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巻頭言

６月例会プログラム

２０１５年度 DBC 合同例会

日時：6 月13 日（土曜日）18:00～20:00
福田 勝江
場所：北野事務所 2 階大会議室
（東京八王子）
「足下を固めて飛び立とう」
昨年５月東京駅で又来年の再会を約束してお見送りをし、
（担当班Ｂ班 茂木、久保田、望月、辻、並木）
早一年、今年は八王子クラブがお訪ねする番になり、
「京都
受付： Ｂ班
茂木、望月
嵯峨野・嵐山界隈」との素晴らしいスケジュールの報告を
司会： 並木
受け楽しみにして居ました。
開会点鐘
会 長
当日５月１６日は朝から小雨模様でしたが、新横浜駅に１
ワイズソング
０名の元気な姿が集まった。
ワイズの信条
８時２５分発ひかり５０５号に乗車、京都駅１１時１３分
ゲスト・ビジター紹介
会 長
に着きました。ホームで澄川会長をはじめ、大阪セントラ
聖書朗読・食前の感謝
並 木
ルクラブの皆さんのお出迎えを受け、握手で逢瀬を喜び会
会食
うひと時でした。一行は京都駅から嵯峨嵐山駅に向かい、
卓話 「新渡戸稲造と台湾」
下車後宿泊先の「花のいえ」迄約１５分歩きましたが、道
新渡戸文化学園 学園長
森本 晴生氏
先月の例会ポイント（ ５月）
BF ポイント
（東京むかでワイズメンズクラブ 現会長）
在籍
20 名
切手（国内・海外）
195g
スマイル
辻
ハッピーバースデー
報告・連絡事項
閉会点鐘

会長、各担当
会 長

メン
10 名
メイキャップ 4 名
出席率
70％
メネット
2名
ゲスト
0名
ビジター
0名

累計
現金
累計
スマイル
累計
オークション
累計

470g
0円
0円
10,000 円
160,779 円
0円
73,450 円

（聖 句）

「いかに幸いなことか／神に逆らう者の計らいに従って歩まず／罪ある者の道にとどまらず／傲慢な者と共に座らず、主
の教えを愛し／その教えを昼も夜も口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木。ときが巡り来れば実を結び／葉
もしおれることがない。その人のすることはすべて、繁栄をもたらす。
」
（詩編Ⅰ章 1 節～3 節）
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１６回目のＤＢＣ合同例会

の両側には京都らしい小物やお菓子屋さんが立ち並びつい
立ち止まりがちになりながら宿に着きました。日本庭園の
緑美しい「花のいえ」に泊まる事が出来て感謝の一言です。
荷物を預け皆で「ワイワイ散策」のプランに従い渡月橋を
渡り天竜寺、嵯峨野竹林あたりまでは皆さん一緒でしたが、
途中気が付いたら長谷川さん、大久保さん、福田の三人で
歩いていました。健脚組、ゆったり組も忘れひたすら遅れ

大阪セントラルクラブ 澄川菊代
締結式 1998 年倉敷市、第１回目 1999 年帯広、十勝での
DBC 合同例会が持たれてから 16 回目となりました。
2011 年「東日本大震災」の影響でこの年だけが中止となり
ましたが、毎年続いています。今年、八王子の方々がひか
り 505 号で到着されるのを京都駅ホームで心待ちにお迎え

をとらないように夢中で付いて行きました。
大河内山荘、常寂寺、落柿舎、二尊院、化野念仏寺（空海
創建８０００体の石仏群）には目を見張りました。大覚寺、
祇王寺、野宮神社等約１３、０００歩強を歩き、途中丸尾
欣造さんに会い近道が出来て宿に戻りました。
１６時～１７時合同例会が会議室で司会則武秀尚さんによ
り行われました。
開会宣言、点鐘は澄川会長より始まり、恒例のプログラム

