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国際会長主題

スローガン： “Let it Begin with Me”「まず自分から始めよう」
東日本区理事主題 渡辺 隆（甲府）
：
「原点に立って、未来へステップ」
“Stand at the origin and take a step for the future ”
あずさ部部長主題 標 克明（甲府）
「ワイズメンとして一歩前進」
クラブ会長主題 長谷川あや子（八王子）
「若い人の成長を願い、ともに歩む」

第二部 祝会・懇親会（19：00～21：00）
司会 橋本秀昌
受付 福田 大久保（清）
ピアノ伴奏 永町匤世

担当C班：橋本、多河、福田、大久保、

ゲスト・ビジター紹介
（東京八王子）
「足下を固めて飛び立とう」

18:00～21:00

場所：大学セミナーハウス
第一部 クリスマス例会（18：00～19：00）
司会 多河敏子

「信念のあるミッション」

アジア地域会長主題 Edward K.W.Ong（シンガポール）
「愛をもって奉仕をしよう」

１２月例会プログラム
（クリスマス例会）
日時：１２月１２日（土曜日）

Wichian Boonmapajorn(タイ)

スローガン：
“Count Your Blessing”「恵みを数えよう」

奏楽 永町匤世

開会点鐘

長谷川会長

長谷川会長
眞野
仲田

食前感謝の祈り
乾杯
会食
歌
単語探しゲーム
A 班・B 班・C 班・中大学Y・ゲストビジターの対決

スマイル
大久保清 大久保重子
（多摩いのちの電話に寄附）

ワイズソング
ワイズの信条

Happy Birthday

キャンドル点灯

閉会挨拶

中塚副会長

讃美歌 １０９番 きよしこの夜 １，３
聖書朗読・祈祷（マタイ２：18-22、ルカ１：26-33）多河
奨励「イエス・キリスト」

仲田達男

讃美歌 １０６番 あら野のはてに １，２
キャンドル消灯
例会報告

会長・各委員

閉会点鐘

長谷川会長

先月の例会ポイント（ １１月）
BF ポイント
在籍
18 名
切手（国内・海外）
205g
メン
11 名
累計
1403g
メイキャップ 1 名
現金
0円
出席率
67％
累計
0円
メネット
2名
スマイル
5,720 円
ゲスト
6名
累計
198,778 円
ビジター
0名
ひつじぐも
4名
オークション
0円
累計

73,450 円

（聖 句）
「かつて書かれた事柄は、すべてわたしたちを教え導くためのものです。それでわたしたちは、聖書から忍耐と慰めを学んで希望を
持ち続けることができるのです。忍耐と慰めの源である神が、あなたがたに、キリスト・イエスに倣って互いに同じ思いを抱かせ、心
を合わせ声をそろえて、わたしたちの主イエス・キリストの神であり、父である方をたたえさせてくださいますように。」
（ローマ人への手紙 ⒖:4～6）
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巻頭言

１１月例会卓話「日本は中国にどう向き合うべきか」
卓話者 中央大学名誉教授 斎藤道彦先生

松本大樹さんのご結婚を祝して!
中塚辰生
松本大樹さんは、有海会長のとき、2008 年 10 月例会
で、山本英次メンの紹介により、入会されました。
松本大樹さんは、1981年5月8日生まれの、八王子クラ
ブにとっては、大事な「ヤング会員」です。
松本大樹さんに、11/28(土)の、11 月例会、並びに
12/12(土)のクリスマス例会のお誘いをした際、松本大
樹さんからの返信で、11/21 に、結婚式でグァムに行く
のですが、帰国した後、すぐに何かと慌ただしくして
いるため、11/28 の例会は不参加とさせて戴き、12/12
のクリスマス例会は、参加下さるとのことでした。
11/21、グアムへ行かれた日、取り急ぎ松本大樹さん宛
てに、『松本大樹様ご夫妻のご結婚を祝し、心よりお祝
いを申し上げます』と、メールで祝福を申し上げまし
た。
長谷川会長も、『クリスマス例会の懇親会の席上で、
華々しく！皆様と共に、お祝いを申し上げましょう。』
と述べられております。
松本大樹ご夫妻のご結婚、おめでとうございまた!!。

