
 

 

（聖 句） 

「あなたは知らないのか、聞いたことはないのか。主は、とこしえにいます神／地の果てに及ぶすべてのもの

の造り主。倦むことなく、疲れることなく／その英知は究めがたい。疲れた者に力を与え／勢いを失っている者

に大きな力を与えられる。若者も倦み、疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みをおく人は新たな力を得／

鷲のように翼を張って上る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。」（イザヤ書40章28節～31節） 

 

 

先月の例会ポイント（ １２月）       BFポイント 

在籍     18名     切手（国内・海外）   205g 

メン     16名    累計         1403g 

メイキャップ  1名     現金            0円 

出席率     94％     累計           0円 

メネット    5名     スマイル     10,177円 

ゲスト      5名    累計       208,955円 

ビジター    0名 

ひつじぐも   9名    オークション       0円 

               累計       73,450円 
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２０１６年１月例会プログラム 

 日時：１月３０日（土）１８：００～２０：００ 

 場所：北野事務所 ２階 大会議室 

 受付：小口 山本 

 司会：中塚 

 開会点鐘               会長 

 ワイズソング             一同 

 ワイズの信条             一同 

 ゲスト・ビジターの紹介        会長    

 聖書朗読・食前感謝          小口 

 会食 

 卓話 「損害保険おもしろ話」 

    田中博之氏（東京ワイズメンズクラブ） 

報告：連絡事項        会長・担当者 

オークション     中塚・山本 小口（会計） 

 スマイル               小口 

 ハッピーバースディ          会長 

閉会点鐘               会長 

 

 

巻頭言 
長谷川 あや子 

 あけましておめでとうございます。 

 新春を迎え、この一年皆さまのご健康が守られ、日々い

きいきと活動できますように心からお祈りいたします。

2015年7月から半年が過ぎ、改めてブリテンを熟読してい

るところです。毎月一通り目を通していたとはいえ、こう

してじっくり読み直しますとハッとさせられる箇所に出会

ったりします。「ああ、そうだった」と例会の様子を思い出

したり、改めて初心に返るよすがともなりました。7 月号

では佐藤千紘さんが新入生挨拶の記事、8 月号では佐藤克

彦さんが中大学 Y便りを寄せていますが、お二人は新しい

ワイズ係、中大ひつじぐも委員長として責任を担って下さ

 

会 長   長谷川 あや子 

副会長   中塚 辰生  望月 隆珉 

書 記   山本 英次 

会 計   小口 多津子 

ﾒﾈｯﾄ会長  大久保 重子 

担当主事  中里 敦 

ブリテン  山本 英次・茂木 稔 

大久保 清 

直前会長  久保田 貞視 

国際会長主題  Wichian Boonmapajorn(タイ)  「信念のあるミッション」 

スローガン：“Count Your Blessing”「恵みを数えよう」 

アジア地域会長主題 Edward K.W.Ong（シンガポール）「愛をもって奉仕をしよう」   

スローガン： “Let it Begin with Me”「まず自分から始めよう」  

東日本区理事主題 渡辺 隆（甲府）：「原点に立って、未来へステップ」 

“Stand at the origin and take a step for the future ” 

あずさ部部長主題 標 克明（甲府）「ワイズメンとして一歩前進」 

クラブ会長主題 長谷川あや子（八王子）「若い人の成長を願い、ともに歩む」 

 

 

 

 

 

（東京八王子）「足下を固めて飛び立とう」 
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います。私たちは若い方たちのように成長著しくとはまい

