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２０１６年７月 第一例会 

  2016-17年度 キックオフ例会 

新しい年度を迎えて身も心も引き締めてチャレンジ！ 

～クラブ会長を務めます～ 

2016-17 クラブ会長 浅見隆夫 

今回 4度目の会長を務めさせていた

だくに際し、改めて「親睦なくして奉仕は

ない」を掲げさせていただきました。我が

グリーンクラブは設立時に小堀憲助中央

大学教授の「奉仕の精神」を学びました。価値観や興味を

同じ土俵の上で持ち合い親睦を通して培われたエネルギ

ーを奉仕という形で社会に還元する、特にワイズメンズク

ラブはイエス・キリストの愛をもって青少年の健全な育成を

図る YMCAのサポートを第一義としています。 

 グリーンクラブでは CS事業の「神田川船の会」が最

初の招待参加した小学生が結婚し、そのお子さんがこの

活動に参加されるなど 37年間に亘って活発に続けられて

います。また、そこから派生した「河川の環境浄化運動」

「東京都水辺ラインガイド」『東京湾クルージングガイド』

「中央区丸ごとミュージアム」など関係する行政区や地域

社会の皆様に大変喜ばれています。 これらの活動を推

進し急逝された林福松メンの情熱に応えるためにもクラブ

が一丸となって活動を展開し更なる発展を目指したいと

思います。 先ずは会員を増やし努力を重ねて YMCAや

世間に誇れる良き社会人の集団でありたいと思います。

皆様のご協力をお願いいたします。 
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主は、わが牧者なり、我乏しきことあらじ 

主は、我を緑の野に伏させ 

憩いの水際に伴いたもう。     詩編 23篇 
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日時：201６年 7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：佐野君／司会:布上君 

 

開会点鐘               浅見会長 

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    浅見会長 

クラブ新役員紹介               浅見会長 

食 事   ニコニコ献金（一言添えて） 

 

ゲスト  片山 啓 関東東部部長 公式訪問 講演              

～新しい期を迎えて～ 

各委員会報告              各事業委員長 

Happy Birthday＜7月 メン 1名、メネット２名＞ 

YMCA情報                   花 井 君 

ドライバー                    浅 見ｸ君 

閉会点鐘                    浅見会長 

国際会長        Joan Wilson「私たちの未来は、今日から始まる」(カナダ) 

アジア会長     Tung Ming Hsiao「ワイズ運動を尊重しよう」（台湾） 

東日本区理事    利根川恵子「明日に向かって、今日動こう」(川越) 

関東東部部長   片山 啓「組み合わされ、結び合わされて、造り上げられてゆく」(茨城) 

クラブ会長      浅見隆夫「親睦なくして奉仕はない」（グリーン） 

会    長 浅見  隆夫 

副 会 長 西澤  紘一 

書   記 目黒   卓 

会   計 平林  正子 

監   事 柿沼  敬喜 

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 13／16  81％    

                 出席：6月例会 （グリーンメン 11名、メネット 1名 ）計 12名 

   【ニコニコ】      6月例会 12.000 円  累計 143,１00円 

 



＜２０１６年６月 例一例会報告＞ 

日時：２０１６年６月１５日（水）18：30～20：30 

場所：千代田区和泉橋区民館 ２階         

出席： 青木・浅見（隆）・浅見（ク）・柿沼・古平・佐野 

高谷・西澤・布上（征）・花井・平林 

（ﾒﾈｯﾄ）布上（信） 

 
 