しました。懐かしいお顔を見てそれはそれは嬉しかったこ
と。
今までの八王子企画のＤＢＣはみな素晴らしいものであ
ったので、お迎えする側として必然的に力が入りました。
嵐山を候補としたのは、①京都観光に来ても、嵐山にはな
かなか足を伸ばせない。②京料理をどうぞ！③保津川下り
体験④人気のトロッコ列車に乗ってなど……。大堰川添い
の風情のある「花のいえ」に宿泊することは、きっと八王

で進行し１９時から席を移し懐石料理での夕食会に成りま
した。それぞれ話に花を咲かせ、美味しく楽しいひと時を
過ごしました。２１時３０分から懇親会となり、さすが大
阪の方がたは芸達者で、歌あり小話ありで盛り上げて下さ
いました。
１７日（日）晴れやかな朝 ７時から宿の庭で、緑あざや
かな木々の下神田尚人さんの司会で早天礼拝となり、美味

子の皆様に喜んでいただけることと、６か月前の受付開始
を狙っていました。行楽シーズンでもあり心配でしたが、
宿が確保されたことでゴーサインです。土佐堀クラブの工
藤さん、林恵美子さん、入江政江さんと４人で下見に出か
け、あちこちと歩き回り、帰りにはのどが渇いて喫茶店を
探し回りました。
保津川下り、トロッコ列車、湯豆腐の昼食ととんとん拍子

しい空気の中、身を洗われる思いで３０分のプログラムが
進行しました。８時朝食、９時３０分「花のいえ」を出発
し、トロッコ嵐山駅から約２０分亀岡駅に着いた。途中い
くつもトンネルを抜け保津川を見下ろしながらトロッコ列
車を楽しみました。保津川下りでは急流にしぶきを浴びダ
ィナミックなスリルを味わい１時間３０分を堪能しました。
１３時から「嵯峨野」で湯豆腐の昼食を頂いた後「花のい
え」で荷物を受け取り嵐山駅から京都駅に向かった。

にと言いたいところですが、行楽シーズンでもあり、予定
が二転三転しましたが、それも楽しいことでした。
両クラブの合同例会で誇れることは、開会宣言・点鐘から
聖句と、例会方式に則った会を続けていることです。また、
翌早朝の早天礼拝での清々しい空気と気持ちの時間も然り
です。例会での近況報告（１分間スピーチ）では、久しぶ
りの再会に自然と話が弾み、例会が伸び伸びとなり、これ
も微笑ましいでした。

新幹線の改札口でセントラルクラブの皆さんに見送られ、
素晴らしい企画の合同例会に感謝し、来年の再会を楽しみ
に帰京の途に着いた。 ＊残留組：久保田ご夫妻、大久保
さん、多河さん、福田の５名はあと１泊しました。
１８日１６時４６分の新幹線に変更し清水寺方向５，６
か所廻り約１８０００歩。さすがに疲れましたが、まだま
だ拝観したい未練を残し帰りました。

今回一番嬉しかったことは、体調が思わしくなかった橋
本秀昌さんが、間際の医者からの OK で参加して下さったこ
とです。残念だったことは、一緒に下見に行ったり、湯豆
腐のお店を紹介してくれた林恵美子さんの不慮の怪我での
欠席です。DBC は終わりましたが、自称 DBC 御用達の丸尾
欣造さんの写真が順次届いて楽しみが続いています。
皆様楽しい思い出を有難うございました。

京都駅にて：澄川菊代会長のお出迎え
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思い出多きＤＢＣ

第３回あずさ部甲府常盤町評議会

橋本秀昌
今年も第１５回目のＤＢＣが大阪セントラルクラブの主
催で行われまました。
当初より体調が悪く、今年は欠席と決め込んでいましたが
皆さんの励まし、強いお誘いでいけるようになりました。
５年前の大きな手術は何とかこなしてきたのですが今年の