りませんが、幾つになっても自己研鑚を心がけたいと思い

ます。 

高尾わくわくビレッジの佐藤館長の提案でワイズガーデ

ンの計画が持ち上がり、早速 9月には花壇の整備と植込み

が始まりました。菜の花、水仙、ジャーマンアイリス・・・

これから草むしりも大変になりますが草花が育って行くの

はとても楽しみなものです。額に汗しましょう！ 

 新年は桜美林大学多摩アカデミーで行われる在京ワイズ

合同新年会で始まります。15年ぶりのホストクラブとなり

ました。2001年、調会長の時の新年会を思いだし感無量で

すが、年の始めにワイズならではの交流を楽しみたいと思

います。2月は恒例のメネットナイト、3月は第18回チャ

リティコンサートがあります。昨年に続き、ソプラノの三

上佳子さん、テノールの川村敬一さん、ピアノの大杉祥子

さんにお願いしました。東日本大震災支援と地雷廃絶のた

めに私たちに出来ることを続けたいと思います。5月は第3

回あずさ部評議会を高尾わくわくビレッジで行います。久

しぶりに評議会の担当となりました。新緑の中での評議会、

ワイズガーデンの花が迎えてくれたら嬉しいですね。そし

て大阪セントラルクラブとの合同例会と旅行・・・行事が

目白押しですが、“喜んで”参加しましょう。なかなか会員

増強と結びつかないのが現状ですが、希望を持って呼びか

けお誘いしましょう。実り多い一年でありますように心を

尽くしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
12月例会に参加して                                    

齋藤道彦 

 ワイズメンズクラブから、11月例会で中国について話を

するようにとのお誘いを受けて、はじめて貴会に参加させ

て頂きました。この例会では、人類と現生人類の誕生、「中

国」という言葉を国家概念と地理概念に区別して両者を混

同しないこと、前近代における「中国」地域文化と日本の

関係、「中国」文化への親近感・敬意から崇拝に陥らないこ

と、近代以降の「中国」の変化とそこでの中国蔑視と欧米

崇拝、戦後日本の中国への貢献と平和的関係などを概観し、

現在の日中関係で問題となっている尖閣問題については、

尖閣が中国のものであったことはないこと、中国による領

海侵犯をやめさせなければ平和は守れないことなどを話さ

せていただきました。当日はわたしの話を熱心にきいてく

ださり、皆さんに心から感謝しています。 

 その後、思いがけないことに12月例会にもお誘い頂きま

した。当日は、なごやかな雰囲気の中で会が進行し、その

後のクリスマスパーティでははじめてお会いする方々とも

楽しく交流させて頂きました。クリスマスパーティに参加

するというのは、わたしにとってはじめての経験で、なに

もかも新鮮な体験でした。いまの殺伐とした世の中で平和

と友好の人間的つながりが八王子に確乎として存在するこ

とは貴重なことだと思います。皆さんのご健康とご活躍を

お祈りします。2016年がよい年となりますように。 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仲睦まじい斎藤ご夫妻 
 
今年（２０１５・１２・１２）のクリスマス例会 

多河敏子 

 今年の５月、楽しかったDBC合同例会の帰途、新幹線の

車中で福田さんが良い提案をしてくれ、大学セミナーハウ

スに携帯電話からクリスマス例会の予約を取りました。帰

ってから改めて一緒に申込みに行きました。第一部クリス

マス例会はいつもの交友館セミナー室で行い、長谷川会長

からゲスト・ビジターとメンバーの紹介がありました。こ

の部屋には楽器が無いので永町さんがキーボードを持って

来てくれました。受付は５時３０分に開始、例会は６時か

らでした。私は司会でしたが仲田さんの奨励はキリストの

生誕地ナザレの町の事や、ヨシュア記、死海文書などわか

りやすいお話でした。 

 第二部の懇親会はいつもの食堂ではなく、ラウンジで行

う事になりました。食堂の方との相談で一緒に椅子や机の

配置をしたら結構広く使えました。例会プログラムは今回、

大久保さんのご長男夫人の朋子さんが作ってくれました。 

表紙や中の内容も見易く、空欄にメモも出来、きれいなプ

ログラムが出来上がりました。永町さんのピアノに合わせ

てワイズソングや讃美歌、青い山脈をみんなで一緒に歌い

ました。懇親会の司会は橋本さん、眞野さんの食前感謝の

祈りに続いて、仲田さんの乾杯の音頭に合わせ、みんなで

一緒にカンパイ！楽しい会食となりました。中大ひつじぐ

もの皆さんも９人で新しい大山さんが隣り合わせになりま

した。以下は当日の出席者の方々です。 

メン：大久保・久保田・小口・多河・中里敦（担当主事）・
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仲田・中塚・並木・橋本・長谷川・福田・松本大樹・眞野・

茂木・山本,望月 

メネット：大久保・久保田・並木・松本郷実・眞野 

ゲスト：永町匤世さん・酢屋善元さん・斎藤道彦先生・ 

林恵玉さん・岡垣修武さん 

中大ひつじぐも：４年中野幹久さん・３年井上なるみさん・

大山寛太さん・２年佐藤克彦さん・牧野充幸さん・１年佐

藤千紘さん・蜂谷真基さん・須郷利貴さん・渡辺敦さん 

計 ３５名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月の誕生日 会長からの記念品 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

