
2017‐18 会長主題 

共に行動 共に喜びを 
あずさ部長   大野貞次（東京西）           「継続は力なり・一歩でも前に・そしてあがこう 」 

東日本区理事  栗本治郎（熱海）               「広げよう ワイズの仲間」 

アジア地域会長 Tung Ming Hsiao (台湾)    “ Respect Y’s Movement” 「ワイズ運動を尊重しよう」 

国 際 会 長   Henry Grindheim (ノルウエー) “ Let Us Walk in the Light－Together”「ともに、光の中を

歩もう」 

 
会長 上妻英夫／ 副会長 尾内昌吉 ／ 書記 浅羽俊一郎 ／ 会計 中村孝誠 

直前会長 金本伸二郎 ／ ブリテン 功能文夫 ／ 担当主事 星住秀一 

 

2018年１月 例会 

＜ＩＢＣ／ＤＢＣの月＞  

 

と き １ 月 16 日（火）18：30－20：30 

ところ 山手センター 101 号室 

 

受付       尾内規子さん、飯野さん 

 

司会             中村さん 

開会点鐘・挨拶         上妻会長 

ワイズソング・モットー      一 同 

聖書朗読・開会祈祷     飯島隆輔さん 

ゲスト・ビジター紹介       会 長 

＜会 食＞            一 同 

ハッピーバースデー 

＜話し合い＞ 

 新年の計を語り合う       一 同 

ニコニコ                         一 同 

報告・連絡事項          各担当 

閉会点鐘                      会 長 

当番（第２班）中村、尾内（規）、飯野、 

 

１月 HAPPY  BIRTHDAY 

 

星住秀一さん 24 日  金本伸二郎さん 27 日 

 

会費の納入は、会計(中村君)への納入または 

下記銀行口座への振込みをお願いします。 

三菱東京 UFJ銀行  高田馬場駅前支店 

普通 ３５４８４３１ 「東京山手ワイズメンズクラブ」 
 

 

 

 

ワイズメンズクラブ モットー 

 

『 強い義務感をもとう 

      義務はすべての権利に伴う 』 

 
 “ To acknowledge the duty  
     that accompanies every right ” 
  

 

 

今月の聖句 

 

あなたの重荷を主にゆだねよ。 

主はあなたを支えてくださる。 

 

         詩編 55 編 23 節 

 

 

12 月報告 

 

会員在籍数             14 名 

例会出席者     メ ン    ９名 

          メネット    ― 名 

会員出席率             64 % 

ゲスト・ビジター         14 名   

合計 23 名 

ニコニコ   9,408 円（累計 28,090 円） 

 
ＢＦ 国内切手 －g    外国切手－ｇ 
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12月 特別例会 

 

１２月１９日（火）１８：３０～２０：３０ 

山手センター １０１号室 

出席者：総数２３名 

山手クラブ：浅羽、上妻、飯島、飯島（愛）、 

飯野、尾内、尾内（規）、中村、星住 

9名 

ゲスト・ビジター 

  木塚敏夫さん（卓話者・元ＹＭＣＡ職員） 

  浅羽 恵さん（メネット） 

  福島多恵子さん（元目黒クラブ） 

  村野 茂さん（世田谷クラブ） 

  大野貞次さん（あずさ部長・西クラブ ） 

  森田直子さん（浅羽メネット友人） 

  高田京子さん（ＹＭＣＡ職員） 

  小原史奈子さん（たんぽぽクラブ・会長） 

  小川圭一さん（世田谷クラブ） 

  小口多津子さん（八王子クラブ・会長） 

  小山久恵さん（サンライズクラブ） 

  服部節子さん（たんぽぽクラブ） 

  篠原文恵さん（西クラブ） 

  新井克己さん（元リーダー）   14名 

 

