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国際会長 Moon Sang Bong（韓国） 主題 “Yes, we can change”
スローガン “Courage to challenges” 「挑戦への勇気」
アジア地域会長 田中博之（東日本区）主題 Action「アクション」
スローガン“ With Pride and Pleasure”「誇りと喜びを持って」
東日本区理事 宮内友弥（東京武蔵野多摩）主題：
「為せば、成る」
副題「ワイズが何をしてくれるかでなく、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」
あずさ部部長 廣瀬 健（甲府２１）主題「未来はそれを備える人のものである」
クラブ会長 主題「動こう、動かそう！」副題「変わろう、変えよう！

久保田 貞視
花輪 宗命・並木信一
多河敏子・長谷川あや子
小口 多津子
久保田佐和子
中里 敦
山本 英次・茂木 稔
大久保 重子・多河 敏子
小口 多津子

巻頭言

６月例会プログラム
日時： 2019 年６月８日（土）午後６時～８時

第２２回東日本区大会のバナーセレモニー

会場： 八王子市北野事務所 ２F
受付： 大久保、山本

（東京八王子）
「足下を固めて飛び立とう」

司会： 茂木
開会点鐘

久保田会長

ワイズソング

一 同

ワイズの信条

一 同

ゲスト・ビジター紹介

久保田会長

聖句・食前の感謝

辻

会食
卓話 「風呂敷き王子」 横山 巧さん
東京YMCA 報告

担当主事 中里

報告・連絡事項

久保田会長 他

スマイル
A Happy Birthday

久保田会長

閉会点鐘

久保田会長

久保田会長
先月の例会ポイント（5 月）
BF ポイント
在籍
１６名
切手（国内・海外
300g
メン
10 名
累計
630g
メイキャップ ３名
現金
0円
出席率
８１.３％
累計
0円
メネット
2名
スマイル
6,380 円
ゲスト
４名
累計
77,915 円
ビジター０名
オークション
0円
ひつじぐも
４名
累計
0円

今月の聖句（2019 年6 月）
五旬祭（ごじゅんさい）の日がきて、皆が同じ場所に集まっていると、突然、激しい風が吹いて来るような音が天から
起こり、彼らが座っていた家中に響いた。そして、炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。す
ると、一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに、他国の言葉で話しだした。
（新約聖書・使徒言行録 2:1~4）
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ひつじぐも中大生はおしゃべりが好き

第３回あずさ部善光寺評議会に出席して
久保田貞視
今回の評議会は５月１１日（土）午後１時より、長野クラブホス
トで、勤労者女性会館しなのきで開催され、長谷川メンと出席
しました。

小口多津子
五月晴れの 12 日に、恒例の「ひつじぐも新入生歓迎・草刈と
バーベキューが、いつもと同じ高尾の森わくわくビレッジであ
りました。朝の早い集合でしたが、上級生メンバーと入会希望
の新入生メンバーが 27 名、八王子クラブは 6 名、そして今年
はなんとひつじぐも OB の方4 名の参加がありました。
ひつじぐもの最初の委員長だった鶴田麻子さん（旧姓細谷）、
青木香織さん、大熊貴俊さんと今回 OB 呼び掛け人の柳原絵
里子さん（旧姓佐藤）。柳原さんは、「これから八王子クラブの
プログラムには、積極的に OB が加わるように声掛けをしてい
きたい」と素晴らしいことを言って下さいました。
私達も OB の方々が本当に懐かしい、もう顔を合わせただけ
で十数年前のことが次々と思い出されてきました。この日来て
いないクラブメンバーの消息を聞いて下さったり、笑顔とそよ
風の中で話は尽きません。
10時に久保田会長の挨拶とひつじぐも川村君の挨拶、自己
紹介、草刈の説明・・・。
草刈の後は、あっという間に 12 時の BBQ タイムがきて、グル
ープに分かれて鉄板を囲み、野菜を載せ、肉を焼き手を動か
しながらのおしゃべり。
見渡すと黙っている学生は一人もいない、皆誰かと絶えず話
し込んでいる、学科のこと、バイト、先生、住んでいるアパート
の住人のこと、家賃の話もしていました。集まったうち２／３が
新1年生という彼らには、もう友達に聞きたいことばかりが一杯
あったのでしょう。入学したばかりで今のこの置かれている位
置の確認をして、納得をして相手の話を吸収している彼らを
見たとき、これが、この日の本当の姿であったと思うと、八王子
クラブのこのプログラムは大成功でした。
閉会の時、同じ輪の中にいた 4 年生の須郷君が我々ワイズ
に、こんなことを発信しました。「今後、ひつじぐもと八王子クラ
ブとの懸け橋になっていきたい」と、嬉しい言葉と収穫の多い
一日でした。

