
 
 卓話者紹介 磯部成文さん 

東京北クラブのチャーターメ
ンバーです。フットマーク株
式会社の代表取締役会長です。
会社の事業として、学校水泳
・体育用品の企画、製造、販
売・一般水泳用品、プール備
品・遊具の企画、製造、販売 
・介護用品、健康快互用品、
マタニティ用品の企画、製造、
販売・ 健康づくりの心身教育
ウェアの企画、製造、販売を
幅広く手掛けておられます。
特に、介護という言葉は「介
助」+「看護」の考えから磯部
さんが発明され、その道で有
名な方です。「介護」の商標
登録されておられますが、「無

断使用があっても訴えるつもりは毛頭ない」、「むし
ろ、介護の二文字に託した思いを世の中の人に知って
もらえるなら、それだけで充分」とおっしゃる懐が深 

                           く心の広い方です。 
６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 
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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 ７月号 Ｎｏ．５８７ 

 

会   長 村野 繁 Ｅ Ｍ Ｃ 村野絢子 

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 Ｂ  Ｆ 山口愛二 

 ７月の強調月間  今 
月 
の 
聖 
句 

 
  わたしたちは見えるものではなく、見えないもの 
に目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、 
見えないものは永遠に存続するからです。 
 

   コリントの信徒への手紙Ⅱ 4 章 18 節   山梨雄一／選 

 

キックオフ 
ＹＭＣＡサービス 
ＡＳＦ（ＹＭＣＡ若手主事への支援） 

ＲＢＭ（マラリア撲滅関連事業） 

伊丹部長 公式訪問 

７月 本例会  
日時 ７月８日(水)13 時 30 分～15 時 30 分 

会場  会場    東京ＹＭＣＡ 南センター 3 階ホール 
小田急              会費 300 円 ビジター・ゲスト 歓迎 

 7/6（月）までに福島書記 03-3371-2122 へご連絡ください 

司会 山梨雄一 

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 「介護という言葉の発明」 

       東京北クラブ 磯部成文さん 

おめでとう（誕生日・結婚記念日） 

みんなで唄おう ♪ うみ ♪       一  同 

閉会点鐘              会長  村野 繁 

在籍会員数 7名 

 

メン 

 

5名 使用済み切手 

 

 

          （姫路クラブ）     （那須クラブ）  

お誕生日おめでとう  

13 橋崎 良治さん   8 村田紀美子さん 

15 岩崎由紀子さん    11 鈴木 保江さん 

     16 山梨雄一さん（東京目黒） 

結婚記念日おめでとう        

ありません          ありません 

           

 

 

      

 

 

(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 86% ゲスト 

 

0 名 プルトップ 

  

 

  

 

 

 

                       

ＹＹ指数 140% 

 

本例会出席者数    7 名 累計  7.350kg 

クラブ会長  村野 繁（東京目黒） 50 周年を迎えて再出発 

東新部部長  伊丹一之（東京むかで）ワイズの良さを発信しよう                     

東日本区理事 渡辺 隆（甲府）原点に立って、未来へステップ 

アジア地域会長Ｅdward Ｋ.Ｗ. Ｏng（シンガポール）愛をもって奉仕しよう 

国際会長   Ｗichian Ｂoonmapajorrn（タイ） 信念のあるミッション 

mailto:meguro-ys@yahoogroups.jp


 

 
   
1j  

 

                           

   これからの 行 事 予 定            
                           

7/8（水）東京目黒クラブ本例会&第二例会 
          （南センター 3 階ホール） 
     伊丹部長公式訪問 
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） 
9/9（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） 
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 
9/23（水・祝）チャリテイ・ラン （木場公園） 
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 
                                                                                          

 
６月 本例会 報告 

 
6 月 10 日（水）13 時 15 分～15 時 15 分 
    南センター 2 階会議室 
東京山手クラブの鈴木田通夫さんを卓話者に迎え

て「主の園のように」～介護施設にかかわって～と題
して貴重なスピーチをいただいた。 
キングス・ガーデンの理念は「神に仕えるように、 

利用者に仕える」、「夕
暮れ時に、光がある」
（ゼカリヤ書 14 章 
6～7 節）、「砂漠を
主の園のようにする」
（イザヤ書 51 章 3 
節）にあらわされてい
ます。人生の終わりが
最も幸せであったと
言われるように、また

