
 

 

 

 

 

 

 

 

２０１６年４月 第一例会 

 

＊今月より花井君がグリーンの担当主事として努めます。 

 ～ Ｌ Ｔ 強 調 月 間 ～ 

 
                      日本橋に咲くサクラ 

毎年、毎年、サクラは変わらずに咲いてくれます。 

この季節、３月に東日本区では次期クラブ会長・部役員

研修会が催され、４月、５月には各部の評議会に於いて、

同様に次期クラブ役員の研修会が行われます。 

より一層のクラブ、部の活性化を期待したいです。 

ワイズメンの４つの「アイ」を思いだしましょう。 

Idealism理想を持つこと、 Interest興味を持つこと、 

Initiative率先して、 Industry労をいとわぬこと。 

 （布上 記） 

THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO-GREEN 

CHARTERED 1973  

 
 

4月 イースター 

「なぜ、生きておられる方を死者の中に捜すのか。あの方は、ここには

おられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられたころ、お話しに

なったことを思い出しなさい。」      （ルカによる福音書２４：５－６） 

 

＜神さまにしか出来ない死人を復活させる業。 

神さまは何でも出来るという信頼、信仰はここから始まる＞ 
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日時：201６年 4月 20日（水） １８：30～20：30 

場所：千代田区和泉橋区民館 ２階 

    千代田区佐久間町 1-11 TEL03-3253-4931 

            受付：浅見(ク)君／司会:布上君 

 

開会点鐘               青木会長 

ワイズソング・ワイズの信条          全   員 

聖句・お祈り                 古 平 君 

ゲスト・ビジター紹介    青木会長 

食 事   ニコニコ献金（一言添えて） 

 

メンバースピーチ              西澤紘一君 

演題 「特許 よもやま話」  

 

各委員会報告              各事業委員長 

Happy Birthday＜4月 該当者なし＞ 

YMCA情報                   花 井 君 

ドライバー                    浅見ク君 

閉会点鐘                    青木会長 

国際会長      【Mission with Faith：信念のあるミッション】Wichan Boonmapajorn（タイ）  

アジア会長     【Through Love Serve：愛を持って奉仕をしよう】Edward K W Ong(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ) 

東日本区理事  【原点に立って、未来へステップ】渡辺 隆理事（甲府クラブ） 

関東東部部長  【チェンジ】鈴木雅博部長（東京江東クラブ） 

クラブ会長     【皆仲良く 楽しく 奉仕を】青木方枝 東京グリーンクラブ会長 

会    長 青木  方枝 

副 会 長 西澤  紘一 

副 会 長 目黒   卓 

書   記 布上征一郎 

会   計 柿沼  敬喜 

会計補佐 平林  正子 

担当主事 花井  雅男 

   【例会出席率】   在籍：１７名（含広義会員１名）  メーキャップ 2名  出席率 12／16  75％    

                 出席：３月例会 （グリーンメン 10名、メネット 1名、ゲスト 3名）計 14名 

   【ニコニコ】      ３月例会 23,000円         累計 118,600円 

 



＜２０１６年３月 例会報告＞ 

日時：２０１６年 3月 16日（水）18：30～21：00 

場所：千代田区和泉橋区民館 ２階         

出席：グリーン：浅見（隆）・浅見（ク）・小野・柿沼・古平 

佐野・高谷・西澤・布上（征）・布上（信）・平林 

ビジター：小山憲彦（サンライズ）・吉田紘子(むかで) 

今月はＢＦ強調月間として最も

相応しい方に講演をお願いした。 

２０１５年ＢＦ代表として１０月にオ

ーストラリアを訪問された東京サン

ライズクラブの小山久恵メンに、サ

ウスパシフィックエリアコンベンショ

ンの開催された、オーストラリア・ニ

ューサウスウエールス、ジーロング訪問、および、そのあと

の各地のクラブ訪問について、膨大な量のＰＰＴ画像を拝

見しながら、楽しく伺った。 

オーストラリアのワイズはかなり減少してきており、主に

上記の地域にクラブがある。３部、１２クラブ、２１４名という

のがその規模。すべてのクラブがそれぞれ思いのままの

集会を持ち、リラックスして、普段着でランチタイム例会な

どなど、アルコール付き食事会が多い。また、ギターでの

讃美歌を歌うクラブもあり、斬新な印象。 

ジーロングの大会参加者は各クラブから４５名、国際会

長などゲスト１０名、総勢５５名位。 

 