甲府２１クラブ廣瀬部長として、今期最後の評議会となりました。
議題は前回東京八王子クラブの第２回評議会が雪のためキャ
ンセルとなった為議案は多く、第７号議案まで審議されました。
第１号議案はＣＳ助成金配分で、この中で長野クラブは共催
での事業があり、この配分は原則、主催が原則であり、ＣＳ事
業助成金基準について明示してほしいとの意見が富士五湖
クラブからありました。
第２号議案は次期（2019-2020 年度）部役員承認の件で、松本
クラブの赤羽部長、金井書記、柳沢会計のほか、４主査（地域
奉仕事業・大和田主査、駒田会員増強主査、長谷川国際交流
事業主査、本川ユース事業）に加えてメネット連絡委員・中島
メネット、各クラブ会長が承認されました。
第３号議案は次次期部長として御園生ワイズ（東京サンライ
ズ）が選出され承認、第４議案は部推薦代議員に廣瀬直前部
長が承認されました。部監事の久保田ワイズについては特に
承認がなく、黙認されたようです。
第５号議案は赤羽次期部長の活動方針で、部長主題「あなた
の入会時の“ときめき”と多くの経験をワイズのために！」とし
て、ＥＭＣを主に活動方針を説明し承認され、第６号議案の次
期経常予算が承認されました。
富士五湖クラブ提案の第７号議案は東日本区理事が１年毎に
続く東京武蔵野多摩クラブを今回だけ部長輪番制からスキッ
プさせることが稟議され承認されました。その為、次期の次次
期部長の担当は当クラブとなる。
その後、部長報告、主査活動報告、クラブ会長の活動報告は
各各自時間を気にしながら簡潔に報告され、監事講評、閉会
式ではＹＭＣＡの歌とともに、あずさ部の歌・あずさの道を全
員で斉唱して、閉会点鐘となりました。
終了後は長野クラブ福島副会長の善光寺案内と懇親会とな
りましたが、当クラブの２人は明日の草刈りのことがあり、懇親
会には参加せず、帰京しました。

草刈りに汗をかいた新１年生と OB と八王子ワイズ
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高尾わくわくたより・６月号

西東京センター便り

館長 古市 健
西東京センター 主任主事 中里 敦

本稿を執筆している現在、雨は降らずとも空は厚い雲に
覆われ薄暗く、間もなく入る梅雨を想起させる空模様とな
っております。昨年は例年並みの 6 月6 日の梅雨入りなが
ら、梅雨明けは観測史上で最も早い 6 月 29 日でありまし
た。梅雨明けとともに猛烈な暑さとなり、お客様への熱中
症対策喚起など、例年以上に安全に配慮の必要な、長く、
暑い夏となりました。今年こそは穏やかな夏になってもら
いたいと、気が早いながらも思いを巡らせております。
新しく元号が変わり、令和となって初めての月が早くも
過ぎ去ろうとしております。今年度はここまで、前年度以
上に多くのお客様にご来館いただいております。元号代わ
りの影響によって 10 日間にも及んだゴールデンウィーク
の長期化も、当館には好影響を与えることとなりました。
例年以上に多くのお客様にご宿泊いただき、中でも小さな
お子様を連れたご家族のご利用が多く、簡単に取り組める
物作りのプログラムや原っぱで元気いっぱいに遊ぶなど、
皆様それぞれ当館でのお時間を満喫している様子が見られ
ました。当館は団体向けの施設でありながら、こうして多
くのご家族にもご利用いただいております。団体様も個人
様も大切なお客様として、それぞれが当館で豊かな時間を
お過ごしいただけるよう、引き続きサービスの提供に努め
て参りたいと思っております。
冒頭で申し上げた通り、関東地方も間もなく梅雨入りす
るものと思われます。雨が降ることで、お客様のキャンプ
ファイヤーなどの野外プログラムが中止にならないよう祈
るとともに、空は暗くともスタッフは明るい表情でお客様
をお迎えするよう心掛けて参りたいと思います。