高齢者にとって砂漠のような社会にあって愛を持って
仕えることによって主の園（楽園）のようにしていき
たいと考えています。そのような意味を込めて「キン
グス・ガーデン」（王の庭）、「主の園」というよう
な名前にしています。特別養護老人ホーム（介護老人
福祉施設）、ショート・ステイ（短期入所）、デイサ
ービス（通所介護）、在宅支援センター、ホームヘル
プサービス（訪問介護）と業務内容は多岐に亘ります。
毎朝の礼拝は近隣教会の牧師が説教を担当、鈴木田さ
んは毎回の司会と月数回の礼拝説教や、その他、傾聴
奉仕などもしておられるそうです。 
ティータイムを楽しんだ後、山梨主事のＹＭＣＡ報

告では①東陽町センターは 20 年の契約が満了する

201８年 3 月末をもって借館契約を終了する重大な
発表が 6 月に通達があった。②夏キヤンプの申し込み
は順調で宿泊は既にキャンセル待ち、日帰りは若干余
裕がある程度である。例会の最後は姫路クラブ阪田悦
規さん選曲の「茶摘み」を歌い閉会した。司会は福島
が担当した。 
出席者【メン】根本、福島、村野繁、村野絢子、山

梨、【メネット】福島【ビジター】鈴木田(東京山手)、
計 7 名。出席率 86％。ＹＹ指数 140%、欠席は中田、
山口（功労会員）。 

 

 

6 月 第二例会 報告 
 6 月 10 日（水）15 時 20 分～15 時 45 分 
     南センター ２階会議室 
▼7/31～8/2 アジア地域大会（京都） 
   村野夫妻出席予定 
▼中田清子さんの異動届を 2015./6/30 付けで東日 
   本区理事に提出することを承認した。 
▼ 6/22（月）ＹＭＣＡ会員芸術祭 

  受付（目黒クラブ担当）に根本さんが奉仕 
▼ブリテンを会員外に編集努力と、配布を検討。 
▼2016 年の東京目黒 50 周年の企画/日時/会場/ 
   費用/式典/奉仕者の人材確保/費用などを検討。 
▼8 月の移動（納涼）例会のプログラム、費用の検討。 
▼姫路クラブとのＤＢＣ締結 20 年を 10/31（土） 
 瀬戸山陰部部会当日に実施可能かを姫路で検討中。 
▼卓話者予定は、 
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。 
  出席者=根本、福島、村野繁、村野絢子、福島多、  
   計 5 名。 

＜第 18回東日本区大会＞報告 

6月6日～7日厚木市文化会館と、レンブラントホテ
ル厚木で第18 回東日本区大会が開かれました。今回
は厚木クラブがホストを務めましたが、協力クラブは
東京、東京まちだ、東京コスモス、横浜とつかの各ク
ラブでした。湘南・沖縄部も全面協力し、厚木YMCA
が協働し、厚木市・厚木市教育委員会に共催してもら
い会場費が割安になったと伺いました。 
・厚木市文化会館で開会式と東日本区アワー（１）、
記念講演会。レンブラントホテルで晩餐会、翌日の東
日本区アワー（２）と閉会式まで持たれました。登録
者数：434 名。目黒クラブからは福島多恵子メネッ
ト、中田清子さんと村野2人の4人でした。 

  第二（事務）例会  
7/8 本例会に引き続き行います 



 
大会・開会式風景（厚木市文化会館ホール） 

・大会前日の6月5日東日本区役員会があり、監事2年
目の村野繁が出席しました。翌日の代議員会の準備で
す。年次代議員会に代議員として目黒クラブ会長の村
野繁が出席。 代議員会は議案が8号まで提出されたが
質疑は殆ど無く、典型的な“シャンシャン総会”で、
かなりの時間を残して閉会になりました。 

