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“On the Move!! ”「さあ 動こう!!」
“With Pride and Pleasure”「誇りと喜びを持って」
「みんなで力を合わせて、１･２･３」
ＮＯ ５２１
「入会時の“ときめき”と多くの経験をワイズのために！」！為せば、成る」No
「いつも自然体で！ 楽しい例会参加を」

2020 年２月号

そこで王は答える。「はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さい者の
１人にしたのは、私にしてくれたことなのだ。

マタイによる福音書２５章５節

国立競技場、五輪の期待

スピリッツオブワイズメン、ＴＯＦの展開

ＷＨＯウォーキングのご案内

アジア太平洋地域会長 田中博之（東京多摩みなみ）
今月は TOF の強調月間です。
TOF（読み方は「トフ」ではなく
「ティー・オー・エフ」）とは Time
of Fast の略号で、日本語では「断
食の時」と訳されています。その
名のとおり、食事をクラブ例会や
家庭で抜き、食事も十分に採れな
い貧しい人たちのことを思いつ
つ、その食事金額分を、発展途上
国を中心とした YMCA/ワイズが
主催、後援する様々なプロジェク
トを支援するためのワイズメン
ズクラブ国際協会の基金に寄付
を行う、ワイズの代表的な国際事
業で、「スピリットオブワイズメ
ン」と呼ばれています。
1972 年の開始から今日に至る
まで、約 700 万米ドル（7 億 7 千
万円）の献金が寄せられ、世界各
地の救貧、識字率向上、衛生環境
改良、授産等のプロジェクトに用
いられてきました。昨年度は、合
計約 13 万ドル（約 1,400 万円）
の献金が捧げられましたが、内、
クラブ役員
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東・西日本区からは約 2 万 5 千ド
ル（約 280 万円）の献金でした。
TOF が支援するプロジェクト
は各クラブ、各 YMCA から公募
され、国際 TOF 委員会の推薦に
より、国際議会で決定されます。
今年度、新たに支援プロジェクト
に選ばれたのは、セネガルの農業
技術訓練所開設、カンボジアのア
フタースクール設置、ジャマイカ
のユース寮建設など 9 件でした。
2016 年以降、各 TOF プロジェク
トは、国際連合の SDGs(持続可
能な開発目標)の 17 の分野の内、
最低ひとつの分野に関わりがあ
ることが求められています。
どうぞ TOF へのご理解そして
ご協力をよろしくお願いいたし
ます。

↑ＴＯＦ シンボルマーク ＳＤＧｓ

(写真は完成した国立競技場)

１ 月 の 記 録
在籍者数

１３人

（内功労会員） １人

東京五輪パラリンピック開幕
まで 5 か月。国立競技場周辺を期
待と追憶を胸に散策します。
期 日：2 月 22 日（第 4 土曜）
コース：JR 原宿駅―記念選手宿
舎―第 1 体育館―オリンピ
ックミュージアム―国立
体育館―JR 千駄ヶ谷駅
集 合：JR 原宿駅神宮改札口前
9：45
解 散：JR 千駄ヶ谷駅 4：30 頃
携行品：雨具、昼食、飲料持参
会 費：300 円。初回の方は名札
代 200 円、入館 400 円

ニ コ ニ コ

6,540 円

メネット

１人

クラブファンド（当月）

1,718 円
163,498 円

出席者数

１０人

コメット

０人

クラブファンド（残高）

メーキャップ

２人

ビジター

４人

ホテ校ファンド（当月）

１００％

ゲ ス ト

３人

ホテ校ファンド（残高）45,670 円

出席率
前月修正

－

出席者合計 １８人

WHO 参加者

6,500 円

４７ 人
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２ 月 ＴＯＦ例 会 案 内

受付 鳥越 成代
司会 高嶋美知子
開会点鐘
篠原 会長of
今月は、巻頭言にありまように TOF(Time
ワイズソング（いざ立て）
一2 個の夕食
同
Fast＝断食の時）例会です。おにぎり
聖書朗読・感謝
吉田 明弘
となりますが、ご協力ください。卓話には、同時
挨拶・ゲスト＆ビジター紹介
会
長
通訳者として、翻訳者として活躍されている、利
会食
根川恵子さん（川越クラブ）をお招きしました。
今月の強調テーマ：TOF（Time

