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千葉ウエストワイズメンズクラブ 2022年4月 （No.19） 

会 長 髙田一彦 

副会長 吉﨑 勇 

書 記 内田久昭 

会 計 長尾昌男 

担当主事 小林和弘 

国際会長 キム・サンチェ(韓国) 主題 Y’s Men with the World 

アジア太平洋地域会長 大野勉(神戸ポート）百年を超えて変革しよう  

東日本区理事 大久保知宏（宇都宮）私たちは次の世代のために何ができるか？ 

関東東部部長 大澤和子（所沢）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！ 

千葉ｳｴｽﾄｸﾗﾌﾞ 髙田会長主題 ﾜｲｽﾞの輪を通して社会貢献を 

*千葉ｳｴｽﾄｸﾗﾌﾞ連絡先 日本基督教団船橋教会  273-0865 船橋市夏見6-6-6   ☎ 047-425-6366 

“ TO  ACKNOWLEDGE  THE  DUTY  THAT  ACCOMPANIES  EVERY  RIGHT “ 

小林牧師の説教 

落ち葉掃き 

 3月のデータ 会員9名 

 出席者8名 (会員7名,ビジター1名） 

 出席率 ： 100% (メーキャップ2名を含む） 

 ドライバー： 7,200円 （累計： 58,100円） 

 

今月の聖句 主は羊飼い、私には何も欠けることがな

い。  主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとり

に 伴い、魂を生き返らせて下さる。主は御名にふさ

わしく、わたしを正しい道に導かれる。                  

（詩編 第23篇1～3） 

 千葉・千葉ウエスト両ワイズメンズクラブ 

        ４月合同例会 

      ＜ W4W, ｸﾞﾘｰﾝプロジェクト の月 ＞       

 日時 ： 4月9日（土）午後6時～8時 

 場所 ： 千葉YMCAセンター 

  司会 青木一芳君   受付 柳井惠さん・長尾昌男君 

 開会点鐘                                  古屋 会長 

 ワイズソング・ワイズの信条 

 聖書朗読                              水沼昭子さん 

 ビジター・ゲスト紹介 

 楽しい晩餐（黙食願います）  感謝 水沼昭子さん 

  （食事中に） クラブ会長報告・ＹＭＣＡ報告 

 誕生日祝い岡田ﾒﾈｯﾄ、長尾君、水沼さん、吉﨑君     

 卓話 「新年度の千葉Yの事業方針について」       

          山添仰 千葉Y総主事 

  ドライバー                 横井紀彦君 

  閉会のことば                   倉石昇 君 

  閉会点鐘                     髙田 会長 

◎例会出席者は、髙田会長 090-8509-0701    

   又はメール  takawaizu@f7.dion.ne.jp 

 へお願いします 
谷津バラ園 

千葉YMCA総主事就・退任式（3/21） 

 3月21日千葉本町教会に於いて、東京基督教大学学

長の山口陽一牧師の司式のもと千葉YMCA総主事の

就退任式が行われた。5年間の任務を終えられた廣田

光司総主事から山添仰新総主事へ

のバトンタッチが行われ、山添仰新総

主事の力強い誓約の辞が披露され

た。 コロナ禍の状況で、出席者は千

葉YMCA関係者に限定された28名と

なったが、田口努日本YMCA同盟総

主事、菅谷東京YMCA総主事、光永

熊本YMCA総主事の祝辞が宣べられた後、倉石昇ワイ

ズからの激励の言葉が送られ、青木千葉YMCA常議委

員会議長の閉会挨拶で幕を閉じた。              

（5年前の2017年に同じ場所で、廣田総主事の就任式

が行われ、当時私は横浜YMCAの会員として参列し、

その年の6月に千葉YMCA、ワイズに移籍したことを思

い出した。髙田記） 

W4W (Week for Waste) 

 「ゴミための週」として国際協会によって昨年度開始され

た、ワイズメンズクラブと地域社会を結び付け、よりクリー

ンな地球を目指して地球規模の統一的に行動するCS事

業のキャンペーン。活動の多くは毎年4月22日のアース

デイ（地球の日）のある4月と、世界最大の市民活動の一

つであるワールドクリーンアップデイ（毎年㋈中旬）に合わ

せて行われる。 昨年度は、30クラブが12トンのゴミをひ

ろったとYMIに報告されている。 

グリーンプロジェクト 

 YMIは２００９年、すべての会員が自らの行動と行為を通

じて環境変化を最小化するカーボンニュートラルになるこ

とを決意し、YMCA又はYMCAが支援するコミュニティー

への支援をしてきました。最近では、タイのチェンマイの

サオヒンYMCAとフィリッピンのマカティYMCAで発電用

ソーラーパネルの費用を寄付しました。 



今後の予定 

5/12(木) 千葉ウエスト 事務例会(Zoom) 20:00 

5/14(土) 千葉クラブ例会（創立50周年） 18:00～20:00 

5/21(土) 千葉ウエストクラブ例会 14:00～16:00 

千葉ウエストクラブ3月例会報告 
3月19日（土）14時～16時 於：船橋教会 信徒館 

出席者：内田、岡田、鈴木、髙田、長尾、守安、吉﨑 

     ビジター：青木一芳（千葉） 

     （メーキャップ：水沼：事務例会、小林：チャリラン) 

