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２０１９年０３月 第 一 例 会 ＢＦ／メネット 強 調 月 間 
≪ワイズメネットの月に≫ 
      東日本区メネット委員長 井上優子（もりおか） 

 東日本区ロースターを資料にメネットについて現況を調

べてみました。登録者は４８０余名（伴侶として）、５９クラブ

中１９クラブがメネット会を有し１２０余名がメネット会員と推

測されます。また、女性会員（ウイメン）の増加が顕著であ

る事もわかりました。 

 時代の変化（夫婦共働き、会員高齢化）に伴い、先細り

の態ですが、元気に活動を持続しているクラブ、女性会

員（ウイメン）との協働をしているクラブ、メンとの協働で互

助を実現しているクラブがある事を励みに、残された①絵

本プロジェクト②東日本区メネットアワーに向け力を注ぎま

す。 アジア大会「平和七夕用折鶴」制作７．５㎝×７．５㎝

（羽を広げないで）のご協力をお願い致します。  

        （理事通信 3月 1日号より転載いたしました） 

 

グリーンクラブではすでに 

１０００羽を折りましたので 

お送りいたします。 

        （布上 信子） 

 

 

THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO-GREEN 

CHARTERED 1973  

 
 

3月 受難節（レント） 
「イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面

に 落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに戻って 

ご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。」 

        （ルカによる福音書２２：４４－４５） 

＜人間の罪を赦すためイエスさまが十字架に架かって死んでくださる。 

  その神さまのご計画を目前にしてイエスさまは苦しまれた。 

なのに弟子たち（私たち）は眠り込んでしまった＞ 

＜ 2019.03＞            ＢＵＬＬＥＴＩＮ              2018年 7月～2019年 6月 

日時：2019年 03月 20日（水） １８：30～20：30 

場所：東陽町センター １階 ＹＭＣＡホール 

    江東区東陽 2-2-201 TEL03-3615-5565 

            受付：西澤君／司会：浅見(隆)君 

 

開会点鐘                佐野会長 

ワイズソング・ワイズの信条          全   員 

聖句・お祈り                西 澤 君 

ゲスト、ビジター紹介              佐野会長 

食事（一言添えてニコニコ献金）                       

ゲスト・スピーチ             紹介 柿 沼 君 

   関東東部会員増強事業主査 

    金丸満雄メン   「ピースウｵークの話」 

 

各委員会報告                  事業委員長 

YMCA情報                    木 村 君 

Happy Birthday 

        （樋口元子ﾒﾈｯﾄ １名） 

ニコニコ発表                  浅見ク君 

閉会点鐘                     佐野会長 

国際会長        Moon Sang Bong「私たちは変えられる／挑戦への勇気」(韓国) 

アジア会長     田中博之「アクション／誇りと喜びを持って」（東日本区） 

東日本区理事    宮内友弥「為せば、成る／ワイズが何をしてくれるかではなく、あなたがワイズ

に対して何が出来るかを考えて実行しよう」（東京武蔵野多摩） 

関東東部部長   衣笠輝夫「良いものを見つけ、つなげて、よくなろう」(埼玉) 