of Fast：断食の時）

同時通訳には、瞬時に通常の何倍も脳を使うそ
卓話者の紹介と進行の説明
吉田 明弘
うです。ある時は、話す人に同化し、ある時は話
卓話
「英語同時通訳の泣き笑い」
す人と聞く人の関係を取り持ちます。どのような
利根川 恵子さん
事前準備をするのか、知らない単語が出てきたら
どうするのか、通訳に責任はあるのか、など興味
ハッピーバースデー
会
長
深いお話をうかがえると思います。ぜひお誘い合
諸報告（地域奉仕、会員増強、国際・交流、ユース）
わせてご出席ください。
会 長 他
日時：２月２０日(木)
１８：４５～２１：００
YMCA 報告
担当主事・木川 拓
会場：「ウェルファーム杉並」４Ｆ集会室
ニコニコ献金
一
同
閉会点鐘（杉並区天沼 3－19－16 03-535-7330）
篠原 会長
会費：500 円（どなたも）
担当：A 班（高嶋、鳥越、吉田）
ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ
8 日 高嶋美知子

19 日

新年度役員を選出
－１月第２例会－
日時：1 月 23 日（木）
19：10～21：00
会場：ウェルファーム杉並
出席者：神谷、篠原、高嶋、鳥越、
本川、村野、吉田
＜確認事項＞
①1 月記録を確認した。
②1 月 16 日現在の会計報告：報
告書の通り承認した。2019 年 7
月以降の各月の会計報告書が
再配布された。
③次期クラブ三役を 1 月 12 日、
東京 YMCA 東陽町センターで
行った臨時役員会で決定した。
会 長 篠原文恵（留任）
副会長 大野貞次（留任）
書 記 本川悦子
会 計 石井元子
その他の役員、事業委員は、
3 月第 2 例会で決定する。
④各行事、催事への出席予定者を
確認した。
＜協議事項 ＝例会関係＝＞
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神崎 陽子
▼3 月東京世田谷クラブとの合同
例会：当クラブがホストを務
め、会場はウェルファーム杉
並。卓話者は黒田知代さん｡卓
話題、プロフィールは後日確認
する。
▼4 月例会
卓話者：田上かつみさん（熊本
むさしクラブ田上正さんメネ
ット）
＜協議事項＝例会関係以外＝＞
①小山多喜子さんの 2019 年 12
月末日退会を承認した。
②継続審議だった「BF 献金等の
任意献金」は予算通りに執行す
る。
③メネット会費として国内プロ
ジェクト及び東日本大震災復
興支援に各 5,000 円納入する。
④デンマークで行われる IYC の
参加者推薦は該当者なし。
⑤ブリテン 3 月号企画案を神谷
編集担当からメール提案する。
⑥ブリテン送付先を決定した。
（書記・神谷幸男）

卓話者紹介

利根川 恵子（とねがわ・けいこ）
さん
国際基督教大学で「会議通
訳法」を履修。大学院在学中、
サイマル・インターナショナ
ルのアルバイトとして国際会
議通訳を経験。
埼玉県立高校教諭、大宮市
教育委員会で学校教育、さい
たま市長公室秘書課で国際交
流などを担当、在職中は、
UNESCO 関連事業、市主催国
際交流事業、市幹部職員・議
員等視察訪問団等の通訳も担
当した。現在、さいたま市国
際 NGO ネットワーク副代表。
ワイズメンズクラブでは、
2016-17 年度東日本区理事、
現在ブラザークラブ国際事業
主任、東日本区文献・組織検
討委員会委員長。
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１月例会卓話は井上光夫さんの「プライベートジェット機」