松本ご夫妻へ結婚祝い金の贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高尾の森わくわくビレッジ報告(1月号) 
           佐藤信也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy New year！！ 

新年 明けまして おめでとうございます。 

高尾の森わくわくビレッジでは霜柱が立つほど

冷え込んでまいりましたが、皆様もお身体をご自愛

頂きお過ごし下さい。 

 

今年度、最初のHappy NEWSはワイズガ

ーデン！   待望の花が咲きました！！ 

 菜の花 

 日本水仙 

 

まだ、２本程度ですが、とても綺麗な花が咲きまし

た。 

菜の花、日本水仙、西洋水仙もしっかりと根をはり

蕾も徐々に付いてきました。 

２０cm以上の生育状況です。 

これから春までに多くの花が咲くことが待ち遠

しくとても楽しみです。 

皆様、この機会に是非ともワイズガーデンの様子

を観にいらして下さい。 

 新しい年の２０１６年も、皆様にとって良き年となり

ますようお祈り申しあげます。 
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次年度のワイズ担当を引き受けて 

1年 佐藤千紘 

 新しくワイズ係を担当することになりました中央大学文

学部社会学専攻一年生の佐藤千紘です。大学生活に慣れて

きたのも束の間、早くも大学生活の八分の一を消化し、時

の流れの速さに驚いています。 

 私は幼少の頃からピアノを習っており、その関係で大学

に入学するまではあまりピアノ以外のことに積極的ではあ

りませんでした。そんな自分を変えたいと思い選んだサー

クルがひつじぐもでした。ひつじぐもに入ってからは、タ

イスタディーツアーや児童館のボランティアをはじめ、

様々な活動に参加することで自分の世界を広げることがで

き、とても充実した日々を過ごすことができています。 

 「人を変えられるのは人との出会いだけ」とある本に書

いてありました。この数ヶ月で自分自身、大きな変化を感

じると共に、この言葉を実感しています。夏期ゼミナール

や日韓交流プログラムなど、まだまだ参加したい活動が多

くあるので、今後も活動を通して多くの人と出会うことで、

良い方向に自分自身を変えていきたいと思っています。 

 ワイズ係りもまた変化のきっかけの一つだと思います。

これから一年間、八王子ワイズクラブと中央大学YMCAを繋

ぐ役割として、歴代の先輩方のように務めを果たしていき

たいと思います。よろしくお願い致します。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中里 敦 

明けましておめでとうございます。新年も皆さまにとっ

て多くの恵みと祝福がありますようお祈り申し上げます。 

このブリテンが発行される頃は、年末のスキーキャンプ

も無事に終えていることと思います。また、１２月には、

西東京のファミリークリスマスが行われました。礼拝では

有住牧師によるクリスマスメッセージをいただき、祝会で

は、幼児、小学生の野外活動グループの子どもたちによる

劇の出し物、東京武蔵野多摩ワイズによるクイズ、音訳ボ

ランティアサークル「シジュウカラ」による朗読があり、

ビンゴ大会で盛り上がって会を終了いたしました。祝会で

出し物を披露していただいた方、ビンゴの景品のご協力を

いただいた方、参加していただいた方、それぞれお一人お

ひとりのご協力があり、良き時を持つことができたことを

感謝申し上げます。そして、メンバーとその保護者、会員

の方々、ワイズ、リーダー（ＯＧ・ＯＢも）など１３０名

もの参加者を得て大きなファミリーでクリスマスをお祝い

できたことを嬉しく感じ、これだけの方々が集まり、支え

ていただけることに改めて感謝の気持ちを覚えました。神

様にいただいたクリスマスプレゼントのように思います。 

冬のこの季節は、１月もスキーキャンプに向けての準備

が続きます。特に障がいのある方々へのキャンプが２月、

３月に控え、実技トレーニング、リーダー会など念入りに

行われます。また、春のスキーキャンプ、新年度の準備も

始まり、慌ただしく年度末に向かいます。そして、年間を

通して行ってきた定例野外活動もまとめの時期となります。

最初に立てた目標が達成できているのか、参加者たちにと

って成長の場となったのかなど１年間を振り返りながら、

残りの活動でどうまとめ上げていくのか考え、そして次年

度につなげていきます。リーダーたちにとっても自分たち

を振り返り、評価することが、次につながる大切なプロセ

スでもあり、成長の場でもあります。ＹＭＣＡの活動に参

加したことが、これから出ていく社会で役立つことを願っ

ております。 

年頭にあたりお願いが多くなりましたが、今年も皆様が

集い、ともに歩んでいけるセンターにしてまいりたいと思

っております。 

寒さ厳しい日々が続くと思いますが、それぞれの場にお

いてのご活躍とご自愛のほどお祈り申し上げ、元気に西東

京コミュニティーセンターでお会いしましょう。本年もよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（お 話） 