クラブ会長      佐野 守「希望を持って前進」（グリーン） 

会    長 佐野  守 

副 会 長 西澤  紘一 

  々     浅見 隆夫 

書   記 布上征一郎 

会   計 柿沼 敬喜 

副 会 計 浅見 隆夫 

担当主事 木村 卓司 

【例会出席率】 在籍：１8名  メーキャップ 2名  出席率 15/18 ８３％                   

          出席： 2019年 0２月 例会  （メン 13名、メネット 1名、ビジター4名  計 18名）  

        2月例会 ニコニコ献金 １６,０００円（今期累計 63,100円）                      



＜２０１９年０２月 第一例会 報告＞ 
日 時：2019年 02月 20日（水） 18：30～21：00 

場 所：東陽町センターYMCAホール 

出 席：青木・浅見（ク）・浅見(隆)・柿沼・木村・古平 

佐野・西本（東）・西本（晃）・布上(征)・樋口・目黒

森川・布上(信)メネット １4名 

ビジター： 衣笠輝夫関東東部部長 

       金丸満雄関東東部会員増強事業主査 

    ゲスト：矢澤俊夫（スピーカー）・根本幸子（入会者） 

 
 今月は根本幸子さんの入会式を行いました、根本さんは

元目黒クラブに在籍、以前グリーンに居られた井川メンの

紹介で、西澤副会長を通じて当クラブに入られることにな

ったもの。入会を心より皆で歓迎いたしました。立会人とし

て、衣笠輝夫関東東部部長と金丸満雄関東東部会員増 

強事業主査にご出席いただき佐野会長の司式で厳粛な

内にも和やかに入会式を行いました。 

入会式の後、本日の卓話者として

お招きした矢澤俊夫氏のお話を

伺いました。演題は「コンクリートよ

もやま話」。クラブの柿沼メンとは

現役時代、同じ建築会社で勤務さ

れていた縁で今回の紹介となった

ものです。一口にコンクリートといっ

ても使用する対象、個所によって種類が違うことを知りまし

た。また、生コンの寿命が40

分とは・・驚きですね。道理

で生コン車が急いで走り回

る訳です。コンクリートと建

築のお話では世界に冠たる

日本の建築技術、トンネル

を掘るシールド工法、更に

東京湾横断などにも活

用された沈埋工法によ

るトンネル工事、等々大

変興味深く伺いました。 

ビジターの衣笠部長、金

丸主査からも一言をい

ただきました。金丸メン

には3月の例会で卓話 

「ピースウォーク」につ

いてお話をいただきま

す。3月の誕生日祝い

は左の3名に進呈でし

た。ニコニコは。16000

円を献金いただきまし

た。     （布上記） 

＜２０１９年０２月 第二例会報告＞ 
日 時：201９年２月 1３日（水） 18：30～ 

場 所：千代田区和泉橋区民館  

出 席：青木・浅見(隆)・佐野・柿沼・木村・高谷・布上 

     目黒   ８名 

配布資料：  東日本区理事通信２月 1日号  

         ２月クラブブリテン  

報告・連絡事項 

 ① 2019年 1月 5日（土）  在京ワイズ新年会  

   八王子 京王プラザホテル 12：30～15：30 

 ② ２０１９年１月２３日（水）新年例会 

    【蔵前 大新：ふぐ料理、鍋 5000-】                                                       

③ 1月中に 次期 2019-2020年度クラブ役員決定 

  西澤次期会長／浅見副会長／布上書記／柿沼会計 

 