 
上のオーストラリア地図にあるように、訪問したのは右下

に位置するニューサウスウエールズ州とその左のサウスオ

ーストラリア州である。訪問した都市、クラブを順に列記。 

② スタートはシドニー 

②シドニーから 1000ｋｍのメルボルンに近い ジーロング 

地域大会会場  （ジーロングクラブ） 

③その近くのベンディゴ（キルト自慢のサウスクラブ、 

イーグルホーククラブ、ベンディゴクラブ） 

④アララト（アララトクラブ）過去には金鉱で栄えた。 

⑤アデレード（アデレードクラブ、ギターで賛美歌） 

⑥ポートピリ（ワイン自慢、又、金属の精錬公害で悩んだ） 

⑦ブロークンヒル（夜のラッフル会が楽しみ） 

・・・・・・シドニーへ。簡単に記したが、時間的にも、距離

にしても相当なもの。本当にお疲れ様でした。 

閉会後、近くの居酒屋でささやかに「長旅」の慰安をさ

せていただきました。 

＊小野主事は本日がグリーンでの最後の例会になりま

す。神田川船の会も含めその他海外訪問記など諸々、 

ご協力ありがとうございました。        （布上記） 

＜２０１６年３月 第二例会報告＞ 

日時：２０１６年 3月 9日（水）18：30～20：30 

場所：千代田区和泉橋区民館 ４階 

出席：浅見(隆)・浅見（ク）・稲垣・柿沼・布上 ５名 

報告・連絡事項（３月ブリテン掲載） 

＊3月 5日（土） 東京ＹＭＣＡ 陽春の集い 

＊3月 5日（土）～6日（日）  浅見（隆）・柿沼 

       次期クラブ会長・部役員研修会  東山荘 

審議・協議事項             

＊3月 25日(金)グランチャ東雲 アンダーゴルフ 

                 14:00～  古平・柿沼出席 

＊3月 26日（土） 茨城クラブ１０周年記念例会 

（つくば国際会議場）       柿沼・布上出席 

＊4月 14日（木） 第 26回 東京ＹＭＣＡ 

チャリティーゴルフ大会  レイクウッド総成ＣＣ 

               浅見(隆)・柿沼・佐野・布上参加 

＊4月 16日（土）関東東部第 3回評議会           

                青木・柿沼・布上・浅見 出席 

＊5月 14日（土） 第 73回神田川船の会 催行               

＜４艘出航予定その他、稲垣実行委員長より状況説明＞ 

   ・最終の直前委員会は４月２７日（水）に行う 

＊６月４日（土）～5日（日）  

第 19回東日本区大会（長野市） 

青木・浅見(隆)・柿沼・佐野・布上・平林 ６名登録 

     （宿泊は「東横 INN長野駅善光寺口」に６室確保） 

＊８月 4日～7日 第 72回国際大会 

台湾 ・台北で開催   （ グ リ ーンは不参加 ）                                

【例会卓話予定者】 

＊3月 小山久恵さん       青木会長紹介 

    タイトル  「BF代表 オーストラリアの旅」ａ 

    プロフィール 東京サンライズクラブ／ 1989年 

チャーターメネット、2002年入／クラブ会長 2回 

東日本区地域奉仕事業主任経験、現在 LT委員  

＊4月予定 メンバーｽﾋﾟｰﾁ 西澤メン「特許 よもやま話」 

＊5月予定 伊藤剛士（イトウゴウシ）氏 

東京 YMCA山手コミュニティーセンター 

2011年東京 YMCA入職。学生時代は京都大学

YMCAでボランティア活動に参加。2012年より宮城県石

巻市にある YMCA石巻支援センターでボランティアコー

ディネーターに従事。これまでにのべ 3000人を超えるボラ

ンティアと奉仕活動を行った。2016年 4月より山手センタ

ー勤務。また 2016年度よりアジア・太平洋 YMCA同盟ユ

ース委員を務める。 演題 「石巻の５年間」 （布上 記） 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