6 月例会は今期最終の月になり、クラブメンバー全員で一

人２～3 分の持ち時間（ほとんど守られていなかったが）で

この 1年間を振り返り、スピーチを行った。 

 クラブ会長を二期連続して務めた青木会長は、クラブの

重鎮 2 名(上谷喜謙氏・林福松氏)が任期中に亡くなられ

たことがクラブの大きな痛手となったと語られ、一方、神田 

川船の会でお世話になっている、船宿三浦屋さんの新倉

健司社長が入会されたことが大変嬉しく、有り難く思って

いると言われた。2 名の休会者（小野智彦氏・樋口順英氏） 

を出したことは残念な事でした。 

 次期会長を引き受けて頂いた浅見隆夫メンは今回で 4

回目の会長。ご本人は体調もすこぶる好調なのでワイズ

行事に、歌に、釣りに、ゴルフに、と休みなく活動されてい

る、との事。 佐野メンのお話は、2020 年にやってくるパラ

リンピックの準備にその関連の協会の委員として多方面に

大童の毎日とか。 副会長に再任の西澤メン、体調を整え

て来期は重責を担いましょう、と。 高谷メンは今年、事業

の海外展開に多忙でしたが、母校の立教学Ｙの支援はし

っかりやったと思っていますと、一言。 

 倉島君（社・体・保）→小野君（にほん語学院）→花井君 

（ウエルネス）と交代していった担当主事の

皆さんも本当に良く尽くしてくれました。な

お、現在の花井君は嘗て担当しており、

「神田川船の会」関連のベテランでもあり、

頼りにしています。 

そのほか皆さん、身近なお話をされ、それ

ぞれ興味深く伺いました。 

平林メンが持参し

た「美空ひばりワイ

ン」で食事の時に

乾杯！  味は・・・・・・？   

幕の内をおつまみに焼酎、日本酒、

などささやかながらミニ宴会スタイ

ルです。 

 6月のお誕生祝いは古平メン 

 1名。 

(布上 記) 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＜２０１６年６月 第二例会報告＞ 

日時：２０１６年 6月８日（水）18：30～20：30 

場所：千代田区和泉橋区民館 ４階 

出席：青木・浅見(隆)・柿沼・布上・花井・平林 

【第一例会配布】 

報告・連絡事項（６月ブリテン掲載） 

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

＊5月 21日（土）横浜つづきクラブ 10周年記念例会  

（富士山 YMCA）            浅見（隆）報告 

＊5月 22日（日）仮称：東京多摩みなみクラブ設立総会 

（コンティー多摩センタ―）      浅見（隆）報告 

＊チャーターナイトは 7月 17日(日) 同会場にて 

――――――――――――――――― 

＊次期 2016-2017年度クラブキャビネット及び 

事業委員会委員長決定  

  会長：浅見隆夫／副会長：西澤紘一／書記：目黒 卓

／会計：平林正子／監事：柿沼敬喜／聖句・祈祷（古平

光市）／地域奉仕委員長・神田川船の会会長（浅見隆夫） 

神田川船の会実行委員長（稲垣勝啓）／会員増強委員

長(佐野守)／国際・交流委員長（布上）／ユース委員長

(西澤)／プログラム委員長(目黒卓)／ブリテン担当（布上）   

＊5月 28日（土） 東京 YMCA会員大会（東陽町）   

 午前中会長会    青木・柿沼・浅見（隆）出席 

＊5月 28日（土） 石巻広域クラブチャーターナイト 

＜伊藤剛士さんの特別寄稿参照＞ 

＊6月４日（土）～5日（日）第 19回東日本区大会    

青木・浅見(隆)・柿沼・佐野・布上・平林・花井 参加  

   ＜インヴィテーション最優秀賞受賞＞7月ブリテン 

 