・大会はバナーセレモニーから始まり、バナー旗手は

舞台袖で控えなければならなかったので、地元の白龍

太鼓と舞は残念ながら見ることができませんでした。 

・開会式から来賓祝辞（島田茂・同盟総主事、松本武
彦・西日本区理事、小林常良・厚木市長）まで滞りな
く進み、理事、事業主任、部長等の年次報告がありま
した。ＰＰＴのほか北東部は動画で発表しました。時
代の変化も感じました。 
・ 記念講演は、神奈川工科大学先進技術研究所、山本
圭二郎教授による「ロボットのチカラ」と題して大変
興味深いお話が聞けました。特にステージの上に本物
の等身大のロボットや腕先部分のロボットを展示して、
我々に触れさせて貰うというユニークな講演でした。 
・その後の分科会は4部門に分かれ、私は国際・交流
事業主査としてRBMの発表をしました。 
・晩餐会・・相模の国白龍太鼓で幕を開け、素晴らし
いパフォーマンスでとくに少年少女の太鼓の迫力には
圧倒されました。美味しいディナーをいただきました。 
・６月７日9時:30分から聖日礼拝に出席。単立座間バ
プテスト・エクレシアの深野昭仁牧師により「主は与
え 主は奪う」と題して奨励があり、東日本大震災のた
めの席上献金は125,433円と報告がありました。 
・10時15分から表彰式、理事引継式、役員引継式、
次期理事所信表明等があり、12時過ぎに閉会式が行わ
れ2日間の大会プログラムが無事終了しました。 
・表彰式では、優秀クラブ賞として東京八王子、厚木
両クラブが、理事特別賞として東京グリーンクラブが
表彰され、東京目黒クラブはブリテン努力賞をはじめ、
福島正さんが年賀切手収集貢献賞4位になりました。
これらを含め18枚の表彰状を頂きました。 
・理事引継式は厳粛に行われ毎年感動的です。田中博
之理事はまさにこの1年を駆け抜けたという印象で、
本当にお疲れ様でした。渡辺隆新理事には一つでも二
つでも改革的な事を成し遂げて頂きたく大いに期待し
たい。役員引継式では私も2年間の監事を終えました。 
・閉会後、4コースに分かれてのエクスカーション。
私はJAXAと相模原市立博物館のコースを選びました。
JAXAでは宇宙世界は想像を絶していました。宇宙で
の太陽発電を地球にマイクロ波送電を研究していまし
た。博物館では地層模型で20メートルの関東ロームを
見て驚きました。 

 

ＣＳ献金貢献賞１位   ブリテン努力賞・受賞 
村野会長が檀上で田中理事より  後藤邦夫さん（東京まちだ） 
受賞              福島多恵子 （東京目黒） 

               小原史奈子さん（東京たんぽぽ） 

＜これだけ表彰されました＞ 

◆ブリテン努力賞 
◆環境キャンペーン優秀賞 
◆一人当たりＣＳ献金貢献賞 1 位（4,502 円） 
◆年賀切手収集貢献賞   4 位福島正（103 枚）
◆ＣＳ献金達成賞 
◆ＡＳＦ献金達成賞 
◆ＦＦ献金達成賞 
◆ＥＭＣ－Ｃ優秀賞    8 位（出席率 92%） 
◆ノンドロップ賞       （退会者ゼロ） 
◆一人当たりＢＦ献金貢献賞 3 位（3,356 円） 
◆ＢＦ献金達成賞 
◆ＢＦ使用済切手収集協力賞 
◆ＴＯＦ献金達成賞 
◆ＲＢＭ献金達成賞 
◆ＹＥＳ献金達成賞 
◆グランドスラム賞  （一人当たりの目標額以上を 

       ＢＦ、ＴＯＦ、ＲＢＭ、ＹＥＳの全て達成） 

◆ＤＢＣ締結賞 
◆ロースター広告協力賞 
 
 
 

ＤＢＣ交流・・・・・・・・・・ 
姫路クラブの歓待を受けました 
5/10（日）姫路を訪問 

1955 年代に姫路 YMCA で活躍したメンバーの集

いが 60 年経った現在でも、毎年、神戸の須磨で開か

れる機会に、足を伸ばして姫路クラブに連絡したとこ

ろ 8 名の方々が都合をつけて夕食懇親のときをもっ

て歓待してくださった。温かい友情に包まれた交流会

に感謝の一夜を過ごしました。有難うございました。 

  

（後列左より：岩崎、神谷、橋崎、菅原、山本、永戸 

    前列：木村、福島多、福島、篠原）敬称略 



 
鈴木田通夫ワイズ（東京山手） 
 久しぶりに経堂に降り、すずらん通りを歩き、階段
を登って目黒クラブの例会に出席、卓話の任に当たら
せて頂き深く感謝申し上げます。学識からではなく、
只、私自身の経験からの話でしたが、よい経験、また
楽しい時間を過ごさせて頂き、心温まる思いを与えて
くださいましてありがとうございました。 
  
