
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２ 年  ９ 月 例 会       ９月の強調月間テーマはＥＭＣです 

  

< 2022.09 > 

9月 敬老の日 

 「ですから、私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えて

も、内なる人は日々新たにされています」 

（コリントの信徒への第 2の手紙 4章 16節） 

：私達は年と共に体力は衰えが、心の持ち方１つでいつまでも青春で居られる。 

 

日時：2022 年 09月２１日（水） 17：00～19：00 

場所：東京 YMCA 東陽町コミュニティーセンター 

受付：青木君、進行：柿沼君  

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 

ゲストスピーチ                 

  東京 YMCA にほんご学園校長  望月 温 様 

  演題「日本語学校と留学生の基礎知識」 

報告 

 ・５０周年記念行事検討 

 ・神田川催行準備の確認  

Happy Birthday （４名：佐野弘子さん、西澤メン、早瀬メン

ご夫妻）  

YMCA 情報                      木 村 君  

閉会点鐘                        樋口会長 

【例会出席率】 在籍：１５名 ８月出席率８/１２ ６７％ 

出席：８月 Zoom例会（東京 YMCA 東陽町センター） 

（メン 8名、メネット 1名） 計 9名 

【ニコニコ】 クラブよりウクライナ支援に寄付２万円 

Extension and Membership Conservation。 

▼E はクラブ拡張（新クラブ設立）、MC は会員の維

持（啓発、退会防止）と増強（新会員獲得）の意。

［ハンドブック・ワイズ用語より］ 

【神田川船の会開催決定！】 



◆ＥＭＣ強調月間にちなみ〜 

関東東部会員増強事業主査 金丸満雄（ひがし）メン 

①東日本区会員増強事業佐藤節子主任の今期の試み

として、入会しそうな候補者（友人・知人・少しの知り合

等）のリストアップをする。そして候補者を①Ａプラン：

YMCA 関連（退職者・リーダーＯＢ&ＯＧほか）②Ｂプラ

ン：一般の方（友人・知人・単なる知り合いほか）に分け、

ターゲットリストを作り、感度・感触等の記録をアプロー

チシートに書き込み、アプローチする取り組みが計画さ

れました。 

②関東東部会員増強事業も、この取り組みを受け今期

の事業目標である「一人の会員増強“プラス１”」運動

を推し進めていきます。 

③“Change!2022”は今年最終年。新たな戦略として、ワ

イズの理解者である YMCA との繋がりをより強くし、

YMCA 機関誌へワイズ情報の掲載、ワイズポスターを

作成し会館および各施設での掲示等々、会員増強の

芽を育てていくための取り組みが行われます。希望を

もって粘り強く会員増強活動を進めましょう。 

 

◆国際・交流事業〜利根川主任より取組みの案内 

関東東部国際交流事業主査 柳瀬久美子(茨城）メン 

① BF 使用済み切手の取り扱いについて☆BF

（Brotherhood Fund から Building Fellowship

に名称変更して制度改定）☆使用済み切手につい

ては収集を継続する。集荷方法は、持参を基本と

する。詳細は追ってお知らせいたします。 

② BF 制度変更について☆今年度のロータスのハンド

ブック１００ページに記載されています。「ハンドブッ

クは東日本区ホームページ （Document）に記載さ

れています。☆BFの応募告知は国際・交流事業主

任から３月頃行われ、応募は 5月頃。 

③ Roxana さんご夫妻が BF 代表として来日、千葉ク

ラブがお出迎えをしてくださいます。 

④ ２０２３年２月４―５日に神戸で開催される第三回東

西日本区交流会＜25 周年記念大会＞をアピール

して頂きたく。この大会で各クラブが DBC として交

流する機会をもつプログラム「DBC プロポーズ大作

戦」が企画されています。また、既に DBC を結んで

いるクラブどうしの旧交を温めるブースを設けます。 

⑤ DBC プロポーズ大作戦について近日中に、各クラ

ブ会長宛に DBC の希望調査アンケートを行う予定。 

◆２０２２年８月 第一例会 報告 

２０２２年８月第一例会は、

「納涼リモート懇親会」と称し、 

８月１７日(水)１５：００〜１７：００

Zoomにて行いました。 

出席は、布上（征）、青木、 

柿沼、目黒、西澤、佐野、   

木村、樋口、各メンおよび布上

（信）メネットの９名でした。 

当初は納涼例会を西本メンの特別な計らいにより銀

座ライオンで行う予定でしたが持越しとなり残念です。

(写真は樋口メン手製のタイの昆布締めと厚焼玉子) 