久保田 貞視
「中国」を見るには複雑な諸側面を多角的に観察する視点
が必要として、１前近代日中関係，Ⅱ近代日中関係 Ⅲ現
代・未来日中関係/日本戦後史 Ⅳ尖閣問題の項目ごとにお
話しされた。１では、人類の歴史から始まり、人間の歴史
は約２０万年と言われるが、歴史上解明できるのは３万年
前からである。中國の歴史は殷王朝からではなく実際には
夏王朝からのようである。文化的関係では、漢字文化であ
る漢字、先秦思想，唐詩等が日本に入り、当時は敬意と近
親感があった。Ⅱ近代にはいると日本は１８６８年明治維
新により天皇制国家となり「近代化」が先行し帝国主義の
時代になった。欧米崇拝とともに中国蔑視政策を進め欧米
は清を植民化しているところで１８９４年日清戦争となり、
日本が勝利し台湾を取得。１９１２年中華民国樹立（ここ
で初めて「中国」の名称を使う）
、１９３１年満州事変、１
９３７年日中戦争に、そして１９４１年太平洋戦争に突入。
Ⅲ現代・未来日中関係・日本戦後史は、１９４５年８月１
５日の日本敗戦から。日本は敗戦により日本国憲法が成立、
米国の日本軍国主義解体政策がとられた。
一方、中国は、
「国民党革命路線」
（議会制民主主義目標）
であったが、
「中共革命路線」
（ソ連型社会主義目標）との
内戦により後者が勝利し、１９４９年１０月中華人民共和
国が樹立。日中国交樹立は１９７２年、日中平和友好条約
は１９７８年締結され、１９７２～１９８０年代は日中蜜
月時代であった。
現代の中国政治体制は、党国家主義で中国共産党が全権
を握り、党中央委員会政治局常務委員会の７名が共産党８

GUAM の二人

千万人の代表として全権を握っている。しかも言論の自由
不在、民族矛盾・対立があり、革命政党として利権集団化
している。日中歴史関係でも中国政府のカードとして、今
になって、歴史問題を振りかざし、侵略戦争、靖国神社参
拝、従軍慰安婦、強制連行労働問題を言い出してきた。中
国は１９７８・１２の改革開放により１９９２年、
「社会主
義市場経済」に移行し、高度成長を遂げ、
「世界の工場」と

Congratulations on Your Wedding
追記（山本）
松本君は、N 証券八王子支店の営業マンである。
私との出会いは、退職金が豊富？に懐に残っていた 10 年ほ
ど前の頃である。N 証券、D 証券、S 証券の新人女性営業ス

なり経済力強化に連れてナショナリズムの肥大化（反米・
反日）している。日本の対中 ODA 援助３兆円、鉄鋼生産工
場建設時の日本の支援を中国は忘れているかの様だ。２０
１２年１１月中国共産党総書記に習近平が就任し、偉大な
中華民族復興の夢、汚職対策、言論抑圧の強化を進めてい
る。
Ⅳ尖閣問題は、１９７１年尖閣諸島近辺に天然ガス埋蔵あ
りとのニュースで、急遽領有権を主張、１９９２年には一

タッフの訪問を受けて、国債や株式や投信を買いまくって
いた。ただ一人の男性営業マンとして、最後のおこぼれを
拾っていたのが松本君である。
その後、他店の女性スタッフは悉く退社して行き、残った
のが、松本君であった。
顧客の立場を駆使してワイズへ勧誘したのだが、根が真面
目なのか、義理立てているのか、退会せずに頑張っている
若いワイズマンである。中塚次期会長が、大切に育んでき

方的に「領海法」制定。２０１２．９野田政権の尖閣列島
国有化決定により、中国は「魚釣島は日本が盗んだ」とい
う始末。
「魚釣島は中国のものだったことがあるのか？証拠