甦れ！神田川 
 ｛神田川船の会｝ 

ウエブサイトがリニューアルさ

れました。次回開催は 5月 14

日（土）。おかげさまで４艘、午

前午後とも満席の状態です。ワ

イズ関連でご乗船の皆様五月

晴れのさわやかなクルーズを

お楽しみください。

kandagawa-fune で検索 



茨城クラブ１０周年記念例会に参加して 

  表記記念例会が３月２６日に、つくば国際会議場小会 

議室において行われました。当日は、つくばエクスプレス 

に乗り継いで最寄りのつくば駅に着きましが、駅からは宮 

田茨城ＹＭＣＡ総主事自らが運転するＹＭＣＡの車にて 

会場まで送って頂き膝痛の私にとっては大変助かりました。

会場の「つくば国際会議場」は、平成１１年に会館した研 

究学園都市にふさわしい１３００人収容可能な大ホールを 

有したガラス張りの素晴らしい建物でした。 

記念例会は１３時１５分より関東東部の７クラブからの出 

席者とゲストを合わせた３２名の参加者のもと、片山会長

の開会点鐘で始まり、第１部では加藤久幸水海道教会牧

師による記念礼拝、利根川恵子次期東日本区理事の祝

辞および茨城クラブのメンバーでもある金子和男つくば市

会議員の挨拶がありました。休憩時間を利用して新装し

た茨城ＹＭＣＡの見学会が催されましたが、従来のＹＭＣ

Ａと地続きの土地を建物毎（元カラオケ店）購入したとの

事で、敷地、建物とも倍増して国際会議場の斜め向かい

に位置したＹＭＣＡの看板が良く目立つ最適な場所でし

た。茨城ＹＭＣＡは子育て世帯の転入者が多いという地

域的な有意差が有るとは言え将来を見据えた積極的な姿

勢には感服しました。 

第２部懇親会では、親クラブでもある金丸前関東東部 

部長（東京ひがしクラブ）の乾杯により始まり、美味しい地

産のワインと料理を味わった後に、若いフィリピン出身の２

人によるコンサート、スライドによる茨城グラブ１０年間の歩

み、そして抽選会などが和やかな中で行われました。 

 
今まで、私としては、茨城クラブのメンバーの方々にあ 

まり接する機会がありませんでしたが、今回、記念例会に

参加して、つくば地区に於いてＹＭＣＡとワイズが両輪とな

って活躍することが大いに期待できるとの確信を得て帰

路に着きました。 

 

 
クラブよりの参加者は布上メンと柿沼の２名 （柿沼記）  

         アンダーゴルフ楽しみました 

 

 

３月２５日のグランチャ東雲：アンダーゴルフはお子さんも

体験してくれていつものようにワイワイ賑やかで楽しいゲー

ムをしました。               （古平・柿沼参加） 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
Happy Birthday 

４月 メン・メネット該当者ありません・・・・。 

       

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

クラブの円滑な運営のため、年会費をお納め下さい 

   京葉銀行・こてはし台支店（普通６６１４１２１） 

   東京グリーンワイズメンズクラブ 会計柿沼敬喜
け い き

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第１９回東京ＹＭＣＡ会員芸術祭 

 

 会期  2016年 6月 27日(月)～7月 2日(土) 

     10：00～19：00(最終日～15：00) 

会場  東京ＹＭＣＡ東陽町センター１階 

出展申込締切り 5月 27日（金） 

 ＊＊＊＊＊＊＊ 

 オープニングセレモニー 6月 25日(土)14時～ 

    出点作品講評：菅谷 功先生 

    イヴェント：津軽三味線＜嶋倉昌平氏＞ 

    茶話会（ウエルビーにて） 

恒例の「会員芸術祭」実行委員長は我が 

  グリーンの浅見メン。今回もたくさんのワイ

ズに来場いただけるように期待しています。

北クラブの菅谷メンにも毎回講評をいただ

き、皆感謝しています。 

  今回津軽三味線をご披露いただく、嶋倉さん 

  は布上の友人です。大勢、茶話会にいらして

お楽しみください。 

 

 

 

 



 

 

 

 