今回は「笑う門には福来る」と銘打ってＹＭＣ

Ａで長年にわたりレクリエーションを専門に活動

して来られた木塚さんをお招きし楽しい例会を企

画した所、多くのゲスト・ビジターのご参加を得、

文字通り「笑いの渦」の例会となった。 

 

① まずは手始めに３本の縄を使った手品を披露 

し本番にはいる。 

② ここでは「もしもし亀よ亀さんよ」の歌に合

わせ手を動かす動作を繰り返すが、なかなか

指導された様には上手くいかず手こずる。 

③ 次に絶大な権力をもつ大きな船の船長の命令

に従う動作。命令がない場合は動かないと言

われたが「船長の命令で・・・立て」と言わ

れ全員たったが、「座れ」と言われて殆どの人

は座った。コレダメー！ 「船長の命令がな

いから」 

④ 各グループ（４テーブル）毎に縦横４つのカ

タカナの文字合計１６文字の入った用紙が配

られ３分間で県名を１８書けとの問題がでる。 

 「アオモリ」、「トチギ」…グループによっては 

 １８県書くには書いたが文字のない県を入れた
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りし結局は１３県。 ハヤトチリ！ 

⑤ 最後に「マ」の付く県を９つ３分間で書けと

の問題に完璧な答えを出したグループあり。 

⑥ 諺ゲームは「花より・・・」と言って後に続

く「ダンゴ」といった具合に諺を次々と繰り

出し、如何に早く言えるかを競うゲーム。判

定を星住さんが行ったがなかなか難しそうだ

った。 

⑦ 「わーっ」というゲームは例えば「ラ ク ダ」

という単語を写真の３人が同時に夫々１文字

を発声する。それを如何に早く言い当てるか 

１度ではわからないが感の良さを磨く連想ゲ

ーム。これは木塚さんの創作ゲーム。 

 

以上文章ではとても言い表せない楽しい雰囲 

気を想像してください。 

「流石！往年の名レク指導者」の木塚さん、我々

をクイズとゲームと語りで大いに盛り上げて下さ

りありがとうございました。  

 （まとめ・尾内） 

 

    ヨルダン会 報告（12月）        

 

12月ヨルダン会は休会にしました。 

 

 

ロールバックマラリア 

  
	 

ＹＭＣＡニュース 

 
１．東陽町ウエルネスセンター運営終了 

12月29日をもって「東陽町ウエルネスセンタ

ー」の運営が終了しました。 

 1月から改修工事を行い、2018年4月を目途に

フィットネスクラブ「ゴールドジム」が同施設を

運営することになっています。 

 「子どもの水泳クラス」「テニススクール（子

ども～成人）」については、ゴールドジムより委

託を受け、引き続き東京ＹＭＣＡが指導・運営の

予定です。 

 1988年の開設以来30年にわたる皆さまのご愛

顧に心から感謝申しあげますと共に、引き続きの

ご支援・ご理解をお願いいたします。 

 

２．本部事務局が移転します 

 公益財団法人東京ＹＭＣＡ本部事務局（総務部、

財務部、人事労務部、賛助会事務局、ＩＴ室、国

際協力部、広報室、資料室）と会員部は、2018年

1月22日より下記に移転します。 

＜新住所＞ 

 〒169-0051 

 東京都新宿区西早稲田2丁目3番18号 

 日本キリスト教会館6階 

◇本部事務局代表番号  tel.03-6302-1960 

    Fax.03-6302-1966 

◇会員部直通      tel.03-6278-9071   

Fax.03-6278-9072 

       ＊いずれも1月22日からです。 

 

３．山手会館 耐震補修計画 

山手センターでは建物の更なる安全性確保およ

び会館のリニューアルのため、大規模な耐震補修

および内外装改修工事を予定しております。 

現在、設計事務所と打合せを重ねておりますが、

来館者の安全を最優先とするため、来年度 

2018年9月～2019年3月まで（予定）、山手セ

ンターへの立ち入りが出来なくなります。 

皆さまには大変ご迷惑をお掛けいたしますが、

ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

昨年４月に山手に着任以来、たいへんお世話に

なりありがとうございます。2018年もどうぞよろ

しくお願いします。       （星住秀一） 
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在京ワイズ合同新年会 盛況 