当日は自由にお飲み物をもってＺｏｏｍ乾杯し、各自

自慢のおつまみなどを持ち寄り、和気あいあいと各自近

況報告をしていただくとともに、以下の課題につき話し

合いをもちました。 

① 神田川船の会の催行；９月５日(月)に「神田川船の

会」実行委員会を開く 

② （仮）グリーンクラブ設立５０周年記念行事の催行；

記念行事準備委員会を立ち上げる  （樋口 記） 

◆２０２２年９月 第二例会 報告 

 ２０２２年９月１４日（水）１５：００〜１７：００ Zoom開催 

出席者は、青木、目黒、佐野、西澤、柿沼、樋口 

＜クラブ役員会協議内容＞ 

1) 9 月 21 日(水)９月第一例会は、リアルで東陽町セ

ンターで行います。卓話用資料等は当日準備。 

2) ９月 5 日(月)「神田川船の会」委員会にて、１１月５

日（土）催行が決定しました。内容は P1の表紙およ

び P3記載のとおり。 

3) 10 月５日(水)１４：３０〜Zoom にて神田川委員会を

開催し、募集状況等確認をおこないます。 

4) 設立５０周年記念行事は、準備委員会にて、２０２３

年３月２１日（祝）実施が決定。状況報告P3のとおり 

5) 第２６回関東東部部大会は、10 月１日(土)１０：３０〜

１３：００ Zoom ミーティングとなります。 

出席予定者（６名）樋口,青木,柿沼,佐野,西澤,木村 

6) YVLF は、９/３０(金)〜１０/２(日)山中湖にて開催予

定。ワイズの参加締め切りは９月１６日(金)。 

7) 東日本区臨時代議員会（前年度決算、同理事年

度報告）、一般社団法人会員総会（新理事体制）

が Zoom会議にて開催されました。   

（樋口 記） 



◆１１/５(土)「神田川船の会」催行について 

(実行委員会メンバー：樋口、布上、＊目黒、早瀬、柿沼

各メン ＊委員長) 

ここ数年来、コロナ禍や異常気象のため、４３年継続し

ているＣＳ事業「神田川船の会」が中止をやむなくされて

いましたが、今秋に催行予定されている「第８６回」は台

風時期をずらして比較的気候の安定している 11月開催

（11/5）とし、また、コロナ防染対応として乗船客の皆様

への協力事項のお願いと併せて会としての対応事項も

明記しました。（※チラシ裏面記載内容は下記とおり） 

なお、市街地を周遊するために４方開放型の船を使

用しており、そのため雨天日は催行中止としていました

が、少しでも催行回数を増やすように予備日（11/20）を

設けることにしました。 

しかし、最近は乗船希望者におよばず我々スタッフも

高齢化が進んでおり、今後は、船の安全対策(特に乗降

時等)についても検討していかねばならない課題と考え

ております。                   （柿沼 記） 

（※）コロナウィルス感染予防に関するお願い 

◆「神田川船の会」における対応 
① ガイド・スタッフはマスクを常時着用してご対応しま

す。また、手・指の消毒を徹底します。 

② ガイドはお客様との間隔を空けた位置でご説明致

します。 

③ 受付では、コイントレイを使用して金銭の授受を致

します。 

④ 受付や乗船・下船の際は、列の間隔を空けていた

だくようご案内します。 

⑤ 屋根のない船を使用し、乗船者数は定員の 80％

程度に致します。 

⑥ 都度船内のアルコール消毒を実施した上でお客様

をお迎えします。 

◆「神田川船の会」からお客様へのご協力のお願い 

① 体調が悪い場合や感染が疑われる場合は、参加を

お控えください。 

② 乗船は、受付から乗船～下船までマスクを着用し

ていただける方に限らせていただきます。 

③ 乗船前に検温、手指の消毒をいたします。体温が

37.5度以上の方は、乗船をお断りいたします。 

④ 乗船中は、咳エチケットや小声・控え目な会話を心

がけていただくようご協力お願い致します。 

⑤ 水分補給のためのお飲物の持込みは可能ですが、

船内での飲酒・お食事はご遠慮ください。  

⑥ 乗船～下船まで、船内は＜禁煙＞とさせていただ

きます。 

◆設立５０周年記念行事準備委員会報告 

1) 準備委員会設立 

コロナ禍の終息が未だ見通せない中、記念例会の

中止もありえることも考慮し、来年 4月 8日のチャー

ター50周年記念日への準備を進めることとしました。

(準備委員会メンバー：樋口、青木、布上、目黒,＊

柿沼各メン ＊委員長) 

2) 現状報告 

① 記念例会開催決定 

・日時：2023年３月 21日（祝）１３：３０～１６：３０ 

・開催会場：KKRホテル東京 10Ｆ（メトロ竹橋駅） 

・参加人数：コロナ禍の中 84～98名程度とする。 

② アトラクション：クラシック演奏家３名(ピアノ、バ

イオリン、チェロ)による演奏約 40分間 

③ 記念品贈呈：日本手拭い  

・開催中止の場合も参加予定者には贈呈・現在

未発注 

・クラブ名、50 周年記念入り、文字、柄は半纏と

同色の白地にグリーン色とする 

④ クラブ 50年間のアーカイブの写真画像を披露

(10分程度・現在、布上メン作成準備中) 