卓話は話題のＰジェット機
－１月例会報告－
1 月例会が 15 日(木)、ウェルフ
ァーム杉並において開催されま
した。卓話は、『米国のプライベ
ートジェット機の最近事情』の題
で、米国で長く関わられた井上光
夫さんでした。
スクリーン上に飛行機の写真
が次々映され、それぞれの機種に
ついて説明があり「オオッ飛行
機、へえー」と見入りました。
民間航空機は大きく分類する
と航空運送事業（旅行で乗るエア
ライン、旅客・貨物を運ぶ）と、
一般航空として、①レジャー飛行
自家用機による飛行 ➁スカイ
スポーツ ③産業航空（測量、空
撮、チャーター機、航空機使用事
業）④公共機関による運航(警察、
消防、航空局、海上保安庁)に分
けられるそうです。
プライベートジェット機は、ア
メリカに 13,000 機、日本に 90
機あります。日本は鉄道が発達し
移動は短時間で済みますが、アメ
リカは広いので都市を結ぶのも
飛行機、スポーツ選手など移動に
使用され、中型機(19 人～人乗り)
需要も多いのです。価格的には豪
華な Boing747‐81BBJ は 450
億円、Ｂ787 は 250 億円、B737・
A320 は 85 億～120 億円から、
ガルフスタン(米)G650（19 人乗
り）は 0 億円、ボンバーディア・
グローバル(カナダ)は 78 億円、ロ
ングレンジ機は 65 億～80 億円、

正岡子規が愛した根岸子規庵の糸瓜（へちま）棚

ベリーライトジェット・ホンダは
5 億 8,000 万円、小型ピストン機
cessna172 は 3,000 万円です。
三菱もビジネスジェット MU—
2、MU—300 を作っています。飛
行機は機体を運行するだけでな
く、FBO という地上業務、給油・
駐機・整備修理・運行事務・機内
食手配・地上交通手配(リムジ
ン・レンタカー)が含まれていて、
市場規模は大きいのです。
その後の質問・感想タイムも盛
り上がり、いつもは乗るだけの飛
行機を全く別の角度から学んだ
ひとときでした。 （村野絢子）
例会出席者：＜メンバー＞石井、
大野、神谷、河原崎、木川、篠原、
高嶋、本川、村野、吉田、＜メネ
ット＞神谷、＜ビジター＞藤井寛
敏(東京江東)、長谷川あや子（東
京八王子）、田上正（熊本むさし）、
＜ゲスト＞大河原好二、恒石浩
志、宮崎加奈子、井上光夫（卓話
者）、＜MU＞神崎（在京新年会）、
鳥越(12 月第 2 例会)

賑わった「侘びの根岸」
－WHO１月報告－
1 月 25 日（土）の 241 回 WHO
ウォーキングは、「根岸の里の侘
び住まい」の下谷根岸。参加者
47 人。前年 1 月の「東京丸の内」」
が 36 人でした。この差には暖冬
以外の何があったのでしょうか。
江戸時代から東の叡山・寛永
寺、維新後は、上野駅開業、博覧
会、都市公園と、賑わいと文化の