審議・協議事項 

＊6月 24日(金) グランチャ東雲 アンダーゴルフ  

 古平メン指導   青木・浅見・柿沼参加 

＊6月 25日（土） 第 19回東京 YMCA会員芸術祭 

  オープニングセレモニー（東陽町） 期間 6/27～7/2 

＊７月１６日(土)  東京西クラブ４０周年記念例会 

＊７月 23日(土)  第１回関東東部評議会    13：00～ 

＊８月 4 日～7 日 第 72 回国際大会 台湾・台北で開催  

＊８月１７日（水）  クラブ例会・納涼例会  

      青木会長慰労会＜会場未定＞ 

＊８月２7日(土) 東京 YMCA夏祭り・・・・ 

６月２９日(水)第１回委員会 青木・布上Ｎ出席 

＊9月 17日（土） もりおかワイズメンズクラブ 

１０周年記念例会／第２０回北東部会 

＊9月 22日（木・祝） 第３０回東京ＹＭＣＡ  

インターナショナル チャリティーラン  木場公園  

集合８：３０ 女性：ラッフル券販売 男性：警備・荷物係                                 

                  平林メン：記録：カメラ担当 

【船・ガイド行事予定一覧】 

＊6月 03日(金)    田園調布学園 乗船会   

＊6月 04日（土）   ＮＨＫ船の会(中止) 

＊9月 23日-24日  グランチャ東雲船の会 

＊10月 20日・24日 昌平小学校 課外授業・乗船会 

＊10月 29日（土）  第 74回神田川船の会 

＊10月 30日（日）  中央区丸ごとイヴェント (布上記) 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 



第１９回東日本区大会（長野）に初参加しました 

長野県若里市民文化ホールにて２０１６年６月４日～５日

に開催された第１９回ワイズ東日本区大会に、東京グリー

ンクラブに入会して初めて参加しました。 

まず、びっくりしたのは４００人以上の参加者、北は北海

道から南は沖縄までの広範囲な地域のワイズクラブから

の参加者で、え～・・東日本区大会なのに～・・。 

いろいろな分野で表彰されたクラブに拍手をしながら、

そのクラブが事業の目的に向かって一致団結した姿に感

動しました。特にクラブ全員が受賞の度に喜んでいた伊

東クラブが目立ちました。 

クラブの団結・東日本区の団結・さらには日本区全体、

国際も含めたワイズの団結の姿に感動、感激の連続でし

た。いろいろと勉強させていただき、参加してよかったわ～ 

2日間でした。              

以下プログラムに沿って・・・・ 

６月３日 長野ＣＣ 理事長杯争奪ゴルフコンペ(１５名) 

      東日本区役員会 ／ 前夜祭 

６月４日 年次代議員会 ／ メネット会 ／担当主事会 

    東日本区アワーⅠ ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ／ﾊﾞﾅｰｾﾚﾓﾆｰ 

    開会式・挨拶・年次報告・代議員会報告・部長報告 

    「長野プレゼンツ」・・・・天台宗の僧・散華／絵解き 

 
           圧巻の１０名の僧による「散華」 
 

メモリアルアワー：林 福松さんの姿に思い出が・・・ 

晩餐会：DBC京都パレスとの懇親 

 
グリーン出席：浅見・佐野・花井・柿沼・布上・平林・青木 

 

 

６月５日 東日本区アワーⅡ 

 ４事業主任年間活動報告 

表彰式 

グリーンクラブは各献金の達成

賞は毎回頂いておりますが、今

回は思いもかけず 

【インヴィテーション最優秀賞】 

壇上に呼ばれた青木会長もび

っくりです。 

他にはベイサイドクラブにトップ

を譲りましたが、プルトップの収

集で堂々の第２位。 

昨年トップで車椅子を頂戴し、 

施設に寄贈したことを懐かしく思い出しました。 

理事引き継ぎ式：渡辺隆直前理事から利根川恵子理事 

へ引き継ぎ式 東日本区役員・部長の引き継ぎ。 

渡辺直前理事の退任ご挨拶も心に残るものでした。 

利根川理事の決意表明、関東東部からの理事をクラブと 

して応援、協力していきたいと思いました。 

 

 

この大会をホストされた長野クラブはメンバー１２名、設立６ 

年目との事でした。甲府クラブをはじめ、他クラブの応援 

があったとしても、本大会の成功は長野ワイズメンズクラブ 

森本会長以下、メンバー皆様の団結の成果がいかに素晴 

らしいものかを証明しました。 

 