 

 1月13日（土）、快晴。この日、12：30から、

江東区東雲にある「しののめＹＭＣＡこども園」 

を会場にして、「2018年在京ワイズ合同新年会」

が開催され、約150人ものワイズメンが賑やか

に集まりました。 

 ホストした「東京ベイサイドクラブ」は2014

年に設立された若いクラブで、普段の例会もこ

のこども園を会場にしているのだそうです。そ

のフレッシュなエネルギーがあふれ出た企画

でした。 

 第1部礼拝では、北秀樹牧師から「しもべの

心」と題した奨励をいただきました。キリスト

が神の身分でありながら、かえって自分を無に

して、しもべの身分になられたように、私たち

も、しもべの心をもって人に仕えるものになろ

う。上から人々に命令するリーダーではなく、

下から人々を支え育てる「サーバント・リーダ

ー」になろう、ちょうどＹＭＣＡの逆三角形の

ように、というおすすめでした。 

 第2部懇親会は、ベイサイドクラブ有志によ

る和太鼓演奏で始まり、会場は一気に盛り上が

りました。菅谷東京ＹＭＣＡ総主事、湯浅東京

ＹＭＣＡ学院学院長、栗本東日本区理事の祝詞

があり、第1部での礼拝献金91,710円が東日

本大震災復興支援として東日本区へ贈呈され

ました。続いて、宮内次期東日本区理事の乾杯

の音頭で会食に入りました。おいしいインド料

理に舌鼓を打ちながら懇談が続き、サックス演

奏を楽しみました。アピールタイムには、東日

本区大会（6月2，3日、沼津）や4部合同ＥＭ

Ｃシンポジウム（2月17日、山手センター）等

のアピールがあり、ＹＭＣＡの歌を合唱し、最

後に全員の集合写真を撮って予定の15：30を 

 

 

超えてのお開きになりました。 

 東京ベイサイドクラブの皆さん、最初から最

後まで見事なホストぶりでした。ありがとうご

ざいました。

 
 山手クラブからは、上妻、飯島、飯島（愛）、

飯野、尾内、功能、中村、星住の 8名が出席、 

増野さんは東雲駅まで到着したのですが、そこ

からタクシーがつかまらず、徒歩は無理なため

残念ながら東雲までで帰宅されました。 

（功能記） 

 

  お た よ り（12月）  

 

＜上妻英夫さん＞「16日（イロビ）朝 歩道掃き

見る銀杏木立」 12月に入って毎朝、銀杏葉掃き

した。雨の朝など積もった落ち葉、16日朝には 

すっかり落ちて枯木立。 

＜浅羽俊一郎さん＞ 12月例会の翌々日、単身 

ジュネーブに到着。そしてクリスマス気分どころ

か、ひどい風邪にかかってしまいました。イブも

クリスマス当日もベッドの中。あまり苦しいので

26 日に同じマンションで開業している中国系内

科医 兼 鍼灸師 に予約なしで押しかけ、処方箋を

出してもらい、薬局へ。買った薬を飲んだら今度

は嘘のように快方へ向かい28日、6日ぶりに起き

あがれました。あわただしい東京を離れ、ほっと

油断した私への熱いお灸スマス・プレゼントでし

た。皆様どうぞ良いお年を。 

＜飯島隆輔さん・愛子さん＞ 皆様、良きクリス

マスと新年をお迎え下さい。 

＜飯野毅与志さん＞ 卓話者の木塚さんには中

学生の時、中央ＹＭＣＡのプールで習いました。 

＜増野 肇さん＞ 足がよくなったら今度は目

の方が悪くなりました。もう年ですね。在京ワイ

ズ新年会は参加します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 