中心だった上野山に比べて、北麓
にある根岸は、それを支える人た
ちの町でした。一方、音無川や田
園風景が広がる地で、寛永寺貫主
として江戸に下った輪王寺宮の
別邸（御陰殿）や、前田藩下屋敷
（後に前田侯爵邸）があり、のど
かな風情を、正岡子規をはじめ文
人が好んで住みました。
今回は、子規庵など、子規ゆか
りの地と、御陰殿跡、笹乃雪、御
行の松や、入谷鬼子母神、小野照
崎神社を歩き、昼食だけ上野山の
国際子ども図書館でとりました。
台東区立書道博物館は、元々
は、画家・書家であった中村不折
の書道に関する重要文化財 12
点、重要美術品 5 点を含む個人コ
レクション。白と黒の世界に圧倒
されました。建物も立派。その向
かいにある子規庵は前田藩邸の
侍長屋、戦災で全焼したものを戦
後、復元しもの。襖を開けて子規
が現れるのではと思える佇まい。
子規の門弟たちが 45 人座った記
録があるそうですが、床を抜いた
ら大変と、半分に分かれて畳に坐
って説明を聞きました。
ワイズの参加：石井・吉田（東京
西）、中澤（東京たんぽぽ）、青
木、樋口（東京グリーン）、関（元
石巻広域）
（吉田明弘）
東京 YMCA の HP
で、WHO の毎月の
予告と報告を写真
入りで見ることが出き
ます。
http://tokyo.ymca.or.jp/community/
2020/01/20200131-01.html
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東京クラブのホスピタリティ
－在京クラブ新年会－
2020 年在京ワイズ合同新年会
が 1 月 11 日(土)に開催され、約
120 人が参加しました。
第 1 部～第 3 部は東京 YMCA
社会体育・保育専門学校において
行われ、礼拝では台風 19 号被災
地支援の献金が行われました。
第 2 部では、日本 YMCA 同盟
神崎清一総主事、アジア太平洋地
域田中博之会長、東京 YMCA 菅
谷淳総主事から祝辞と期待が述
べられました。
第 3 部では今回の目玉企画で
ある映画「大地の詩（留岡幸助物
語）」を鑑賞。明治時代、家庭の
温かさを知らない故に不良と化
した子どもたちが、これ以上悪に
染まらないよう家庭学校を作っ
た留岡イズムストーリーは
YMCA も後援しており、子ども
教育において、幼少期における家
族愛の大切さを感じることが出
来る作品でした。
第 4 部では会場を YMCA ホー
ルに移し、ホストである東京クラ
ブがご用意された懇親会がスタ
ート。お寿司やピザ、串揚げに小
さな丼、そしてデザートまで、次
から次へとたくさんの食事には
温かい手作り感がありました。
終始和やかな中、クラブ紹介で
は、それぞれの会員がこぞってク
ラブの雰囲気をアピール。ピース
サインや両手を掲げるその姿は
「皆さん、本当にお若い！」そん
な印象を受けました。
懇談の中で、会員増強は各クラ

ブ共通課題で ある
ことも耳にし まし
た。取組みや理念の
共有はもちろ ん大
切ですが、私はこれ
こそ、ワイズらしさ
と思いました。皆さ
んの温かいア ット
ホームな雰囲気を、
世代を問わず、自然
に共感出来る 人が
もっと増えることを切に願いま
す。
（担当主事・木川拓）
＜参加者＞大野、石井、河原崎、
神崎、木川、篠原、高嶋、本川、
村野、吉田

在京ワイズ会長会報告
1 月 11 日（土）午前、在京新年
会の前に YMCA ホールで在京 18
クラブの会長と担当主事による
会長会が行われた。
ゲストの在日本韓国 YMCA 朱
宰亨総務と李善幸通訳を交え、今
年は 5 グループに分かれての協
議があり、新年の挨拶が主な従来
からの顔合わせ的雰囲気と違い、
現在直面している会員減少に立
ち向かう幹事さんたちの意気込
みが伝わった。
資料として、YMCA 側からの
関係要望点とワイズ側からの要
望点がアンケート結果の報告書
で示され、今後の関係がどうある
べきかが提案されていた。
東京世田谷・東京グリーン・東
京北・東京西クラブが集まった私
たちのグループでは、①重要度、
②緊急度、③実現可能性について
の課題が用意され、意見を木川主
事が模造紙にまとめ、見える形で
認識して貰った。
印象に残った言葉は「改正点を
含む継続の必要性」「サーバント
リーダーに徹する会長像」「共通
認識を見つける」
「知力の必要性」
「成功例を見つける」などなど、
有意義な会長会となった。
（篠原文恵）

