
 
 卓話者紹介 鈴木田通夫さん 

1962 年

東京武蔵野

クラブに入

会、1966 年

大阪クラブ

に転会、

1968 年に

東京山手ク

ラブに転会。

1976年第9

代南東部部長として 11/3 伊東ホテル聚楽での部会

の席上、伊藤クラブのチャーターを挙行。この年から

協議会の名称を部会に変更されています。1973 年奈

良信日本区理事の日本区会計も務められました。現在、

練馬のキングスガーデン介護老人の施設でボランテ

イアとして奉仕されています。そのご経験からの逸話

をお願いしました。 

 

５月例会記録 

“TO  ACKNOWLEDGE  THE  DUTY  THAT  ACCOMPANIES  EVEＲY ＲIGHT” 

東京目黒ワイズメンズクラブ 

ホームページ： http://www.asahi-net.or.jp/~uu9y-ktu/index.html 

E-mail：   meguro-ys@yahoogroups.jp 

156-0051 世田谷区宮坂 3-23-2 東京 YMCA 南センター ＴEL 03-3420-5361    FAX 03-3420-5363  

          ２０１５年 6 月号 Ｎｏ．５８６ 

会   長 村野 繁 Ｅ Ｍ Ｃ 村野絢子 

副 会 長 中田清子 Ｂ   Ｆ 山口愛二 

書   記 福島 正 ブリテン 福島  正（編集） 

会   計 根本幸子 ブリテン 村野  繁（印刷） 

担当主事 山梨雄一 ブリテン 村野 繁（発送） 

 

 ６月の強調月間   
今 
月 
の 
聖 
句 

 
   

 アンテｲオキアへ行き、ギリシャ語を話す人々にも語りか

け、主イエスについて福音を告げ知らせた。 

 

         使徒言行録 11 章 20 節   福島 正／選 

 

評 価 
今月は「評価」の強調月間です。この 1 年間
の皆さんのお取り組みを振り返っていただ
き、次期に引き継がれ、豊かな実りに繋がる
ことをお祈りいたします。（理事 田中博之）            

 

６月 本例会  
日時 6 月 10 日(水)13 時 30 分～15 時 30 分 

会場  会場    東京ＹＭＣＡ 南センター 2 階会議室 
小田急              会費 300 円 ビジター・ゲスト 歓迎 

 6/8（月）までに福島書記 03-3371-2122 へご連絡ください 

司会 福島 正 

開会点鐘             会長 村野 繁 

ワイズソング  一  同 

聖書朗読・ひと言・お祈り   司 会 者 

ゲスト・ビジター紹介       会長 村野 繁 

ティー・タイム  

ＹＭＣＡ報告           主事  山梨雄一 

卓 話 「主の園のように」 

     〜 介護施設にかかわって 〜 

         東京山手クラブ 鈴木田通夫さん 

おめでとう（誕生日・結婚記念日） 

みんなで唄おう ♪茶摘み♪         一  同 

閉会点鐘              会長  村野 繁 

在籍会員数 7名 

 

メン 

 

4名 使用済み切手 

 

 

          （姫路クラブ）   （目黒クラブ）  

お誕生日おめでとう  

ありません      ありません 

 

 

結婚記念日おめでとう        

3 日 菅原好紀・妙子さん   

           

 

 

      

 

 

(内・功労会員数) (2 名) 

 

メネット 

 

1 名 累計   4.585kg   

 

  

 メーキャップ         0 名 

 

 

ビジター 1 名                           

出 席 率 80% ゲスト 

 

0 名 プルトップ 

  

 

  

 

 

 

                       

ＹＹ指数 160% 

 

本例会出席者数    6 名 累計  7.350kg 

クラブ会長  村野 繁（東京目黒） 老いても、前に進もう 

東新部部長  太田勝人（東京世田谷）原点を見つめ、充実・飛躍 

                   そして楽しもう   

東日本区理事  田中博之（東京）   誇りと喜びを持って 

アジア地域会長 岡野泰和 （大阪土佐堀） 未来を始めよう、今すぐに 

国際会長    Ｉsaac Ｐalathinkal（インド） 言葉より行動を 
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東日本区理事メッセージ 
多くのかたのお支え、励ましをいただき、誇りと喜