審議・協議事項 

① 2月ＴＯＦ例会で 根本幸子さん入会式  

  衣笠関東東部長、金丸会員増強事業主査立会い    

 ② ２月２３日（土）陽春のつどい  

   来客にお餅を振る舞う 女性陣参加を！ 

③ 3月９日～10日  次期クラブ会長・部役員研修会 

  代々木オリンピック青少年センター  

                    西澤次期会長出席 

 ④ ３月２３日（土）   東京サンライズクラブ３０周年 

         記念例会 於：ブラッセリー東洋（日本橋） 

    出席予定：青木・浅見 T・布上 S   会費 8000円    

 ⑤ ４月２７日（土）   川越クラブ２０周年記念例会 

   於：川越東武ホテル  会費 8000円 

    出席予定：青木・浅見 T・柿沼・佐野・布上 S    

 ⑥ 4月 11日(木) 第 29回東京ＹＭＣＡチャリティー 

   ゴルフ  120名募集（30組）   

   ＰＧＭ総成ゴルフクラブ   参加賞は入手済（布上） 

  ３月１１日第２回委員会／３月１８日最終組合せ委員会 

                     浅見・柿沼・布上出席 

⑦ 6月 1日（土）－2日(日) 第 22回東日本区大会 

  代々木オリンピック青少年センター 【個々申込み】 

   参加予定：青木・浅見 T・木村・柿沼・佐野・布上 N 

          布上 S・目黒 

⑧ 7月 19日(金)－21日（日） 第 28回アジア太平洋 

  地域大会  仙台国際センター 【個々申込み】 

   参加予定：青木・浅見 T・柿沼・布上 S 

⑨ 卓話者候補  2019年 2月・3月・4月 5月  

  ２月に柿沼メン紹介＜矢沢俊夫氏：コンクリートの話＞ 

   ＊３月以降の予定で、金丸メンに打診 

       ピースウォークの話・・・・・・・＜例会で決定＞  

 ⑩ ２０１９年芸術祭  日程決定 期間 ６／２4～２９     

    ６／２２ １０：００～  会場設営    

        １４：００～オープニングセレモニー 

 ⑪ ４月１７日 横浜鶴見クラブ設立総会グリーンは欠席 

 ⑫ 「奈良 伝 賞」推薦  グリーンからはチャーター 

    メンバー「古平光市メン」を推薦／浅見元理事より 

 ⑬ 次々期関東東部 部長選出 柿沼メン部長受諾／ 

    部書記 布上／部会計 佐野・・・・協力する。 

 ⑭ ２月６日、神田川船の会委員会での討議事項 

    まとめを報告    目黒実行委員長 

                           （布上 記） 



 第 25回ピースウォーク・ピースコンサート 

                に参加して 
 2019年 3月 10日＜東京大空襲の日＞を偲んで。  

 少ないメンバーにも関わらず多くの CS 事業を活発に展

開している東京ひがしクラブ主催の＜ピースウォーク・ピー

スコンサート＞にグリーンクラブより柿沼敬喜・澄子ご夫妻

と私の 3人参加させていただきました。 

 計５６名の参加者を次期会長研修会参加から駆け付け

た金丸満雄会長とメンバー・YMCAスタッフがにこやかにお

迎えしご挨拶。流石に 25回、実にスムースに３班に分かれ

て出発しました。   

次期会長研

修会で講師

を務められ

た京都ウェ

ストクラブ森

田恵三メンも

参加され、私

達とご一緒

の第１班でウ

ォークの合

間に EMCや

ワイズについて熱く語られ参考になりました。 

 過去にピースウォークには何回か参加しておりましたが、

今回は祥月命日でもあり各町会で所縁の地に焼香台が

設置され被災者の御冥福を祈りました。また、お茶の接待

や参加子供にお菓子や飲み物が用意され一息することが

出来ました。今回初めて知ったのですが、江東馬頭観音

では当時の運送業の主役、馬車の馬が 3000 頭以上も焼

死し、業者の方々が供養していました。 

 東陽町センターに帰着、オニギリとメンバーの心のこもっ

た豚汁・甘酒が振る舞われ、とても美味しかったです。ピ

ースコンサートはホールに移動し参加者７5 名、普段あまり

縁のないアイリッシュハープと馬頭琴の演奏を楽しみまし

た。ひがしクラブメンバー・YMCA スタッフご苦労さまでした。

平和の大切さを噛み締めながら天候に恵まれとても楽し

い一日を過ごすことができました。ありがとうございまし

た！                      （浅見隆夫 記） 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

4部合同 ＥＭＣシンポジウム に参加して 
 2019年 2月 16日（土）13：30～16：30 

 東京 YMCA社会体育・保育専門学校において 

 4部（東新部/関東東部/あずさ部/湘南・沖縄部）合同

ＥＭＣシンポジュウムが開催された。今年は第 3回目とな

る。ワイズ会員の減少、クラブ進展の停滞、ワイズメン活動

の危機的状況をみて、会員増強、会員活動活性化につい

て問題提起と未来志向の協議を行う場として大変有意義

な会議である。 

 ＥＭＣについては 4名の発題者からの提議がなされた。 

１、東新部エクステンション委員長・世田谷クラブ太田氏 

  「新しい発想でクラブ設立」 

２、甲府 21クラブ・あずさ部部長の廣瀬氏 

  「勢いクラブの成功例」 

３、横浜クラブ古田会長  「老舗クラブの苦悩」 

４、千葉クラブ徳永会長 「クラブ再生・再活性化」 

お話はそれぞれ、大変なご苦労されて取り組まれているこ

とが十分に伝わり、この 4件の発題を元に討議が行われ

た。真剣な討議が一通り終了した後、最後に各部、シンポ

ジュウム参加者一同からの「決意表明」を採択して閉会し

た。グリーンクラブからは浅見・柿沼の出席。 （柿沼 記） 

以下決意表明全文。 

【私たちは、ワイズメンズクラブ国際協会の国際憲法およ

び東日本区の定款に示された目的・モットーに賛同し、誇

りと喜びをもって、ワイズメンズクラブの会員となり、活動を

行っています。そして、この活動がこれからも継続、発展し

ていくことを願っています。 

しかし、近年、残念なことに、会員の高齢化、減少の傾向

が強まっており、活動の停滞も見られます。 

 私たちは、このような状況に危機感を抱き、自らが何を

なすべきかを考え、ｎどのように行動していくかを真剣に考

えなければならない時期に直面していることを認識しま

す。そして、私たちは、一人ひとりが志を持ち、思いを巡ら

し、知恵と力を出し合い、ときには大胆に、勇気をもって、

変革していくことをここに決意表明いたします】 
 2019年 2月 16日 

      ワイズメンズクラブ東日本区  東新部 

関東東部／あずさ部／湘南・沖縄部 

               EMCシンポジュウム参加者一同 
  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 第 20回Ｌｉｂｙチャリティコンサートに参加して 
 