ＹＭＣＡ Ｔｏｄａｙ
■みなさんはホテル学校にある
「写真スポット」はご存じでしょ
うか。2 階エレベーター前の壁に
は季節に応じた装飾が施され、久
しぶりに足を運んだ卒業生が記
念に 1 枚、いわゆる『インスタ映
え』スポットがそこにあります。
足を運んだ記念にぜひ 1 度、試し
てみてはいかがですか。
■1 月 6 日、新年職員礼拝が社会
体育・保育専門学校を会場に行わ
れ、職員 80 人が出席しました。
新年の心得として、古賀博牧師
（日本基督教団早稲田教会／東京
YMCA 評議員会会長）に「世界
の破局を防ぐもの」と題して説教
をいただきました。
■1 月 23 日、東京 YMCA 新春特
別午餐会が学士会館（千代田区）
にて開催され、約 40 人が出席し
ました。元サッカー日本代表の金
田喜稔氏（一般社団法人日本サッ
カー名蹴会会長）から「サッカー
におけるスポーツマンシップ」と
題して「グッドルーザー（良き敗
者）の精神」など、自身の経験を
お話いただきました。
■1 月 24 日、台風 19 号被災地支
援チャリティーコンサートが日
本基督教団霊南坂教会で開催さ
れました。当日は飯靖子氏（オル
ガン）、飯顕氏（ヴィオラ）、青
山学院女子短期大学グロリア
ス・クワイア（ハンドベル）が演
奏され、益金は台風で甚大な被害
を受けた社会福祉法人賛育会豊
野事業所の復興のために用いま
す。なお東京ＹＭＣＡは、長野市
北部の中期的な支援拠点「まちの
縁側ぬくぬく亭」の運営他、賛育
会と協力して被災地支援活動を
行っています。（担当主事 木川
拓）
意見交換
毎月１５日に発信

Ｃｈａｎｇｅ！ ２０２２
ＥＭＣニュース

ワイズドットコムで
配信されます
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インタビュー ☆７６☆
越智京子さんに聴く

☆☆

東京たんぽぽクラブ
＊
＊
＊
越智京子さんは、東日本区初の
女性区理事でした。 （吉田明弘）

―今日はよろしくお願いします。
いきなりですが、越智さんは、博
多育ちですか、福岡育ちですか。
「商人の町、博多です。武士の
町、福岡とは気風も言葉も違いま
す。母方は呉服商で代々久留米絣
を扱っていました。店で働く人を
含めて大家族で生活しました。父
は大学の教員でした」
―お祖父さん子だったのではあ
りませんでしたか。
「そんなことはありませんよ。
でも祖父には可愛がられ、いろい
ろ躾けられました」
―たとえば。
「女の子は、どのような家に嫁
ぐか分からないからと、いろいろ
なことを習い経験させてくれま
した。
『人にしてもらったことは、
石に書け、人にしてあげたことは、
砂に書け』とよく言われました」
―子どもの頃は。
「活発でした。よく教室で立た
されました。昼休みに裏山に行き、
私がシイの木にのぼり実を落と
し、男の子が拾い集めていました。
女の子はつぃてきませんでした」
―運動は得意だったのですか。
「中学では砲丸投げ、高校では
卓球。両方県大会にいきました。
―砲丸投げですか。信じられませ
んね。高校では弁論部だったとか。
「部ではなかったのですが、先
生に勧められ大会に出ました。県
代表になり、朝日新聞の主催で日