久しぶりに青木君（千葉クラブ）の訪問を受けての3

月例会は長尾昌男君の司会で始まった。高田会長

の開会点鐘、ワイズソング、ワイズの信条、吉﨑君の

聖書朗読、ビジター紹介に続いて会長報告があっ

た。チャリティーランでは、チームレースと個人レース

でともに9位に入賞し、頑張ったこと。3月5日に次期

会長・部役員研修会がZoomで行われたこと。ワイズメ

ネットの国内事業として千葉Y運営の千城台アフター

スクールへ絵本が送られていること。4月の例会は16

日が関東東部評議会に重なっているため、9日千葉

クラブとの合同例会にすること。3月27日の子供食堂

には岡田・長尾昌男両君が参加予定であること。そし

て、クラブにとっても重要な課題として、長尾昌男君

が次次期の関東東部の部長になる（正式には4月16

日の評議会で決定）ことが発表された。また、昨夜の

6時からのNHKニュースでウクライナからの避難者が

ヨーロッパYMCA同盟と日本YMCA同盟の支援により

無事日本にたどり着いたことと、その経緯を日本

YMCA同盟の横山由里亜さんが語っているのが放映

されたことが披露された。              

YMCA報告は、小林担当主事に代わって、髙田会長

が、チャリランの結果と今年は10月29日が予定（リア

ルの場合）、3月21日に千葉YMCA総主事就退任式

が行われることなどが話された。誕生祝は、守安久美

子さん、髙田一彦君の二人であった。本日の卓話

は、髙田会長による「ワイズ理解講座」でワイズの目

指す最終目的とワイズ事業一覧の関連性などの図を

使って説明された。（下記掲載図）           

ドライバーでは、近況報告で、一昨日の地震につい

て停電になって、真っ暗闇の恐怖で常に枕元には懐

中電灯を置くべきを悟ったと防災準備の必要性が披

露された。その後、鈴木秀信君の閉会の言葉、髙田

会長の閉会点鐘で3月度の例会の幕を閉じた。 

「夏見のおうち子ども食堂」 

3月27日（日）9時からの船橋市夏見公民館での初

めての開催に、ワイズから2名（岡田、長尾）が参

加。約100個の昼食弁当を総勢約30名で、4班に

適宜分かれて調理を開始し、最後はトレーに盛付

けし、11時半からテイクアウト形式でのお弁当の引

渡しとなりました。 

今回のメニュー：「お花見ちらし、おさかなフライの

タルタルのせ、ハンバーグのロコ焼き、小松菜・水

菜とツナの胡麻和え、チョレギ風レタスサラダ、ひじ

き煮、春色ゼリー」と盛り沢山 !! 

ワイズの2人は、小松菜・水

菜・レタスのカットマン、最後

の盛付けの一部も担当し、

その後は、公民館入口での

弁当受取訪問者への案内

役もしました。 

次回の4月24日（日）も地域

奉仕に夏見に行こう !!                                      

(長尾昌男） 

ワイズ理解講座 
 卓話で強調されたワイ

ズの最終目標を表す世

界平和と、ワイズ事業の

関連図。 

YＭＣＡ／Y‘ｓの力は 

微力ですが、無力で

はありません。  

関東東部 ＥＭＣを考える集い 

 4月2日（土）14：00～16：10 Zoomにて開催された

「EMCを考える集い」は46名の参加者を得て開催され

た。金丸EMC主査の司会で進められ、本日のハイライ

トは6名のフレッシュワイズメンによるパネルディスカッ

ションであった。ベイサイドクラブの工藤次期関東東部

部長が絶妙なコーディネートを発揮して、パネラーの

入会動機から、これまで

に参加した地域活動に

ついての感想や、入会し

ての期待外れなどの率

直な感想を引き出した。

忌憚のない感想が宣べ

られ、EMC推進にあたっ

てのヒントが得られたと思う。               

大澤部長の指名により、水沼昭子さんも入会動機等

の感想を求められ、大澤部長からは、「水沼さんの年

を考えたら元気を一杯もらう」との一幕もあった。入会

を誘うトリガーは、いろいろあるが、結局は人脈に頼る

しかないが、その中でも皆で努力していくところによさ

があるとのコメントもあった。「充実した卓話が大切で、

動ける人は年齢に関係なく、ワイズに引き込み横のつ

ながりを強めていくべき」との柿沼直前部長のまとめの

言葉でこの集いの幕を閉じた。当クラブからは、岡田

裕三君がパネラーとして他に、鈴木、長尾、髙田、吉

﨑、水沼の計6名の参加であった。 