久保田貞視
５月９日（土）今期あずさ部最後の評議会「甲府常盤町
評議会」が甲府市の岡島ローヤル会館で開催されるため、
当クラブメンバー５名は高尾駅に集合し、９時過ぎの中央
本線普通列車に乗り込んだ。甲府まで雑談しながら１時間
４５分で到着。甲府駅北口の旧校舎を移築した藤村記念館

成人式で高尾山で怪我をしてから調子を崩し、風邪を引き、
ソレをこじらせインフルエンザに移行し更に肺炎になって
しまいました。これが又また長期に亘りなかなか治りませ
ん、１月末から２月、３月と寝こんでしまいました。です
から体はガラガラに痩せてしまい、ＤＢＣの事はすっかり
忘れていましたが皆さんのメールを読んだり澄川会長さん
のお誘いの文章等をよんだりしていますと萎えた心がメラ
メラとＤＢＣに向かいます。１３日がＪＲのキップのキャ

の周囲を甲府クラブがローズガーデンにしており、種々の
バラが咲き誇っていた。駅前を美しく飾る甲府クラブのひ
とつのＣＳの素晴らしさに感嘆。校舎内展示室には甲府ク
ラブ仙洞田ワイズを主に日本中から集めた明治・大正時代
建築の県庁・役所建物の写真の数々。ゆっくり鑑賞した後、
東京山手クラブの尾内ワイズを交えて近くの蕎麦屋で豪華
なそば定食をとる。
評議会は１３時からで、望月部長の開会点鐘で開始、開

ンセル日と同時に医師からやっとゴーサインが出ました･。
面白いもので病気の事などすっかり忘れ身支度にかかりま
した。足はふらつきますが、中塚さんのお蔭で横浜線まで
たどり着き皆さんと会えた訳です。やはり新幹線はいいで
すね。小学生に戻ったようにスピードの出る車窓が楽しみ
でした。あっという間に京都駅に到着、大阪セントラルク
ラブの方々の出迎えを受けたときに医師から注意され一昨

会式に続いて、議案審議に移った。第一号議案次期あずさ
部部長方針は標次期部長（甲府クラブ）により、部長主題
「ワイズメンとして一歩前進」として部長方針と重点目標
を活動別に提案。第二号議案は小倉会計による次期あずさ
部経常予算。次期は区からの部長助成金がこれまでの４０
千円から２０千円に減額されたが部長活動費は前期と同額
の１０万円、また部の強化・活性化事業費として４０千円

日まで床に伏せていた事など忘れてしまい強い握手で迎え
られたときは感激しました。嵐山までロール電車にゆられ
映画で有名な太秦撮影所を左手に見ながら嵯峨嵐山駅に到
着。各自荷物は今晩、とめて頂く「花のいえに」置き早速
桂川沿いを散策、見えた、見えたぞ！渡月橋が、やく４０
年振りのお出迎えだ、全く変わってないのに驚いた、多く
の高校生を眺めたていた渡月橋が「あんたもあんなに若か
ったんだよ！変ったね！」といわれているみたいだった「ふ

計上。第三号議案は、あずさ部会日程で、１０月１８日（日）
甲府クラブホストにより新防災会館で開催予定。第四号議
案はあずさ部評議会開催日で、２０１５年７月１８日、２
０１６年２月１３日、５月１４日と決まり、第三回の５月
１４日は当クラブがホストクラブとなった。第五号議案は
「ＣＳ事業補助のための選考基準承認の件」で、選考基準
を明確にした。この基準第５について、議決権者より事業
報告と共に補助金の資金使途の報告を追加する提案がなさ

ようの間」での食事はゆったりしていて京料理を楽しめた。
今回の第二の見せ場は二日目の保津川下りであろう、私は
５０年ぶりであるが客が飽きないようなダ洒落を言いなが
ら船を操る船頭さんの姿は昔と変らない、下船してからの
京の湯豆腐料理も参加者を堪能させたに違いない。