 欧米の人たちはクリスマス休暇がいわゆる新年にまでつながっているので長く、旅行に出かけられる方が多

く、新年に対する感覚が日本人と全く違うみたいです。日本人にはクリスマス休暇はなく年末から年始にかけて

の休暇ですから、短いので寝正月などと言われるような過ごし方になじむような休暇日数です。 

それにしても、クリスマスをにぎにぎしく祝ってすぐに、また新年を祝うというのは忙しい話です。聖句は第

二イザヤといわれるバビロンからの解放を歌い始めた40章の最後です。計り知れない主の偉大さを歌い終えたと

ころです。 

今年も主に思いを致しつつ、元気に働きましょう。                       仲田達男 

 

 

仲田達男 

 

 

中大・学Ｙ便り 

 

西東京センター便り 
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ワイズ係、そして今 

２年 佐藤克彦 

季節が巡るのも早いもので、町行く人たちの吐く息は白

く、背を縮込ませながら歩く姿が冬の訪れを感じさせます。 

１年前の冬、僕はワイズ係を任せていただくことになり

ました。当初不安な気持ちでいっぱいだったことを鮮明に

覚えております。しかし、そのような不安は無用なもので

した。八王子ワイズの皆様から多くのことを教えていただ

き、たくさん学ばせていただきました。また、皆様とお話

をする機会も多く設けさせていただき、大変可愛がってい

ただきました。この場を借りてお礼申し上げます。 

振り返ると今年は YMCA に身を捧げた１年となったよ

うに感じます。ワイズ係の他に、ひつじぐもの新歓係や、

パソコン係を兼務しました。また YMCA の活動では夏期

ゼミナールの運営委員として夏期ゼミを盛り上げるために

半年間努力を重ねてきました。他大学との交流も積極的に

参加し、日韓交流プログラムにて韓国を訪れ、現地の学生

と職業問題や歴史問題をテーマにディスカッションをしま

した。ところで、YMCAでは新約聖書ルカによる福音書8

章４節から15節「種を蒔く人のたとえ」を引用し、YMCA

のメンバー一人ひとりが種を蒔く人となり、次の世代に種

を蒔き続けてください、と良く言われます。僕自身今年の

活動を通して、種を蒔く人になろうと意識してきました。

実際に種を蒔く人になれたのかは種が芽吹くまで分かりま

せん。しかし、自分自身に蒔いた種は春の訪れを待ち構え

ているようです。僕が他の人に蒔いた種も同様に芽吹き、

YMCAで活躍してくれることを願っています。 

1 月からは僕は委員長という立場に就き、ひつじぐも全

体の運営を任せられました。僕自身の持てる力は微々たる

ものなので、副委員長をはじめ多くのメンバーに支えても

らいながら、運営をしたいと思っております。結びとなり

ますが、八王子ワイズメンズと中央大学 YMCA の良好な

関係が今後も築かれていくことを願っております。これか

らも宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（お詫びと訂正） 

ブリテン１２月号の斎藤教授の卓話内容の報
告記事の中で、一部訂正があります。斎藤先生
からのご指摘で気が付きました。先生からの訂
正依頼文をご紹介しまして、お詫びとさせてい
ただきます。 
（原文） 

人間の歴史は約２０万年と言われるが、歴史上解

明できるのは３万年前からである。 

（先生からのご要請文） 

会のとき頂いた印刷物のなかにわたしの話

のご紹介がありましたが、その中の「3万年

云々」という一文は趣旨と違いますので削除し

て頂ければ幸いです。                

齋藤道彦 
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日時：2015年12月26日（土）北野事務所小会議室 