た人材をみんなで盛り立てて行きましょう。そして、新婚
家庭を暖かく見守って行きましょう。
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吟味は？日本外務省もその検討をしていない。
「魚釣島（尖
閣）＝中国領」の根拠は皆無。２０１２年以降中華人民共
和国の尖閣領海侵犯・領空侵犯が継続、
「反日一色」
。主権
侵犯には対処が必要。平和を守るためには領海侵犯は許さ
ないことが必要。日本政府・外務省・全政党が「領海侵犯
は許さない」と言っていない。なぜか？
最後に基本的視点として、１．日中関係は、日本の平和

高尾の森便り
高尾の森わくわくビレッジ報告
館長 佐藤信也
師走に入り高尾の森わくわくビレッジでは朝晩がかなり
冷え込んでまいりました。皆様もどうぞお身体をご自愛頂
きお過ごし下さい。

主義・技術的先進性と中国の膨張主義の相反する側面の双
方を見落とさないこと。２．経済的相互依存関係の現実を
踏まえるとともに、主権侵犯を許さない。３．日中関係は
長期的に対立しつつ共存を追及する。４．近年の日中関係
の悪化は、主として中国側の硬直的姿勢に原因がある。
そして中国に向き合うには、１．政府間で対立があって
も外交関係を維持し、話し合いを発展させる。２．尖閣領
海侵犯は許さない。尖閣領海侵犯を放置して平和は守れな

さて、ワイズガーデンでは目に見えて苗の生育状態がわ
かるようになってきました。菜の花、日本水仙、西洋水仙
もしっかりと根をはり１５cm から２０cm ほど延びてきて
います。春には多くの花が咲くことが本当に待ち遠しく楽
しみです。だだ、最近この地域全体でイノシシ被害が多く
なってきました。TWV でも野外炊爨場付近でも被害が出て
おり地域を上げて対応を検討しております。花たちが守ら
れますようTWV スタッフ全体で目を光らせています。
また、１１月１４日に第二回八王子フォルクローレフェス
タが開催されました。このフェスタは八王子を中心とした
三多摩他のフォルクローレグループが、年一回集まり、日
頃の練習成果を発表しあう、フォルクローレ音楽会です。
当日は１２グループの渾身の演奏を聴くことができ、１５
０名程の聴衆者がありました。私も南米音楽を聴く機会は
あまりありませんが、聴衆者にとっては独特の音色を生で

い。３．中国投資は徐々に縮小し、東南アジア・南アジア
に重点を移す。４．民間交流を地道に発展させる。５．中
国の民主化を気長に待ち、中国国内民主化運動の努力を支
援する。
尖閣については中国は実効支配で領有化の世論を作るた
めに領海侵犯を繰り返しており、日本は断固として主権侵
犯を許さないと主張すべきである。
斎藤先生の卓話に対して種々質疑応答がなされたが、聴
取者は身近な重要課題として真剣に組むことが出来、貴重
な卓話であった。

聴ける素晴らしい機会となりました。
最後にTWV は12 月から2016 年 2 月までが閑散期となり
ます。予約がまだまだ可能な状況です。特に平日はご家族
やご友人にてもゆっくりとご利用を頂く事が可能な時期で
す。この機会に是非ご利用下さい。

１２月イベント
①『 わくわくステージミニコンサート』(参加自由)
【日 時】１２月５日(土)１２時２０分～１３時００分
大正琴によるミニコンサートが開催されます。
曲名： 冬のメドレー、喝采、ドレミの歌、夕やけ小焼け、
釜山港に帰れ、みちづれ、翼を下さい、ふるさと
②『 わくわく子どもクリスマス会』(電話申込)
【日 時】１２/１３(日) １０：００～１５：００
【対 象】 年中～小学２年生
【内 容】 「レクリエーション」や「調理室でピザ
マフィン」などを行います。
※マフィンの生地にピザのトッピングをして、オーブン
で焼くプログラムです。
※小麦、卵、乳製品アレルギーの方はご参加いただけません。
③『 わくわくクリスマスパーティー』(電話申込)
【日 時】１２/２０(日) １０：００～１５：００
【対 象】 小学３～小学６年生
【内 容】 「レクリエーション」や「調理室でカレーライス、
鳥の丸焼き作り」などを行います。