比谷公会堂で行われた全国大会
高校生の部で 1 位になりました。
題は『学問の必要性』でした。こ
こで夫と出会いました」
―ご主人も高校生ですか。
「いいえ、インターンでした」
―音楽の方は。
「小さい時から得意でした。芸
大の安永武一郎教授に師事し声
楽を習いました。高校では合唱コ
ンクールで県代表になりました」
―音楽の道へ。
「趣味でなく、音楽の専門家に
なるつもりでした。大学で声楽科
を専攻し、卒業後は、匡際芸術連
盟に属してフリーランスの歌手
として活動し、企業などのコーラ
スの指導もしました」
―YMCA との縁は。
「学生時代に福岡 YMCA のボ
ランティアリーダーの経験があ
ります。結婚して、光輝（元東京
銀座クラブ・越智光輝さん）が 4
歳の頃、東京 YMCA 山手センタ
ーの体育教室に入れました。とて
も雰囲気が良く、体が丈夫になっ
たので、ずっと YMCA で育てて
もらおうと思いました。私もセン
ター運営委員になりました」
―ワイズにはどうして。
「YMCA に『本日、
ヨルダン会』
と、掲示が出て、講演会だと思っ
て部屋に入ったら、YMCA で知
ってる方、教会で一緒の方、かか
っているお医者さんなどがおら
れ、迎えられました。皆さんいろ
いろ話していて、講演が始まらな
い。聞いたら、皆笑い出して、夜、
懇談する東京山手クラブの役員
会だったのです。『せっかく越智
さんが来たんだから食事に行こ
う』と。それで、自分から入会し
たのです。1993 年でした」
―入会後は、会員増強で大活躍で
したね。次期副会長だった時、区
の次期会長研修会に出たいと申
し込まれましたね。
「受ける以上、理解してきちっ
とやりたいのです」
―2002 年に女性だけのクラブを

チャーターされました。
「最初から女性だけのクラブを
目指したわけではないのです。子
どものいじめや自殺が社会問題
になっていました。
宇都宮 YMCA
から秋田正人主事が帰任して山
手センター内に子どもの居場所
『liby』を始め、それを応援するク
ラブの創設を頼まれたのです。い
ろいろ準備を始めたのですが、ど
うしても男性の理解が深まらな
い。それで母親の立場からと女性
に絞ったのです」
―越智さんは、男性の中にいた方
が、力を発揮するタイプと思って
いましたが。
「そうかも知れませんね。子ど
もの時からそうでしたから」
―2008 年、東日本区では初の女
性区理事になられました。心に残
る思い出は。
「個人的には、シドニーの国際
大会の開会セレモニーに東日本
区区旗を持って登壇し、皆さんの
拍手をいただいた時のことを鮮
明に覚えています。その年はびっ
くりするほど世界中からクリス
マスカードをいただきました。急
に世界が広がりました」
―重い病気をされ、現在も副作用
で治療中ですが、東日本大震災に
よる津波被災地への「歌の広場」
活動を石巻市を中心に続けてお
られますね。
「震災の 1 年前に発病したので
す。最初は個人として参加したの
ですが、すぐに東京たんぽぽクラ
ブの事業を立ち上げました。もち
ろん石巻広域センターからの器
材の運搬、会場設営など YMCA
や他クラブの方々の応援をいた
だいています。私自身、これまで
に 23 回、現地に行っています。
歌うことが楽しみにしている方
がおられますから」
―素晴らしいですね。
「継続は力！一度始めたら最後
までやれというのも祖父の教え
です」
―有難うございました。
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私の大切な物②

村野絢子

ステンドグラス
ローンを組み、夫の友人の設計でわが家を建て
たのは、1972 年長女が小学校に入る年であった。
薪ならぬ灯油の暖炉で火の見える暖房にして、シ
ンボルとなるステンドグラスを入れる事にした。
「二匹の魚と五つのパン」を聖書から選び、夫のス
ケッチを電話帳で探した業者に依頼した。デザイ
ンも色もお任せで、完成し玄関ドアの上に入った
のは、色鉛筆で書いたスケッチのままであった。
今もそのステンドグラスは昼間には外の光で家の
中からよく見え、夜は家の明かりで外を歩く人に
よく見える。
後に元東洋英和の小学部で美術教師だったステ
ンドグラス作家の今野満利子さんと親しくなり、
玄関に入って正面のドアを新しくする時、満利子
さんに相談し、「ブドウの枝と実」をテーマにデ
ザインした作品を制作して頂いた。