れ承認。第六号議案はクラブ設立に伴う助成金５０千円支
給の件。第七号議案は「旅費補助の内規改定」の件で、長
野県内で評議会が行われる場合を追加。いずれの議案の全
員一致で承認された。このあと各事業主査及びクラブ会長
の報告があり、閉会式となる。最後に全員の写真撮影で、
評議会は終わり、甲府クラブの設立６５周年記念例会に移
った。

甲府クラブ 65 周年記念例会
茂木 稔
今回の評議会と甲府クラブ記念会には八王子からは久保
田・山本・長谷川・小口と私の５人で出席しました。
甲府駅には１１時頃に着いて、先ず藤村記念館へと向かい
ました。その目的はこの記念館の周りに植えられているバ
ラの花壇を見ることでした。そこは甲府クラブが主体とな
り、ラロの会と協力して立派なバラを沢山育てています。
丁度バラの盛りであり、３０種類以上の花が実に立派に咲
き匂っており、大変感心しました。

湯豆腐の里 五歌人
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次に歩いて岡島百貨店８階のローヤル会館に行き、評議会
が１３時から行われました。
たま、当日は甲府クラブにとっての６５周年にあたり、評
議会の後にその祝会が催される予定となっており、予定ど
うり３時半には評議会は終了しました。
４時からは甲府クラブの祝会となり、大澤英二氏（1933 年
生まれ）による昭和 25 年のワイズメンズクラブ設立の頃の

草刈り・バーベキュー
中央大学 1 年 中園愛華
5 月 30 日、 高尾のわくわくビレッジにて八王子ワイズ
メンズクラブの方々と一緒に草刈り・BBQ に参加しました。
草刈りの前に、ワイズの方々から鎌の使い方を教わりまし
た。使い方を誤ると大怪我につながると聞いて、草刈りに
してもちょっとしたコツが必要なんだなあと驚きました。
すぐ近くに山がそびえ立っており、自然を感じながらの作
業で気持ち良かったです。見たことのない虫や植物と出会
ったり、珍しい鳥の鳴き声が聞こえてきたり、とても癒さ
れました。日陰になっていて意外と涼しく、空気も澄んで
いたので作業もはかどりました。
草刈りのあとは BBQ で、ブロックで炉を作るところから
始め、薪の割り方や、マッチで火をつける時のコツを教わ
りました。いつか役に立てたらいいなと思います。そして
働いたあとみんなと一緒に食べるご飯はいつもより美味し
く、楽しかったです。レクリエーションではみんなの名前
を覚えたり、輪になってゲームをしたりしました。ゲーム
では私のグループは負けてしまいましたが、どうやったら
勝つかなど意見を出し合ったりするのが楽しかったです。
今回の草刈り・BBQ では色んな話が聞けて体験すること
ができ、親睦も深めることができました。今後もまた是非
ワイズの皆様とひつじぐもで一緒に活動できたらいいなと
思います。皆さんお疲れ様でした。

苦労話を傾聴しました。その話によると、戦後の混乱がや
や収まった頃、駐留米軍の二世の軍人がお手伝いしてくれ
て、米軍のジープに乗って駆け巡った話しやら、何も良く
分からない中でＹＭＣＡの会館の設立に多くの先輩達が情
熱を持って取り組んだ話を知り、やはりその力が脈々とし
て甲府クラブには流れていることを感じました。色々な
方々の祝辞や、ＤＢＣの和歌山クラブの方の話もあり、125
名の方がテーブル囲んで美味しい料理に話しが弾みました。
ところで、甲府からの帰りに八王子の駅前で財布を落とし
ましたが、翌日近くの交番に届け出ると、すでに本署に届
いていることが判り、初めての財布紛失の経験をする破目
になりました。

ひつじぐも新入生代表挨拶
蜂谷真基
心躍らせて中央大学に入学してから早二カ月が経ち
ました。私は中央大学に入学してから数週間様々なサ
ークル勧誘を受けましたが、その中で一番魅力的だっ
たこのボランティアサークルひつじぐもに加入するこ
とを決意しました。
私は宮城県の仙台市出身で、2011 年の東日本大震災
を現地で体感しました。地震が発生してから数週間の
間、私は友人たちと朝昼晩の食料の配給を配り、自衛