２０１６年度 在京ワイズ新年会
日時：2016 年 1 月9 日（土）12：30～15：30
会場：桜美林大学 多摩アカデミーヒルズ
TEL 042－376－8511
第一部：新年礼拝（12：30～13：00）
奨励は薛 恩峰先生（桜美林大学チャプレン・
専任講師）
第二部：懇親会（13：10～15：30）

※② ③共にお子様のみが参加できるプログラムです。
【参加費】ひとり 2,160 円（税込）
【定 員】 20 名
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中大・学Ｙ便り

西東京センター便り
皆様 はじめまして！

活動を通じて感じること

副センター長 中里 敦
１２月に入りいよいよクリスマスシーズンとなります。
イルミネーションやクリスマスの文字が街中に溢れ、賑や
かな季節となります。
皆様はじめまして。この度、鳩山さんの後任として西東
京センターに異動してきました中里敦です。江東区東雲に
ある、しののめＹＭＣＡこども園で１年間の開設準備室か
らたずさわり５年７月の働きの後、西東京センターへまい
りました。ＹＭＣＡでは、山中湖センター、医療福祉専門
学校など、キャンプ場と学校関係での経験が主であり、こ
の度地域センターでの働きの場を与えられたことは、ＹＭ
ＣＡでの働きを見つめ直す良き場を与えられたと感謝して
います。西東京センターは、サポートしてくださる方々が
たくさんいるセンターだと聞いております。そして、その
方々が中心となったプログラムも展開され、ＹＭＣＡの会
員になってくださっている人たちもたくさんいます。西東
京センターに来て数日ですが、職員４名の小さな部署にも
かかわらず、このように支えてくださる方々がいるからこ
そ成り立っていると感じております。これからも楽しみな
がら集えるセンターにしてまいりたいと思っておりますの
で、よろしくお願い申し上げます。
１２月はスキーキャンプが行われ、多くの子どもたちが
参加します。多くのボランティアリーダーが、キャンプに
向けて準備をしています。キャンプを通して、冬の自然に
触れ、一緒に参加するキャンパーやリーダーたちとの交流
の中で人間関係を築いていきます。スキーが上手くなった
成功体験、仲間との楽しい時間は、子どもたち一人ひとり
を成長させていきます。また、リーダーたちにとっても子
どもたちから色々な学びをしながら、成長をしていく機会
にもなります。今年のキャンプも参加する人たちにとって
良き成長の場となるよう祈っております。
今年も皆様のおかげで無事に終えようとしていること、
感謝申し上げます。また、来年もよろしくお願い申し上げ
ます。ＹＭＣＡでは様々な所でクリスマスをお祝いいたし
ます。色々な場で皆様とクリスマスをお祝いできることを
楽しみにしております。また、各ご家庭においても神様に
祝福されたクリスマスをお迎えください。