まもなく梅雨の季節に入ります。うっとおしいと感じるこ
の季節から、コミュニティーセンターは、また慌ただしくな
ります。4 月は新年度が始まりバタバタしますが、5 月は少
し落ち着きを取り戻します。
6 月からは、年間の定例活動のリーダー会に合わせて、
夏のキャンプに向けて本格的に準備が始まります。キャン
プの申込み受付が始まり、リーダー会が始まり、実技リー
ダートレーニングも行われます。夏が終わるまで駆け足で
過ぎていきます。そしてこの夏のキャンプも無事に終えら
れることを今から祈っています。
ここ数年キャンプの募集が順調に集まるようになってき
ました。それだけＹＭＣＡへの期待も多くあるということで
あり、責任を感じます。そして、無事に一つひとつを終えら
れることを祈る時、このところ子どもたちが被害にあう事件
や事故が頭の中を横切ります。
私たちの考えの及ばない中で色々なことが起こってい
ることに対して、どのように対応していくか考えさせられま
す。社会とのつながりの中で生かされていくＹＭＣA の活
動として、改めて私たちにできる安全策を考え、子どもた
ちがのびのびと成長する場を提供できるようにしていかな
ければとスタッフ会でも話しています。
このところの事件や事故はどれも自己中心的な考えで
起こっているように感じます。そのような社会の中で、ＹＭ
ＣＡの働きは重要だと感じます。人とのつながりを作り、孤
立しない社会を作っていきます。また、他者を思いやる心
を育んでいきます。
そのような子どもたちの成長は、今起きている事件や事故
をなくしていく一助になるのではないかと感じます。

わくわくヴィレッジに早くも現れた「コクワガタ」

今月の聖句によせて（2019 年６月）
クリスマス（降誕日）
、イースター（復活日）と共に、キリスト教会の三大祝日の一つがペンテコステ（聖霊降臨日）で、イース
ターから５０日目に、キリストの弟子たちの上に聖霊が下り、教会が誕生した日とされています。
今年は6 月9 日（日）になります。このペンテコステの大切な意味は、神様の恵みが、聖霊を通して私たちの中に生き生きと働
いており、その力によって教会が建てられている、ということにあります。また、ペンテコステの色は＜赤＞とされ、この赤は教
会の色でもあるということです。 私は、1969 年、日本の戦後と同様に、いたるところで建築工事が行われ、戒厳令下で建設途上
にあった韓国を初めて訪問しました。夕刻、自動車でソウル市内を移動している時、一番目立っていたのが、あちこちに見える赤
い十字架でした。赤十字といえば病院がすぐに頭に浮かびます。運転していたソウルYMCA の主事に、
「ソウルには病院が多いです
ね」と語りかけたら、
「あの赤い十字架はみんな教会です」
、と教えられ、驚いたことを、50 年経った今でも鮮明に思い出します。
日本ではあまり見ることのない光景だったからです。
「赤」は聖霊を受け、世界にイエス・キリストの福音を述べ伝えようとした弟
子たちを象徴する、情熱の炎の色でもあるのでしょうか。
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並木 信一
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出席者（敬称略）：A 班古市・B 班福田 並木 望月 久保田
久保田佐和子・C 班 辻 辻久子 大久保 茂木 山本 多河
計12 名
高尾山仲間・上野次郎さん 岡垣修武さん 小山吉明さん
石川敏子さん 計4 名