草刈り・BBQ
中央大学１年 林今日華
私は5 月30 日に、高尾の森わくわくビレッジにて草刈り
BBQ に参加させていただきました。
鎌を使うのは初めてで、
不安に思っているとワイズの方々が使い方を教えてくださ
り、バサバサ草を刈ることができるようになりました。鎌
を使うときは隣の人とは 2m 以上の間隔を空けなければな
らないため、一人でひたすら無心になることができました。
さまざまな葉のにおいを感じながら忙しくて忘れかけてい
た自分の時間を持つことができました。ふと気が付くとズ
ボンに植物の種が模様のように付いていて、達成感を味わ
いました。
お昼は BBQ で、薪割りを人生で初めて体験させていただ
きました。ワイズの方々のアドバイスは的確で、スムーズ
にたくさんのお肉を焼くことができました。そこで、お腹
を満たしながら聞いた国際交流の話や植物の話はとても興
味深いもので時間が経つのがあっという間でした。
また、その後のレクは大変盛り上がり、ワイズの方々や
ひつじぐもの先輩方と仲良くなれた気がします。今日一日
でひつじぐもとワイズの方々とのつながりを感じることが
できました。もっと八王子ワイズメンズクラブの活動につ
いて知りたいですし、これからも、元気で気品あふれるワ
イズの方々と交流していきたいと思いました。今日出逢っ
た皆さん、
「明日も草刈りしたい」と思えるくらい楽しい一
日をありがとうございました。

隊の方々の救援物資の搬入のお手伝いをさせてもらい
ました。その経験から大学に入学したらボランティア
活動をして、誰かのためになることがしたい、誰か困
っている人の支えになりたいと思っていたことがひつ
じぐもに加入する大きな理由の一つになりました。
私はまだひつじぐもの活動には少ししか参加できて
いませんが、これから様々な活動に積極的に参加して
多くの方々と触れ合っていきたいと思っています。そ
の中で八王子ワイズメンズクラブの皆様とも様々な交
流をさせていただけると嬉しく思います。
大学に入学してまだほとんど時間が経っていません
が、この大学で過ごす 4 年間というものを充実した時
間だったと感じながら卒業できるようにしたいと考え
ています。そのためにはもちろん大学での勉学を怠ら
ず、その上で自分の趣味やアルバイトでの社会経験、
そしてボランティア活動を通じた多くの人々との出会
いを何よりも大切にしていきたいと思います。
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ＹＭＣＡ便り

中大・学Ｙ便り
5 月の活動報告

YMCA 西東京センター 所長 鳩山 徹郎

3 年 井上なるみ
5 月中旬の日曜日、カトリック高幡教会にて“さつき祭”
が行われました。毎年ひつじぐもは一部のテントをお借り

5 月末から、急に夏の陽気となりました。最高気温が 30
度に近づく日も珍しくないほど。これから雨季を超え、ま
たこの暑さが戻ってきます。気候が変わりやすい時期です

してブースを出店しています。今年は現役生新入生合わせ
て20 名が参加し、賑やかな活動となりました。
当日はとても良いお天気でした。私は 3 年連続でお祭り
に参加していますが、毎年さつき祭の日は真夏並みの晴天
になり、何か不思議な力があるように感じてしまいます。
午前中は教会のミサに出席しました。今年はミサ初参加の
メンバーが多く、不安もありました。とくに新入生の中に
は YMCA についての理解やキリスト教についての知識が

から体調など崩されませんようにご自愛ください。
5 月の末には、
「プレキャンプ」というキャンプを実施し
ました。どちらかというと新しいリーダーたちに、YMCA キ
ャンプを実体験してもらうためのキャンプです。リーダー
たちはメンバーとなり、YMCA スタッフや OBOG リーダーが
プログラム進行やグループカウンセラーを担います。
30 名以上のリーダーが参加してくれ、短い時間ではあり
ましたがキャンプを楽しみました。キャンプを体験する中

