオープンハウス」を開催し

ました。コロナ対応として例年に比べ規模を縮小し、恒例

のバザーをはじめ、子どもコーナー、模擬店（持ち帰りの

み）、おもちゃ病院、ラケットボール大会、各種展示などを

行い、約 1,500人が来場しました。益金約 50万円は、子

ども食堂などの地域プログラム、国際協力募金、青少年リ

ーダー養成、災害復興支援に用います。 
 

  
             

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の主な行事日程  
 

・「第 16回子育て講演会」 1月 29日（オンライン配信） 

  講師：汐見稔幸氏（東京大学名誉教授、白梅学園大 

      学名誉学長、日本保育学会理事） 

  テーマ：「ポストコロナ・これからの時代に向けて！ 

        子育てで大切にしたいこと」 

・「ＹＭＣＡピンクシャツデー2022」 

          （いじめ反対キャンペーン） 2月 23日 

・「第 23回 libyチャリティーコンサート」 3月 13日  

     会場：山手センター（オンライン配信もあり） 

     出演：越智光輝とゆかいな仲間たち／ 

         三菱商事コーラス同好会（映像出演） 

・「第 31回チャリティーゴルフ大会」 

     4月 14日 会場：ＰＧＭ総成ゴルフクラブ 

                     （担当主事 木村 記） 