中央大学 3 年 井上なるみ
冬の寒さも厳しくなってまいりました。皆さま風邪など
ひかないようどうぞご自愛ください。
さて、少し前の話になりますが、9 月中旬に静岡県東山
荘にて行われた第 43 回全国学生 YMCA 夏期ゼミナールに参
加してきました。今年は「Mission impossible? ~ステレオ
タイプからの脱却~」をテーマに、ジェンダーや貧困・平和
などについて皆で議論しました。今回の夏期ゼミでは、学
Y 生に限らず、多くのシニア、都市 Y 生、ワイズメンズや
同盟スタッフの方々など、様々な所属の方とお話すること
ができて毎日充実していました。YMCA という繋がりがある
からこそ出会える人々や経験でした。
思えば今年度の中大 Y にも新しい出会いがたくさんあり
ました。1 年生はもちろんですが、3 年生にも今年から 6 名
が新加入しています。このサークルに入会した理由はひと
りひとり違うと思いますが、学年や経験を問わず、
“ひつじ
ぐも”という居場所が皆にとって少しでも心地良いものに
なってほしいと私は密かに願っています。
先月号ブリテンでの小口さんのお言葉をお借りするなら
ば、
『この年代の「友人」というのは昔も今も変わりなく一
番大事な存在』であると、今の私は胸を張って言えます。
3 年間このサークルで活動してきた身として後輩たちに伝
えたいのは、YMCA の活動を通じて自分にとって大事な存在
を見つけてほしい(または、改めて気付いてほしい)という
ことです。そのためにも様々な活動に参加して出会いに貪
欲になってほしいと思いますし、私自身もそうでありたい
と考えています。
最後になりますが、12 月より各活動係りの引き継ぎが始
まっていることをご報告させて頂きます。八王子ワイズメ
ンズクラブの皆様に大変お世話になるワイズ係りも、現在
の佐藤くんから後輩に引き継がれます。過去、係りを担当
させて頂いた私と佐藤くん同様、新ワイズ係りのことも温
かく見守って頂けると幸いです。新体制となるひつじぐも
をどうぞよろしくお願い致します。

（お 話）
クリスマスの月にふさわしい聖句をと考えて選んでみました。パウロの書簡の中でも際立って有名と思われる書簡の
締め括りとなるような部分です。説教というよりパウロの心からの祈りでしょう。
この手紙はユダヤ人向けに書かれた部分と、異邦人向けに書かれた部分が交互に編集されているという有力な説があ
り、紹介した部分はユダヤ人向けに書かれたものです。パウロは旧臘にこだわるユダヤ人と戦って異邦人に信仰の道を
開きました。
私たちはとかく派閥などを作ったりしてお互いに傷つけあいがちです。相和す道を探し求めることが一番建設的な生
き方だと思います。ユダヤ人信者と異邦人信者との融和のために一生をささげたパウロの祈りを共にすることは、現在
の世界に最も求められていることだと思います。
仲田達男
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・2016 年～2017 年八王子クラブ会長に中塚辰生さんが決定。
11 月第一例会議事録
2015 年11 月 28 日（土）北野事務所大会議室
出席者：小口、中塚、山本、長谷川、久保田、久保田メ、
辻、茂木、大久保、大久保メ、多河、橋本、福田、
斎藤道彦先生、林恵玉、杉野、酢屋、中島、十市、
小林、佐藤、牧野、須郷 以上２３名

告

11 月第二例会議事録
2015 年11 月 12 日（木）北野事務所小会議室
出席者：長谷川、中塚、小口、久保田、辻、茂木、並木
多河、福田（9 名）
（報告）
・YMCA 東京西東京センター主催、ペタペタの会。
11 月3 日深大寺～野川～多磨霊園までのウオーキング
参加・久保田・多河・小口・長谷川、高尾山グループ
２名。
夕方の会員の集い参加者、久保田、長谷川、高尾山 2 名。
・わくわくビレッジワイズ・ガ―ディンを 11 月3 日茂木さ
んが手入れ。

卓話：日本は中国にどう対応すべきか 斎藤道彦先生
中大ひつじぐも 次期委員長 佐藤克彦君に決定
12 月6 日（土）西東京センター ファミリークリスマス
13:30～ 東京 YMCA 医療福祉専門学校

・DBC の為の浜名湖周辺を 11 月10～11 日実踏。
（報告、茂木さん）DBC 2016 年5 月 21～22 日です
宿舎は規模も OK ということで確定。見学先は、浜松市楽
器博物館物館、浜名湖遊覧船、浜松フラワーパーク等。
マイクロバスで移動。
・担当主事の交替・・・11 月より鳩山徹郎さん（フロスト
バレーへ）から中里 敦さんに替わりました。

* 老人デイサービスセンター鑓水*
【報告】
１２月４日（金）手工芸 14:00～15:00
参加者：赤羽・石井・昆・下重・調・多河・山口・山中
茂木
【予定】
２８年 １月２５日（月）ペーパーフラワー 14:00～15:00