  
長野クラブの皆様お疲れ様でした 

             --------------------- 

エクスカーションの「善光寺巡り・懐石昼食」に参加。 

表参道をガイド付で歩き、よい思い出になりました。 

 

 

 （平林正子 記） 



第 19 回東京ＹＭＣＡ会員芸術祭 

2016年 6月 25日に標記展示会のオープニングセレモニ

ーが東陽町センターで行われました。出品者、設営のお

手伝い、関係のお客様，約 50名が集まり、開会セレモニ

ー、菅谷功先生の出展作品講評、全体の茶話会、そして

イヴェントとしてお招きした津軽三味線の奏者「嶋倉昌平」

さんの演奏、さらに飛び入りの民謡は実行委員長の浅見

隆夫メン。賑やかにグリーンの女性陣は「斉太郎節」で

振り付けも披露、オープニングのお祭りとしては最高の出 

来でした。 

   
展示は 6月 27日～7月 2日までで、78点の展示と

242名の来場者がありました。        

７／２ の最終日は夕方に展示品の撤収作業、今回は

委員の皆さんも慣れていて、据え付けも撤収もスムーズ  

に短時間で出来たのが印象的でした。   （布上 記） 

▼ 5月 27日開催の評議員会にて、下記のとおり役員

の就任があった。 

   理事（再任）村杉克己氏、 菅谷 淳氏、 沖 利江氏 

 

▼ 6月 17～19日、東山荘で「第 150回全国総主

事会議」および「第 5回日本ＹＭＣＡ同盟協議会」が開催

され、東京ＹＭＣＡ選出代議員として、勝田正佳氏（評議

員会会長）、青山鉄兵氏（会員）、廣田光司総主事が参加

した。協議会では、同盟事業方針・計画等の協議の他、Ｙ

ＭＣＡブランディングに関する大規模内外調査の報告と、

それらに基づく「ＹＭＣＡブランドコンセプト」が発表され

た。今後、全国で説明会などが順次開催され、コンセプト

の分かち合いが行われる予定。 

 

▼ 6月 27日～7月 2日、第 19回となる会員芸術

祭が東陽町センターで開催された。開催に先駆けて 25 

日に行われたオープニングセレモニーでは、菅谷功氏（新

槐樹社準委員）による講評と、嶋倉昌平氏による津軽三味

線の演奏が会場を彩った。会員やそのご家族、関係者な

ど 51名（団体含む）による 78点の作品が出展された。会

期中は 242名が来場、今回も水彩画、油絵、書道、写

真、陶芸、彫刻など、多彩で個性的な作品がそろった。 

 

▼ 7月 2日、「第１回熊本大地震復興支援マラソ

ンチャリティーコンサート」が開催された。このコンサート

は、本法人理事の飯靖子氏他有志による実行委員会の

呼び掛かけにより、様々なジャンルの音楽家たちがコンサ

ートでバトンを繋ぎ、熊本支援の輪を広げようという趣旨で

開始。第１回は、日本基督教団久我山教会にて、洗足学

園音楽大学曽我部ゼミによる金管アンサンブルが届けら

れた。来場者 42名から寄せられた募金 42,430円は、Ｙ

ＭＣＡの熊本地震緊急支援活動のために用いられる。今

後も秋までシリーズでコンサートが開催される。 

  

▼ 今後の主な行事日程 

・賛助会年会・アドバイザー会 7月 14日（学士会館） 

・夏まつり            8月 27日（東陽町センター） 

・第 30回ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ 9月 22日  

会場：都立木場公園    （担当主事 花井 記） 

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

７月   新倉健司（メン）    塩入淑子（ﾒﾈｯﾄ） 

      布上信子（ﾒﾈｯﾄ） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

クラブの円滑な運営のため、年会費をお納め下さい 

           （2016-１７年度 会計：平林正子） 
 

    みずほ銀行・戸越支店（普通 2208674） 

     （口座名）東京グリーンワイズメンズクラブ  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ＹＭＣＡ コーナー 