田中博之ワイズ（直前理事・東京） 
 少人数でご苦労されている中で、環境キャンペーン
優秀賞、一人当たり CS 献金貢献賞第 1 位、福島さん
の年賀切手収集貢献賞第 4 位、EMC-C 優秀賞（出席
率 92％）、一人当たり BF 献金貢献賞第 3 位、DBC
締結賞そしてブリテン努力賞の受賞は素晴らしいで
す。来期は設立 50 周年も良い契機にされ、会員増強
のお取り組みが具体的な成果に繋がることをお祈り
しています。東日本区大会では福島編集長にぜひブリ
テン努力賞をお手渡ししたかったです。どうぞお元気
でお過ごしください。（6 月ブリテンの感想メールより） 

 
根本幸子ワイズ 
 6 月の介護施設のお話は非常にためになりました。
私たちもこれからは避けて通れないことですね。特に
家族にこのような人がいると余計身につまされます。
できることなら最後まで自分の力でできることだけ
はして安らかに行きたいと思います。目下入院中の主
人にもできたらそうしたいと思っています。 
 
村野 繁ワイズ  

鈴木通夫さんから老人介護施設のボランティア活動

は新聞の情報では介護職員の人材不足が深刻である

とのこと、更にボランティアが望まれていると感じた。 

福島 正ワイズ 
 2003年から目黒クラブのメンバーとして支えてく
ださった中田清子さんが沼津クラブへ転会されるため、
目黒の6月例会で異動届が承認されました。例会毎に
必ず持参してくださった甘味のおかげでティータイム
が豊かに盛り上がったご恩は忘れられません。ありが
とうございました。 
 
 

                     

ＹＭＣＡニュース               
            （山梨雄一）           

 6/2（火）よりサマープログラムの受付が一斉に始
まり、南センターとしては、昨年同様に、好調な申込
者数のスタートとなっている。 
 6/11（木）から 13（土）にかけて全国野外事業担
当者研修会が高尾の森わくわくビレッジにて行われ
た。日本 YMCA 同盟発行のキャンプディレクター、
プログラムディレクターなどの資格取得を目指し、全
国より 18 名の野外担当スタッフが集い、PFI 事業の
取り組みや指定管理、またはプロジェクトアドベンチ
ャー体験など実りある研修が行われた。 
 サマーキャンププログラムに向けて 6/19（金）～
21（日）には山中湖センターにて、また 6/26（金）～

28（日）には野尻湖キャンプ、ぐんま YMCA 赤城キ
ャンプにてボランティアリーダー達のリーダーとし
ての資質の向上、野外キャンプにおける技術習得また
向上を目的に実技トレーニングが行われた。 
＜南センタースケジュール＞ 
※8 月 1 日～31 日 南センター特別休館日 

 

東京目黒クラブ 2014～2015 年度 
 会計報告 

収入の部  金額 支出の部  金額 

会費収入 

ビジター参加費 

名簿代収入 

ロースター広告 

寄付収入 

姫路クラブ祝金 

288,000 

5,400 

8,900 

20,000 

54,800 

5,000 

 

諸分担金 

名簿代 

卓話者謝礼 

会長研修会費 

TOF 

CS 

ASF 

BF 

FF 

RBM 

YES 

VＹLF 

ロースター広告料 

区メネット献金 

リーダー支援 

在京会長会費 

ブリテン印刷代 

沖縄 YMCA 支援 

バナー制作費 

バナーケース 

通信費 

雑費 

115,600 

10,600 

40,600 

10,000 

9,100 

8,750 

3,500 

14,000 

3,500 

5,600 

3,500 

10,000 

20,000 

2,000 

23,000 

3,000 

10,800 

10,000 

37,800 

2,322 

4,930 

3,863 

収入計 382,100 支出計 352,465 

前年度繰越金 58,711 次年度繰越金 88,346 

総計 440,811 総計 440,811 

 

    ７月 の うた                           
                今月は、山梨雄一さんの選曲です。 

「うみ」  林柳波作詞・井上武士作曲／文部省唱歌（一年） 

   うみは ひろいな おおきいな 
  つきが のぼるし ひがしずむ 

  うみは おおなみ あおいなみ 
  ゆれて どこまで つづくやら 
   
  うみに おふねを うかばして 
  いって みたいな よそのくに 

 あとがき   
区大会で思いがけずブリテン努力賞を戴き、90歳へ

の褒美と嬉しく感謝しています。パソコンの新しい技
法取得を楽しみながら、さらなる向上を目標にして奉
仕させていただきます。（福島） 