 楽しみにしていた Libyチャリティコンサートは天気に恵まれた 3月 2日、

220名を超える参加者を集め、大変美しい阿佐ヶ谷教会で開催されました。 

 越智京子実行委員長はいつもながらの若々しさと張りのある声で開会の挨

拶をされました。 

 今回は男女合わせて 50名を超える三菱商事コーラス同好会によるコーラ

スが披露され、その迫力は最高でした。休憩時間を活用した協力企業提供

賞品の抽選会があり、私はお米１kgをゲットしました。 

 ２部は初回から奉仕されている越智光輝さんと愉快な仲間たちによる演奏

で盛り上がり、声楽家・村田耕太郎氏の美声に酔い痴れました。充実した楽

しい時の流れは速く感じ、アッと云う間に終演。タンポポクラブの晴れやかな

笑顔に見送られ、来年のコンサートを楽しみに家路につきました。    

 （浅見隆夫 記） 



▲ 2月 11日、東陽町センターにて「10年後のＹＭＣＡ

を語ろう」をテーマに「ソシアス 2018」が開催され、会

員・職員合わせて 40名が参加した。上田晶平氏（会

員部運営委員長）の司会により、「会員増強」「情報発

信」「コミュニティーの将来」「ユースの育成」の切り口

から 4名のパネリストによる発題があり、それを受けて

小グループに分かれて意見交換と発表をした。 

 

▲ 2月 27日のいじめ反対運動「ピンクシャツデー」に合

わせ、全国ＹＭＣＡでは様々な取り組みがなされた。

東陽町センターでは 2月 20日から 1週間、"寄せ書

きコーナー"を設置。 いじめは子どもだけの問題では

ありません。子どもから大人までが抱える問題です。

「いじめをなくすために何ができるか」東陽町センター

を利用する子どもや大人が自分の問題として捉えて、

各国の言語で メッセージを書き、アピールしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 今後の主な行事日程 

   ・第 29回チャリティーゴルフ大会  

    4月 11日（レイクウッド総成カントリークラブ） 

・第 23回高石ともやバングラデシュ奨学基金 

  チャリティーコンサート 4月 13日 

           （日本基督教団浅草教会） 

・4月 18日午餐会：東大 YMCA／岩本潤一氏 

       「聖書～聖書協会共同訳」回顧と展望 

・5月 11日(土) 【第 79回神田川船の会】 

   後援：東京グリーンクラブ  【申し込み受付中】 

  ・6月 24日～29日 会員芸術祭 開催（東陽町） 

      6月 22日 14:00～オープニングセレモニー 

▲ 2月 23日に東陽地区の高齢者の交流を目的とし

た陽春の集いが開催されました。当日は 107名の

高齢者と 32名のボランティア、スタッフが参加し賑

やかに開催されました。福餅をご一緒に楽しみ、昔

遊び、吹き矢、書道に挑戦。その後は落語や舞踊、

音楽などで笑顔が一杯になりました。この陽春の集

いは、クリスマスオープンハウスの益金によって運営

されています。 当日餅の振る舞いなどクラブの皆

様には大変お世話になりました。 

                  （主事木村卓司 記） 

  

  

 

 

 

 

 

 

会場は大賑わい 

 

 

 

 

お餅のパックを 

配布 

 

＊グリーンクラブの参加者は  

 青木方枝／浅見クミ子／浅見隆夫／西本晃子 

 布上信子／森川正子 の６名でした。 

 お餅とお茶のサービスをいたしました。 
********************************************** 

3 月 happy birthday 
           

           樋口元子ﾒﾈｯﾄ   1名 
********************************************** 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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(435) （普）6614121 

口座名 東京グリーンワイズメンズクラブ 

会計 柿沼敬喜 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ＹＭＣＡ コーナー 