びをもって 1 年間、東日本区理事の務めを果たすこと

ができたことに感謝申し上げます。 

今期、私自身が心がけることとして、「選択と集中」、

「伝統と革新」そして「PDCA」を掲げ、東日本区の

皆さまにもお奨めして参りました。このことが各クラ

ブ、各部の活性化の一助になったとしたら幸いです。 

東日本区としては、この 1 年間で、計画どおりできた

こともありますが、一方で不十分だった取り組みもあ

ります。できなかったことはその原因を究め、さらに

取り組みが望まれることは、次期にバトンを渡すとと

もに、トロイカの一員として最大限サポートして参り

たいと思います。 

東京ベイサイドクラブのチャーターナイトで国際

協会加盟認証状をお渡しすることができたこと、多く

のクラブの入会式に立ち会うことができたことは理

事として大きな喜びでありました。しかし、年度末で

2 つのクラブが解散となり、また、各クラブでの退会

予定者も報告されています。理事として、東日本区と

してもっとサポートできなかったか残念でなりませ

ん。解散、退会には必ず原因と予兆があります。各部

での、各クラブでの会員維持、そして新入会、新クラ

ブ設立へのお取り組みを強めていただくように切に

お願いいたします。   

        東日本区理事 田中博之（東京） 

 

                           

   これからの 行 事 予 定            
                           

6/6（土）～7（日）第 18 回東日本区大会 
（厚木市文化会館、レンブラントホテル厚木） 

6/10（水） 東京目黒クラブ本例会&第二例会 
          （南センター ２階会議室） 
7/8（水）東京目黒クラブ本例会&第二例会 
          （南センター ２階会議室） 
7/25（土）第 1 回東新部評議会 
          （東陽町センター） 
8/10（月）町田ＹＭＣＡ25 周年記念会 
          （町田市民フォーラム） 
8/26（水）～28（金） 
      東京目黒クラブ移動（納涼）例会 
      ＆ 那須クラブとＤＢＣ合同例会 

（那須しらかば荘） 
9/23（水・祝）チャリテイ・ラン 
           （木場公園） 
9/11（金）～13（日） 
第 28 回ユースボランティアリーダーズフォーラム 

（山中湖センター） 
      2015 年は南センターが事務局を担当 
10/10（土）東新部部会（東陽町センター） 
            ホスト：東京むかでクラブ 

                                                                                          

 
５月 本例会 報告 

 
5 月 13 日（水）13 時 15 分～15 時 30 分 

南センター 2 階会議室 

 

例年は６月を評価の月として話し合い例会をして

いたが、今年は先取りして 5 月に村野会長の司会で行

った。①８月移動（納涼）例会のプログラム検討、②

50 周年記念例会実施案（日程、会場、記念講演、懇

親会）③ＥＭＣへの取り組み、④ＣＳ事業の関与など

について意見を交換し懇談した。懇談に先立ち山梨主

事よりＹＭＣＡ報告をいつもより詳しく伺った。なお 

卓話者予定は、 
 6/10 鈴木田通夫さん（東京山手クラブ） 
  7/8 磯部成文さん（東京北クラブ） 
 8/26～28 移動（納涼）例会（那須しらかば荘） 
 9 月以降の卓話者について候補を挙げた。 
 例会の最後は村野繁さん選曲の「こいのぼり」を 
歌い閉会した。       
出席者【メン】福島、村野繁、村野絢子、山梨、 
【メネット】福島【ビジター】村田榮(那須)、計 6 名 
 出席率 80％。ＹＹ指数 120%、 
欠席は中田、根本、山口（功労会員）。 

 

５月 第二例会 報告 
 5 月 13 日（水）本例会の中で行いました。 
    

＜在京クラブ会長会＞報告 

5 月 23 日(土)、会員大会に先立ち午前 10 時から
開かれました。 
会員部の活動報告のうち東日本大震災復興支援活動
募金を 1000 万円目標としたところ、12,769,122
円が寄せられました。15年度も目標1000万円です。 
日本語学校担当主事小野実さんからは、留学生の日本
語の現場体験のためにもワイズ例会に彼らを招待し
てもらいたいとの要請がありました。 
子育て講演会が 2 月 14 日(土)しののめこども館で開
催されました。子育て中のママもたくさん参加されて

  第二（事務）例会  
6/１0 本例会に引き続き行います 



いまいしたが、私も含め男性の参加者も 1 割以上はい
ました。一人で孤独な子育ては辛そうでした。 
次回の会長会は例年に従い在京ワイズ新年会の日に
開かれます。幹事は長津徹さんと神山巍さん 2 人で務
めます。 
ここでも東新部の東京白銀高輪クラブと東京銀座ク
ラブの廃クラブの報告がありました。残念なことです。 
 

＜第 13回東京ＹＭＣＡ会員大会＞ 

 5 月 25 日に開催され、会員・職員など 108 人が
東陽町センターに集いました。この会は、会則に基づ
き年 1 回開かれるもので、今年も会員部運営委員長・
小原武夫氏から昨年度の事業報告と今年度計画が説
明されたほか、各種の表彰や交流が行なわれました。 
 今年の「ボランティア・オブ・ザ・イヤー」は、2011
年から 31 回にわたって石巻や女川を訪れ、童謡や唱
歌を歌って被災者を励ましてきた「ＹＭＣＡ歌の広場 
in 石巻・女川」の皆さんが受賞。名誉会員には、国際
協力事業委員や常議員など多方面で活躍された司治
氏が推挙されました。 
また、ユースボランティアリーダーとして 13 人が委
嘱され、卒業リーダー10 人には感謝状が贈呈。その
後、リーダーたちと一緒に全員でキャンプソングを歌
う時間もあり、彼らの楽しく元気な指導で、会場中に
笑顔が広がりました。 
 