出席者：小口、中塚、長谷川、久保田、辻、並木、茂

木、望月、多河、橋本 計10名 

報告事項： 

・12月12日クリスマス例会出席者はメン16名、メネッ

ト5名、ゲスト5名、ひつじぐも9名・・合計35名 

・次期八王子クラブ会長に中塚辰夫さんを承認。 

・クリスマス例会席上スマイルを多摩いのちの電話に

寄付（10,177円） 

・次期国際会長の国際投票に会長から投票済み。 

今後の予定： 

＊在京ワイズ新年会／2016年1月9日12：30～ 

 桜美林大学多摩アカデミーヒルズ 

 集合時間：9：00会長会：長谷川、久保田、 

 9：30受付準備：小口、福田、久保田 

 11：00多摩アカデミー集合： 

 受付担当：小口、福田（中塚、多河）久保田メネット 

      並木メネット 

 会場担当：山本、中里、茂木、眞野、眞野メネット、

橋本、並木、 

 11：30 仲田メン 

 11：10～12：20 多摩センター駅集合・ 

案内：多河、中塚  

 案内は、駅出口及びバス降り口階段上：15番バス停

（京王プラザの反対側） 

 バス時刻11：45及び12：00 

案内の内一人は12：00まで。 

＊2016年1月オークション例会：1月30日（土）18：

00～北野事務所  

A班担当 卓話「損害保険おもしろ話」田中博之ワイズ 

オークションにひつじぐもからの出品。 

＊第２回あずさ部評議会 ２０１６年２月１３日（土）

松本クラブ 

＊２月第二例会・・２月１３日（土）北野事務所 

＊メネットナイト・・２月２７日〈土）18：00～ B班 

 卓話「松姫最中と徳川家康」村瀬彰吾氏 

＊街頭募金 ３月５日（土）JR八王子駅前 担当：辻、

中塚、茂木 

＊次期クラブ会長会・部役員研修会・・中塚・久保田 

＊第１８回チャリティーコンサート：３月１２日（土）

14：00～八王子市北野市民ホール  

出演者：三上佳子（ソプラノ）川村敬一（テノール） 

ちらし、チケットが出来上がったので、本日各自10枚

配布。 

＊ひつじぐもからの要望で、会場展示にひつじぐもの

東日本震災支援の報告を展示したい、を了承。 

＊DBC合同例会 5月21～22日、浜松へ。宿舎を申し込

み済み。 

＊IYC（台湾）推薦の件。 

＊会計の今期、区費と各種献金の件を承認。 

 

* 老人デイサービスセンター鑓水*  

【報告】 

１２月４日（金）手工芸 14:00～15:00 

 参加者：赤羽・石井・昆・下重・調・多河・山口・山中  

 茂木 

【予定】   

２８年 １月２５日（月）ペーパーフラワー 14:00～15:00        

           ＢＦ報告 

１２月切手 国内：なし     累計： １４０３g 

外国： 0ｇ 累計： ２５ｇ 総累計： １４２８g 

１２月プルタブ：なし      累計：２２０６g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報  告 

１月誕生日の皆さん 

佐藤 信也さん      １月 １日 

佐藤 正子さん   １月 ９日 

並木 信一さん   １月２０日 

 

西東京センター行事紹介 
【１月】 

１２日（火）・２６日（火）ボイストレーニングサークル 

１４日（木）音訳養成講座＠山手センター 

東京ＹＭＣＡ音訳ボランティアサークル「シジュウカラ」が主催 

【２月】 

９日（火）・２３日（火）ボイストレーニングサークル 

４日（木）・１８日（木）音訳養成講座＠山手センター 

１４日（日）ＡＳＣＡクラス２０周年記念講演会＠山手センター 

『発達障がいのある子の高校卒業後の「社会自立」の実現に向け

て』と題して記念講演を開催 

【時間】１３：００～１７：００予定【参加費】1,000円 

【３月】 

８日（火）・２２日（火）ボイストレーニングサークル＠西東京セ

ンター 

１０日（木）音訳養成講座＠山手センター 

東京ＹＭＣＡ音訳ボランティアサークル「シジュウカラ」が主催 

１１日（金）東日本大震災５周年復興支援活動報告会及び街頭募

金＠西東京センター 国立駅前 

 

 
１月例会 卓話者紹介 

田中 博之さん（東京クラブ） 
 1976年、東京海上火災保険（株）に入社されて以来、
システム部門、広報部門、海外部門、企業営業部門、損害
部門、研究部門とさまざまな分野を経験されました。なか
でも宇宙保険の分野では世界のトップリーダーのひとり
です。 
 ワイズでは、2015年6月に東日本区理事の大任を終
えられたばかりの直前理事。東日本区国際・交流事業主任、
LT委員長、東新部部長、ITアドバイザー、アジア地域会
計、国際本部 IBC事業主任などを歴任。 

 

 