ボランティア活動

ＢＦ報告

（今後の予定）
・クリスマス例会、12 月12 日（土）八王子セミナーハウ
ス（多河さん）
受付：17：30 C 班担当、メン2500 円（クラブから 1000
円補助）
メネット、ゲスト、ビジター3500 円、中大生1500 円
第二部で祝会。
・12 月第二例会は、12 月26 日（土）

１０月切手 国内：１６５g（久保田）４０g（多河）
累計： １４０３g
外国： 0ｇ 累計： ２５ｇ 総累計： １４２８g
１０月プルタブ
累計：２２０６g

西東京センター行事紹介
【１月】
１２日（火）
・２６日（火）ボイストレーニングサークル
１４日（木）音訳養成講座＠山手センター
東京ＹＭＣＡ音訳ボランティアサークル「シジュウカラ」が主催
【２月】
９日（火）
・２３日（火）ボイストレーニングサークル
４日（木）
・１８日（木）音訳養成講座＠山手センター
１４日（日）ＡＳＣＡクラス２０周年記念講演会＠山手センター
『発達障がいのある子の高校卒業後の「社会自立」の実現に向け
て』と題して記念講演を開催
【時間】１３：００～１７：００予定【参加費】1,000 円
【３月】
８日（火）
・２２日（火）ボイストレーニングサークル＠西東京セ
ンター
１０日（木）音訳養成講座＠山手センター
東京ＹＭＣＡ音訳ボランティアサークル「シジュウカラ」が主催
１１日（金）東日本大震災５周年復興支援活動報告会及び街頭募
金＠西東京センター 国立駅前

・在京ワイズ新年会・・2016 年1 月 9 日（土）12：30～
（久保田さん）
桜美林大学多摩アカデミーヒルズ、八王子クラブのホス
ト久保田実行委員長より、役割り分担の発表。全員参加
を希望。
新年会の前に 10～11：45、在京ワイズ会長会
・1 月オークション例会・・2016 年 1 月30 日（土）
北野事務所（長谷川会長）
卓話「保険の話」田中博之ワイズとオークション
会場の都合で日にちが変更になりました。
・第18 回チャリティーコンサート（並木さん）
日時：2016 年 3 月12 日（土）1：30 開演、八王子市北野
市民センター８F
出演者・・三上佳子氏（ソプラノ）
、川村敬一氏（テノー
ル）
、大杉祥子氏（ピアノ）
チケット1000 円

役割分担は12 月例会で。

１２月誕生日の皆さん

・街頭募金（地雷廃絶, 東日本大震災被災地支援）
3 月5 日（土）2：00～ JR 八王子駅前

多河 敏子
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ワイズソング（いざ立て）
１ いざ立て
手を挙げ
われらの
ふさわし
絶えせず
この身を

心あつくし
２ 歌えば
心ひとつに
誓いあらたに
ともがき ひろがりゆきて
モットー守る
遠きも
近きも皆
その名ワイズメン
捧げて
立つやワイズメン
めあて望み
栄えと
誉れ豊か
捧げつくさん
まことは 胸にあふれん
ワイズの信条

１．自分を愛するように、隣人を愛そう
２．青少年のために YMCA につくそう
３．世界的視野をもって、国際親善をはかろう
４．義務をはたしてこそ、権利が生ずることをさとろう
５．会合には出席第一、社会には奉仕第一を旨としよう

讃美歌 １０９番
１
３
きよしこのよる 星はひかり
きよしこのよる み子の笑みに
すくいのみ子は まぶねの中に
めぐみのみ代の あしたのひかり
ねむりたもう
いとやすく
かがやけり
ほがらかに
讃美歌 １０６番
１
２
あら野のはてに 夕日は落ちて
ひつじをまもる 野べのまきびと
たえなるしらべ 天よりひびく
あめなるうたを よろこびききぬ
（くりかえし）
エク
セル シス デオ グロリア イン エク セル シス デオ
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