まだない人もいたと思います。ミサ終了後、よくわからな
かったという感想を正直に言ってくれた子もいました。一
人一人感じることは様々でしたが、それでも、皆にとって
貴重な経験になったということは確かだと思います。
午後からのお祭りでは、韓国のトックというお餅を団子
にして、
“トッコチ”として販売しました。トックは粉から
手作りしました。味付けは、きなこ、みたらし、そしてハ

で、初めて会う他者との共同生活の緊張を感じ、プログラ
ムを通してそんな緊張が少しずつ解けて仲間と近付いてい
く感覚を知り、そういった変化を可能にする小集団活動、
キャンプソング、キャンプ場の環境を知ることが出来まし
た。これからのリーダー活動の糧となるだろうと大きな期
待をしています。

ンくん手作りのコチュジャンの三種類を用意しました。売
れ行きは好調で、お祭りの途中に 115 本を完売しました。
また、タイスタディツアーの際にタイで購入してきたお土
産もブースに置きました。商品はどれも現地の子どもたち
が手作りした物です。タイスタの商品は毎年売れ残ってし
まうこともあるのですが、今年は新入生が積極的に販売し
てくれたおかげで、たくさんの方に手にとっていただきま
した。

6 月に入り、サマープログラムの準備も本格化してきまし
た。山中湖センターや野尻キャンプ場、赤城キャンプ場で
の実地トレーニングを含め、様々なトレーニング及びリー
ダー会を重ねプログラムに臨むのも、YMCA のプログラムの
大きな特徴です。関わるリーダーたちにとっては決して楽
なボランティアではなく、むしろ多くの時間を要し、自分
と向き合う中で苦しむときもあります。
代わりに大きなやりがいや喜び、得られるものがあります。

さつき祭は今年で第 40 回をむかえました。神父様をはじ
め、地域の方々が毎年私たちに声をかけてくださることに
改めて感謝したいと思います。来年も、そしてその先も、
このお祭りにひつじぐもが携わり、後輩たちが積極的に活
動してくれることを期待しています。

リーダーたちの挑戦が始まります。リーダーたちの活動が
実りあるものになるように、しっかり進めていきたいと願
うものです。今月もお支えをお願いいたします。

（お 話）
私は東京光の家という重度障害の盲人施設で毎月第四日曜日に聖書の話をしています。皆おとなしく一時間ほどの講
話を聴いて下さいます。
始まりの朗読聖句は大体詩編が読まれます。昔のユダヤ人が神様への信仰を心の底から吐露した言葉が詩編に込めら
れています。掲出したのはその最初の章の最初の 3 節で、馴染み深い聖句です。
私は壇上で、このような詩編の朗読を聞き、理事長の祈りと共に祈り、盲人が弾くオルガンで彼らと一緒に元気よく
讃美歌を歌ってから話を始めます。朗読された詩人の吐露する言葉が、私の腹の底に重しとなって、準備した講話に光が
与えられるように感じます。つたない証が少しでも役に立てばと祈るばかりです。
仲田達男
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報

ボランティア活動

告

◇ ５月１６（土）
・１７（日）ＤＢＣ合同例会
会場：京都嵯峨野「花のいえ」
１６日 嵯峨野散策と合同例会
１７日 トロッコ列車と保津川くだり
参加者：久保田・中塚・茂木・橋本・小口・長谷川・
福田・多河・大久保ﾒﾈｯﾄ・久保田ﾒﾈｯﾄ
入江・宇都宮・神田・則武・古家・澄川・吉田・石橋
川上・丸尾（河内ク）
・工藤（土佐堀ク）
・小畠（土佐
堀ク）
・入江ﾒﾈｯﾄ・本庄 ２４名