ＤＢＣを覚えて 

〜村野絢子さんがシフォンケーキ 60 人分贈る〜 
  姫路クラブから感謝のことば 

4/29（水・祝）姫路ＹＭＣＡ太子キャンプ場で、  
姫路と岡山クラブの合同例会を開催。姫路クラブ７名、 
岡山クラブ 12 名、姫路 YMCA 関係者 2 名、せとう
ち YMCA ユ-スリーダー14 名、せとうち YMCA 職
員 15 名、せとうち YMCA 関係者 8 名、計５８名。
ユ-スリーダー同士の交流会およびワ-クの機会にも。 

村野絢子さんの手作

りシフォンケーキを

ワーク終了後デザ-ト

として皆でおいしく

頂きました。村野さん

本当にありがとうご

ざいました。」 

 

 

                       

 パールハーバー 見 聞 記           

                  
今月は話題を変えて、パールハーバーです。先月パー
ルハーバーのあるハワイ・オアフ島に行きました。元
米国海軍基地内の太平洋戦争博物館を見学してきま
した。「発端から平和まで」と題するパンフレットが
配られていました。日本では大東亜戦争と称しますけ
れどもアメリカでは太平洋戦争です。日本では 12 月
8 日真珠湾攻撃ですが、現地では 12 月 7 日の攻撃に
なっています。開戦前からの世界状況から、日米のワ
シントンでの和平交渉も含めて「remember 
PEARL HAVOR」以降のアメリカの戦況を、また

日本とアメリカのその時の社会状況の説明から広島。
長崎の原爆投下と終戦（敗戦とは言わない）その後の
日本とアメリカの同盟国の関係が展示されていまし
た。これらは戦艦ミズーリー号も見学範囲内にあり、
いくつかの建物が展示会場です。真珠湾攻撃で撃沈さ
れたアリゾナ号の上には慰霊棟が建てられています。
戦士兵士の名前とその後亡くなった元兵士の名前が
刻まれていました。それでは日本ではと見ると靖国神
社の遊就館が終戦 70 年の記念展示をしていました。
あくまでも御霊と報国兵士をまつる社です。70 年に
当たり正式参拝を呼びかけていました。喪服姿のたく
さんの人々を見ました。鳥居ごとに拝礼している方も
多くみられました。         （村野 繁） 

 

 
佐藤八重子さん（元メネット） 
 いつもブリテンを送っていただき感謝しています。 
例会案内を見ては行きたいな、行けるような気にはな
るのですが、もう無理だと観念しています。例会に行
かれなくても皆さんの様子がわかり、元気をいただい
き喜んでいます。ＹＭＣＡ、ワイズにかかわって私た
ちは何と心豊かに幸いであったか、神様のお恵みであ
つたと思っています。ブリテンは是非送ってください。
お願いします。 
 
村野 繁ワイズ  
目黒の EMC が遅々として進みませんが、東新部の

役員のなかで東京銀座、東京白銀高輪に続くクラブの
話題で持ちきりです。なんとか跳ね返したいですね。
5月例会も結果が出ていませんが私なりに頑張ります。 
 
福島 正ワイズ 
 5月例会は那須クラブの村田さんから、3/14に挙行
された20周年感謝記念例会の舞台裏を参考に伺いな
がら目黒50周年の概略を相談した。7名で、動ける会
員が極少のクラブではどうしようもないことを改めて
思い知らされた。 
 
 

                     

ＹＭＣＡニュース               
            （山梨雄一）           

 5 月 1 日（金）から 3 日（日）にかけて東京 YMCA
野外ディレクター研修会が山中湖センターにて行わ
れました。日本 YMCA 同盟発行のプログラムディレ
クター、インストラクターなどの資格取得を目指し、
実りある研修が行われました。 
 5 月 23 日（土）には第 13 回東京 YMCA 会員大
会が行われ総勢 108 名の参加者を迎え、会が持たれ
ました。南センター所属のボランティアリーダーも委
嘱を受け、また今年 3 月に卒業を迎え、社会人の一歩
を踏み出したリーダーへも感謝状の授与式も行われ
ました。 
 第 28 回ユースボランティアリーダーズフォーラム
が 9 月 11 日（金）～13 日（日）山中湖センターに
て行われます。これに先立ち第一報が各都市 YMCA
へと配信されました。（参加者申込締切：7 月 31 日） 
 