3) 今後の検討事項（順不同） 

① 50年史の冊子を作製 

(45 周年時の冊子をベースに 5 年分を追加し

作成・布上メン作成) 

② クラブ会員時に物故した会員の映像紹介 

（布上メン作成・５年間 or５０年間?） 

③ 式次第・スケジュールの作成 

④ クラブの進行係等役割分担決定 

⑤ ご祝辞、ご発声等の人選と依頼 

⑥ 参加人数、参加費の決定 

⑦ 会場での詳細準備打合せ 

        （柿沼 記） 

 

 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

今期より会計担当は柿沼になります。 

クラブ年会費などの振込み口座は下記でお願いいた

します。 

京葉銀行 こてはし台支店（普通）３８５６３４６  

カキヌマ ケイキ名義 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 



 

 

♪めずらしいもの見たさ、怖いもの見たさ、♪ 

モーツァルトの「トルコ行進曲」 

W・アマデウス・モーツァルト作曲（1756-1791） 

ピアノソナタ第１１番イ長調 K.331 より「トルコ行進曲」 

ピアノ：イングリッド・ヘブラー (1９２9-)（19６３年録音） 

トルコにちなんだ名曲、トルコ行進曲の紹介です。 

1４〜２０世紀初頭のヨーロッパキリスト教世界は、オス

マン帝国との攻防が続きました。国境に近いウィーンは

2度も攻撃され、とくに最も恐怖に脅かされたのは 1683

年の第二次ウィーン包囲だったといわれています。 

このオスマン軍の常備軍にはメフテルと呼ばれる軍楽

隊が随行し、シンバルや太鼓でズンチャ、ズンチャ、と 

音でも相手を威圧したそうです。 

やがて 18世紀に入り、オスマン帝国は徐々に衰退し

ていく一方で、一難去り、めずらしいもの怖いもの見たさ

で、西欧には「テュルクリ」と呼ばれるトルコ趣味が流行

しました。都市ではオスマン風ファッションや、ウインナコ

ーヒー、クロワッサン等がはやります。音楽の世界では、

ハイドン、モーツァルト、ベートーベンらが軍楽隊のリズム

を取入れ「トルコ風」の作品を発表し人気を博しました。 

その中で好きな曲が、モーツァルトのピアノソナタ第

11番の第３楽章（イタリア語：Rondo alla turca）です。 

右手で有名な優雅なメロディーを奏で、左手では打楽

器を模した「ズンチャッチャッチャ」というリズムを刻み、こ

の二者の微妙なバランスが聴きどころだと思います。 

推奨 CD：ウィーン出身のイングリッド・ヘブラーのモーツ

ァルト、ピアノソナタ集、はじめて買ったレコードの一つで

す。派手さはありませんが、心穏やかで何と美しい演奏

でしょうか。                   （樋口 記） 

 

 

 

１． バングラデシュ支援 バングラデュＹＭＣＡ同盟から

の要請を受け、6 月 21 日にバングラデシュのビリシ

リを襲った豪雨による洪水被災者緊急支援として、7

月末に国際協力募金から約 7,000 ドルを送金しまし

た。現地スタッフを通して、500 人の被災者に米、豆、

オイル、じゃがいも、経口補水液等の食料が届けら

れました。  

２． 第 25回会員芸術祭 ＨＰ上に作品の画像を掲載す

るオンライン方式で開催し、会員、職員、児童館や

保育園の子どもたち、高等学院の生徒等から作品

が寄せられました。絵画、写真、工芸、書道、手芸

等 91 点の作品は 9 月末まで東京ＹＭＣＡのＨＰ上

に公開されていますので、是非ご覧ください。 

３． 災害スタディ 2022 9月 3日（土）に東京災害ボラン

ティアネットワーク事務局長の福田信章さんを迎え

て防災まち歩きプログラムを行いました。 行政、地

域団体、企業、個人、会員など 44 名が参加。特に

今回は障がいのある方 3 名も参加下さり、多様な視

点からご一緒に防災や街について考える機会を持

つことができました。 

地域の絆を深めた

いと始めたこのプロ

グラムも、3 回の実

績を重ねることがで

きました。 
 
 

４． 第 31回インターナショナル・チャリティーラン  

（アプリを使ったオンライン開催）  

個人： 10月 15日（土）～22日（土）  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
チーム：10月 22日（土）～30日（日） 

（主事 木村 記） 

☆ VIVA CLASSICAL ☆ YMCAコーナー 