* 老人デイサービスセンター鑓水*
【報告】
5 月２6 日（火）ペーパーフラワー 14:00～15:00
参加者：石井・昆・下重・山口・山中・茂木
【予定】
6 月９日（火）ペーパーフラワー 14:00～15:00

ＢＦ報告
５月切手

◇ ５月２３日 第二例会
八王子北野事務所 小会議室 18:00～20:15
・ ２８年在京ワイズ合同新年会の件
会場は昨年と同じく多摩センターに有る桜美林多摩
アカデミーヒルズ
時間 12：30～16：00 会費 ５千円を想定
講話 桜美林大学講師 薛恩峰氏（桜美林大学チャプ
レィン）
・ 東京銀座クラブ、白金高輪クラブ ６月３０日付解散
・ 東山荘募金 目標１億円 会よりは３万円
個人は別途で募金
・ ネパール地震救済募金 ６月１３日の第一例会のスマ
イルを含めた全額を会として出す
・ ひつじぐもワイズ合同 わくわくビレッジ草刈・バー
ベキュウ ３０名参加予定 雨天実行
9：00 のバス乗車 10：00 より作業予定
12：00 より野外バーベキュウ 後ゲーム
・
会長・メネット会長感謝会
８月８日（土）予定 会場は未定
候補 ①ファイン ②京王プラザ ③やる気茶屋
・ クリスマス例会手配
１２月１２日予定 17:00～18:00 礼拝 奨励
19:00～21:00 食事会 会費3,500 円 学生 1,500 円
・ 会則に結婚のお祝いを入れる提案有り
・ 8 月10 日（月）東京町田・東京コスモス 25 周年記念
・ ＹＭＣＡ西東京センター決算約 50 万円黒字
（鳩山報告）
センターの行事をブリテンに掲載する
参加者：久保田・酢屋・橋本・中塚・茂木・長谷川・小口
福田・多河・鳩山

国内：195g
外国： 0ｇ

５月プルタブ

0g

累計：445g
累計： 25ｇ
合計：470g
累計：260g

今月は、年度末につき、会計締め切り月です
会費の振込をお願いいたします
会計担当 小口 多津子
会費振込先：
三井住友銀行 北野支店（普通）0720654
東京八王子ワイズメンズクラブ

＜西東京センター 主な行事予定＞６月～１０月
6月
9 日（火）
「第3 回ボイストレーニングお試しレッスン」＠西東
京センター
NPO 法人 日本フィジカルボイス協会理事長の玉澤明人さんを
お迎えし、無料体験レッスンを実施しています。仲間作り、健
康増進、余暇の充実の機会・場となりますし、みんなで気持ち
良く声を出して、心も体も元気になれます。ぜひご参加くださ
い
7月
14 日（火）
「第4 回ボイストレーニングお試しレッスン」＠西
東京センター
同上
10 月
4 日（日）
「西東京ファミリーフェスティバル」
＠高尾の森わくわくビレッジ
６つある定例野外活動毎にブースを出し、定例野外活動登録者
やキャンプ参加者が家族とともにブースを回りながら、工作や
クッキング、ゲームなどを楽しみます。最後には全員でキャン

◇ ５月３０日（土）ひつじぐも新入部員歓迎行事
高尾わくわくビレッジ 草刈・バーベキュー

プファイヤー。リーダーの頑張りとファミリーの笑顔を見にい
らしてください。午前中にはキャンプ参加者向けのキャンプ報

参加者：梁取直也・井上なるみ・工藤伸太・ハン・イクヒ

告会も実施しています。

ョン・佐藤克彦・友浦桃奈・牧野充幸・佐宗玲子・嵯峨蓮・
君川海有・新妻廉志・中園愛華・大西美波・幡野有香・
梅村佳代子・須郷利貴・西澤美優・高橋舞衣・青山真歩・

今月の誕生日

辻 翔平・田中冴華・林今日華・蜂谷真貴

６月

ワイズメン：久保田・長谷川・山本・茂木・酢屋・多河・
福田・中塚
6

６日 辻 直治