＜南センタースケジュール＞ 
6 月 19 日（金）～22 日（日） 

リーダー実技トレーニング（山中湖） 
6 月 26 日（金）～29 日（日） 

リーダー実技トレーニング（赤城/野尻） 
7 月 12 日（日） 定例野外活動オープンプログラム

（あおぞら・おひさま） 
7 月 19 日（日）～20 日（月） 

M1 はじめての」おとまり 
     （東京 YMCA 山中湖センター） 

7 月 25 日（土）～26 日（日）どきどき DayCamp
（二子玉川） 

 

＜奈良信さんを励ます会＞ 

 5 月 19 日、山手クラブの親しい方々の集まりに加
えていただいた。奈良信さん宅近くの店に１１名が出
向いた。身体に多少不自由さを感じておられるものの、
93 歳にして意気軒昂、親子二代にわたってバレンタ
イン賞を受賞、まさにワイズの人間国宝ともいうべき
奈良信さんを囲んで話が弾みに弾んだ。 
（写真：前列中央の奈良信さんを囲み青鹿、浅羽、尾内夫妻、功能、

鈴木田、中村、増野の皆さんと福島正・多恵子）敬称略 

 

 
2015～16 年度 東日本区役員 
 
理事         渡辺  隆（甲府） 
次期理事       利根川恵子（川越） 
直前理事       田中 博文（東京） 
書記         仙洞田安宏（甲府） 

会計         二子石宜秀（甲府） 

地域奉仕事業主任   相川 達男（東京江東） 
会員増強事業主任   池田 直文（熱海） 
国際・交流事業主任  柳沢  岳（松本） 
ユース事業主任    浅羽俊一郎（東京山手） 
北海道部部長     伏木  康（札幌） 
北東部部長      中川 典幸（仙台） 
関東東部部長     鈴木 雅弘（東京江東） 
東新部部長      伊丹 一之（東京むかで） 
あずさ部部長     標  克明（甲府） 
湘南・沖縄部部長   今城 高之（横浜つづき） 
富士山部部長     久保田康正（伊東） 
監事         高津 達夫（東京むかで） 
ＬＴ委員会委員長   伊藤 幾夫（東京コスモス） 
東日本区基金委員長  村杉 克己（東京北） 
ヒストリアン     仙洞田安宏（甲府） 
ＩＴアドバイザー   大久保知宏（宇都宮） 
 

トラベルコーディネーター長澤 山泰（東京） 
連絡主事        田尻 忠邦（東京山手） 
理事事務局長      廣瀬 静男（甲府） 
理事事務局長補佐    丸茂 正樹（甲府） 
 
2015～16 年度 東新部 役員 
 
部長         伊丹 一之（東京むかで） 
次期部長       細川  剛（東京） 
直前部長       太田 勝人（東京世田谷） 
書記         森本 晴夫（東京むかで） 
会計         今井 武彦（東京むかで） 
地域奉仕事業主査   神保伊和雄（東京むかで） 
会員増強事業主査   太田 勝人（東京世田谷） 
国際・交流事業主査  村野  繁（東京目黒） 
ユース事業主査    長澤 山泰（東京） 
メネット委員     田中 直美（東京） 
部選出代議員     太田 勝人（東京世田谷） 
部会準備委員長    城井 廣邦（東京むかで） 
部ウエブマスター   長澤 山泰（東京） 
部ヒストリアン    松田 俊彦（東京） 
部ＬＴ委員長     桜井 浩行（東京むかで） 
部監事        佐藤 茂美（東京） 
部監事        権藤 徳彦（東京コスモス） 
部担当主事      星野 太郎（東京むかで） 
 
           
 ＝佐藤八重子さんより献金受領＝ 
 ブリテン送料にとの献金 5 千円を、5/28 に受領 
 させていただきました。感謝。 
 
 

                      

    ６月 の うた               

                                         
   今月は、姫路クラブ阪田悦規さんの選曲です。 

「茶摘み」 
夏も近づく八十八夜              
野にも山にも若葉が茂る            
あれに見えるは茶摘みじゃないか         
あかねだすきに菅の笠 

日和つづきの今日この頃を           
心のどかに摘みつみ歌う            
摘めよ摘め摘め摘まねばならぬ         
摘まにゃ日本の茶にならぬ 

 あとがき   
新緑が眩しい 5 月から 6 月にカレンダーを捲くり、

最近は緑陰を求めて歩行器（シルバーカー）を使い毎

日散歩して脚の衰えを防いでいます。公共の施設はバ

リアフリー化が進んでいるものの、エレベーターもエ

スカレーターもない場所では、どうしても人様の力を

借りないとシルバーカーが持てなくて不自由をきた

します。南センターでは皆さんの協力あってこそで感

謝です。さらに雨天では傘がさせず外出が難しいので

気象予報の傘マークが気になる季節です。（福島） 

 