世田谷クラブの例会訪問記
鳥越成代
2 月 17 日(金)夜、東京世田谷
クラブ例会に参加させていただ
きました。昨年 12 月 4 日にアフ
ガニスタンで、中村哲医師が、銃
撃され亡くなられた事件に衝撃
を受け、卓話で日本 YMCA 同盟
主事、前日本キリスト教海外医療
協力会（JOCS）総主事の大江浩
氏が中村氏について語られるこ
とを知り、伺いました。
私は中村氏が TV で、アフガニ
スタンの砂漠化した土地に灌漑
用水路を作り、緑に替えた映像を
見、その奉仕活動のスケールの大
きさに感動していました。
大江氏から、医師である中村氏
のアフガニスタンでの活動を映
像で紹介され、人となりを伺い、
最後に「天、共に在り アフガニ
スタン三十年の闘い」という中村
氏の本の紹介がありました。
NHK 出版で菊池寛賞はじめ、沢
山の出版賞を受けている本です。
直ぐ購入し、喫茶店に入り読みは
じめ、時の立つのを忘れました。
現地での記録です。

それだけでは無く、もう一つ 5 羽のニワトリが
自由にあちこち向いている楽しい「5 羽の鶏」の
作品がある。はめ込む前に銀座の展覧会場に並べ
たところとても評判がよく、欲しいという声があ
ったという。1 点物のこの作品はわが家のお手洗
いの使用中のサインとなっている。
わが家にも 2 か所に作品を残して満利子さんは
昨年病死された。フランスのシャルトルで学び、
教会や学校などに多くの作品を残し、多くの弟子
を育てた彼女の本が今年の夏出版される。楽しみ
にしている。

JOCS が彼のペシャワール派
遣を決定し、そこではハンセン病
の治療に当たっていたこと。アフ
ガン戦争下の診療所の開設、地球
温暖化による大旱魃。アフガニス
タンで川にかろうじて残った泥
水を飲む裸の幼子の写真姿が、頭
から離れません。もう治療どころ
ではないと村人と井戸掘りを始
めたこと、ここには日本人青年た
ちの力があったとのこと。
その後のアフガン戦争や湾岸
戦争、私でもその時の映像は頭に
焼き付いている、その爆撃下での
様々な奉仕活動。その中で、中村
氏達はひたすら地元民のために
戦っていた。何故彼は銃撃された
のか、戦争も平和も人間がなすこ
とだと実感させられます。
この機会を与えて下さった東
京世田谷クラブに感謝です。そし
て手作りの温かいおでん、美味し
かったです。有難うございまし
た。

編

集

後

記

越智京子さん（元区理事・東京
たんぽぽ）の『ワイズインタビュ
ー』を手術、入院される前々日に
お願いしました。
TOF の巻頭言は、これまで、
メンバーが書いてきましたので、
マンネリを避けるため、田中博之
さん（現アジジア太平洋地域会
長・東京多摩みなみ）に書いてい
ただきました。
2 月例会の卓話は、利根川恵子
さん（元区理事・川越）です。
はからずも、区の表看板ともい
うべき方を並べてしまいました。
意図したことではなく、それぞれ
事情があってのことです。
役にある方は、私たちメンバー
以上に多忙ですから、あまり 1 ク
ラブのためにお願いするのも問
題があると反省しました。しか、
原稿依頼はともかく、誰もが他ク
ラブの方に、遠慮なく問い合わせ
たり、アドバイスを求めたら良い
と思いました。組織の風通しが良
くなりますし、そこにもワイズに
参加している素晴らしさがある
と思います。
（AY）