中大ひつじぐも便り
ひつじぐも３年の跡部恭子
日野市のみさわ児童館で行われる、毎年恒例のイベント『み
さわこどもまつり』に、今年もひつじぐもが参加させていただき

中央大学ひつじぐも・原部佑基さん 池田情苑さん
水口愛実さん 川村拓さん
協議、報告事項・次期クラブ役員と担当班割り当て
２５周年記念大会 実行委員長 久保田会長
記念誌編集責任者 茂木 広報（チラシ配布等） 長谷川
・会計・小口その他は第 2 例会で協議する
◎東日本区大会 6月1日・2日 出席者：久保田会長 長谷川
小口 花輪 中里、中大須郷君

ました。毎年大盛況で、今回もお天気に恵まれた中、大勢の
こどもたちが遊びに来ていました。私自身もひつじぐもに入っ
てから、毎年活動させていただいてるほど、大好きなイベント
です。
このおまつりでは、「つくろうコーナー」や、「あそぼうコーナ
ー」など、様々なコーナーがありますが、今回私が担当したの
は「つくろうコーナー」の「革のしおり」です。まずは私たちも、
同じ大人のスタッフの方々に教えて頂きながら試作しました。
小さな短冊状の革に、アルファベットやマークの刻印を木槌
で打って、その上からインクで彩色し、さらに布で表面を磨き、
紐をつけるという、多くの工程を経て完成される革のしおり。
一見難しそうで、こどもたちにも作れるのか不安でしたが、一
人一人見事に完成させていました。刻印の工程では、反転し
たアルファベットの向きに苦戦する子もいましたが、スタッフ
がそばについていたので上手くできていました。着色の工程

◎アジア・パシフィック大会 7 月 19～20 日 出席者：久保田
会長 小口 長谷川 花輪 久保田佐和子メネット会長
◎絹の道ボランティアとの食事会 6 月 12 日（水）久保田佐和子

6 月の卓話者の紹介
風呂敷き王子：横山 功さん
～暮らしを奏でる いちまいの風呂敷き～
真むすびやほどき方といったふろしきの基本か
ら、日常、和文化、旅、アウトドア、子育て、防
災に役立つ様々な技を実習して修得します。
ご自宅にある風呂敷きをご持参ください。

では、赤・青・黄・緑の 4 色が使える中で、全付けたりと、個性
が出ていました。力一杯磨いてピカピカにでき上がった革の
しおりを、嬉しそうに見せてくれたり、ありがとうと言ってくれた
りする子が多くて、私もとても嬉しい気持ちでした。
毎年、こどもまつりのイベントでは、多くのこどもたちとふれあ
うことができます。しかしそれだけではなく、地域の方々や、
他の学生ボランティアの方々など、同じスタッフとして一緒に

大・小各サイズの風呂敷きが良いですね。
絹の道デイサービスセンター ボランティア活動
【報告】５月１２日（火）14:00～15:00 手工芸
参加者：赤羽、石井、色川、下重、調、多河、山中、山中、茂木
【予定】６月１４日（水）14:00～15:00 手工芸
活動前にメネットさんとの交流会がキッチン山中でありま
す。
（11:30~13:30）

なって活動できるということが、非常に大きなことだと思ってい
ます。このこどもまつりは、そのような人と人とのつながりの大
切さや、協力して物事を成し遂げる大切さを教えてくれる素敵
なイベントです。

報

＊ＢＦ2019 年４月報告 プルタブ報告
切手: 国内
300g
海外
0ｇ
累計 6300g
プルタブ
1330g

告

卓話者の上野次郎様は岩手県ご出身で、高尾山登山のお仲
間だそうです
「宇宙開発も官から民へ,米ソ宇宙競争時代から宇宙ビジネス
の幕開け」と題するお話でした
自己紹介・JAXA について①宇宙開発前夜②日本の宇宙開
発③宇宙開発の国際的意義④宇宙ビジネスの幕開け
⑤宇宙科学の進展

６月のお誕生日の皆さん
辻 直治さん

６月 ６日

ブリテン編集委員
山本英次・茂木稔・大久保重子・多河敏子

http://ys-east.jimdo.com/bulletin/tokyo
hachiouji/

（報告）来年の国際大会はデンマーク
例会スマイルは 6,380 円でした
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