第２７回  

「ハーバードでいちばん人気の国・日本」 

  佐藤智恵著  PHP新書 2016 年 1 月刊 

2月ブリテンで紹介した、

「世界が感謝！にほんのも

の」に続く、日本人自身が気

づかずにいる自国の強みと

課題を見直す新書を紹介。 

世界最高峰の学び舎がハ

ーバード大学であることに異

論のある人はいないはず。し

かしそのハーバードでいちば

ん人気のある国が日本と聞

いて、にわかに信じられるだ

ろうか。本書では自らも MBA

ホルダーである著者が、ハ

ーバード大学教授陣を直撃

取材。その肉声から「ハーバードはなぜ日本に学ぶの

か」の核心を描いたものである。 

日本企業の卓越した戦略、日本史の教訓、じつはすご

い日本人のリーダーシップまで、彼らが語る「日本の強み」

は私たち自身に驚きと誇りを与えてくれるだろう。同時に

それは、日本がこれから世界をどうリードするかを考えるヒ

ントにもなる(内容紹介より)。 以下に目次を抜粋列記～ 

なぜﾊ―バードはいま日本に学ぶのか 

 ・すさまじい人気を誇る日本ツアー 

 ・ホスピタリティーの日本 

 ・数よりも質で勝負する日本の実例 

 ・世界はいま一度日本から学ぶべき 

 ・人口問題、経済停滞・・・・日本は世界の未来だ 等々 

そして世界が絶賛した奇跡のマネジメントの項では 

 ・テッセイ（鉄道整備株式会社）＝新幹線のお掃除事業 

 7分間で一人一車両を完璧に掃除するという奇跡的

なオペレーションに従業員がみな、誇りとやりがいを

持って働いていることが欧米人にとっては信じがたい

ことなのだ。その従業員の方々は 50代が中心で、中

学や高校を卒業後、さまざまな職場を転々としている

方が多いのに気づく。その方々が奇跡的なオペレー

ションを喜んで行うようにまとめ上げたリーダーシップ

と、上司と部下がともにアイデアを出し合い実施する

ことがサービス業では世界標準となってきている。 

・なぜトヨタは圧倒的に強いのか。 

 トヨタの生産方式、「自働化」と「ジャスト・イン・タイム」

は世界最強のオペレーションシステムだ。 

日本の歴史 明治維新／政治・経済 東洋の奇跡／ 

戦略 マーケティング／リーダーシップ 日本人の凄さ／ 

日本人が気づかない「日本の強み」を自覚せよ 

 ・世界有数のインフラストラクチャー技術 

 ・高齢化社会は千載一遇のチャンスだ・・・・等々 

世界はもっと日本のことを知りたがっている 

謙遜の美徳を乗り越えて大いに発信すべきである。 

（布上 記）       

 

 

 

 

 

東京グリーンワイズメンズクラブの

皆様、4月よりグリーンクラブの担

当主事をさせて頂く、花井雅男と

申します。 

現在はＹＭＣＡ東陽町センターの

館長として勤務をしております。 

グリーンクラブは 6年ぶりの復帰と

なりますが、精一杯、担当主事としてサポートをさせて頂き

ますので、よろしくお願い致します。直近では「第 73回神

田川船の会」が有りますので、前任の小野氏と共にグリー

ンクラブの伝統であるＣＳ活動を円滑に運営できるよう備

をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。                         

          

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

3月 6日、東日本大震災 5周年礼拝「いま、未来へ語

り継ぐ私たちの記憶」が山手センターで行われ、46名が参

加した。飯岡洋介牧師（成増キリスト教会）から、「仕える

者」と題してメッセージをいただいたほか、復興支援活動

報告や懇親茶話会が持たれた。ゲストには、テイラー基金

国際交流プログラム参加高校生や平井孝次郎牧師（ＹＭ

ＣＡ石巻支援センターテナントオーナー）、石巻広域ワイズ

メンズクラブ有志を迎えてお話を伺った。東北の物産販売

も行われ、買い物を通じて被災地の復興を応援した。 

 

西東京コミュニティーセンターが 1955年に武蔵野市西

久保に「武蔵野ブランチ」として誕生して 60年が経つこと

を記念し、4月 16日、「西東京センター60年記念会」が

国立商協ビル（さくらホール）にて開催される。武蔵野ブラ

ンチは東京ＹＭＣＡが 3番目に設立したブランチで、寄宿

舎事業を行なったほか、家族会員制度を作って子どもや

女性を対象とした地域プログラムを展開。さらに主事や会

員の熱意によって「昭島センター」や「杉並センター」、「立

川センター」を次々と設立し、広く東京西部で活動を展開

してきた。 

1972年には三鷹駅近くに移転、1996年からは「西東京セ

ンター」として国立市に拠点を移して活動している。 

 

【今後の主な行事日程】 

・第２６回東京 YMCAチャリティーゴルフ大会  

  ４月１４日 （ﾚｲｸｳｯﾄﾞ総成ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ） 

・東日本地区ＹＭＣＡ理事・常議員・総主事研修会 

  ４月２３日 （仙台ＹＭＣＡ） 

・東京 YMCA会員大会  

５月２８日(土) （東陽町センター） 

・第 19回東京 YMCA会員芸術祭 

  ６月２７日(月)～７月２日(土 （東陽町センター) 

  オープニングセレモニー ６月２５日（土） 

 

（担当主事 花井 雅男 記） 

 

ＹＭＣＡ コーナー ブリテン図書室 


