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大澤和子（所沢）私の地域から世界に広げよう青少年を支えるワイズの輪・和・ワッ！
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Y’s Men with the World

ﾜｲｽﾞの輪を通して社会貢献を

*千葉ｳｴｽﾄｸﾗﾌﾞ連絡先 日本基督教団船橋教会

今月の聖句

273-0865 船橋市夏見6-6-6 ☎ 047-494-3586

兄弟たち,すべて真実なこと,すべて気高いこと,すべて正しいこと,すべて清いこと,すべて愛すべ き
こと,すべて名誉なことを,また,徳や称賛に値することがあれば,それを心に留めなさい。
(フィリピの信徒への手紙4章8節)

千葉ウエストワイズメンズクラブ8月例会
＜ LT, IBCの月 ＞
日時 ： 8月21日（土）午後2時～4時
場所 ： Zoom
司会 長尾昌男君
開会点鐘
髙田一彦会長
ワイズソング・ワイズの信条
聖書朗読
守安久美子さん
ビジター・ゲスト紹介
会長報告
ＹＭＣＡ報告
卓話「自分紹介」
鈴木秀信君
協議
新年度の活動について
閉会のことば
内田久昭君
閉会点鐘
髙田一彦会長

8月例会は、部長公式訪問、入会式を行う予
定でしたが、緊急事態発出のため、9月に延
期とします。したがって今月はZoom例会と
なります。
◎例会出席者は、髙田会長 090-8509-0701
又はメール takawaizu@f7.dion.ne.jp
へお願いします

7月のデータ 会員8名
出席者9名（会員8名、ゲスト1名） 出席率：100%
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 5,600円（累計：5,600円）

関東東部第１回評議会報告
大澤和子部長年度の第1回評議会が、7月31日13：
30より、31名（委任状5名を含む）参加してZoomによる
オンライン会議で衣笠輝夫ユース事業主査の司会に
より開催 された。各 クラブの役 員（会長、副会 長、書
記、会計）と部の役員（部長-現・直前・次期、事業主
査、メネット連絡員）が、通常の出席義務者であった
が、今回は大澤部長の肝いりで、YMCA担当主事の参
加も要請され8名の担当主事が参加した。大澤部長の
小林牧師の説教
方針では、未来の宝である青少年を支える側に立ち、
年を重ねてもいつまでも元気でいきいきと生活するた
めには、セルフエスティーム（自己有用感）を高めるこ
とが大切だと強調された。活動計画では、各クラブの
活動を共有することが大切であり、青少年との交流で
は青少年を招くばかりでなく、こちらから出かけることが
大事。また、女性が輝く風土を築きたい、EMC活動へ
の部とクラブの一体化による推進、YMCAとの更なる
パートナシップの強化などが語られた。その後4事業主
査の発表があったが、金丸EMC事業主査からは、各ク
ラブ1名の増員と牛久地区へのクラブ設立支援が強調
され、衣笠ユース事業主査からは、グローカル制度
（Global＋Local）を活かしてのクラブつくりの推奨がな
された。各クラブ会長の活動方針が発表されたが、そ
の際に、陪席している各クラブの担当主事の一言が大
澤部長の今期強調しているYMCAとの共同を伺わせる
ものであった。当ウエストクラブとしては、8月に予定さ
谷津バラ園
れていた千葉クラブとの合同例会、部長公式訪問およ
び入会式が緊急事態発出により、9月に延期すること
を発表した。議事については、昨年度の第3回評議会
の議事録承認と、会計決算報告・会計監査報告及び
落ち葉掃き
新年度の予算案が承認された。

“ TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT “

千葉ウエストクラブ７月例会報告

7月17日 14時～16時 於：船橋教会 信徒館
出席者：内田、岡田、小林、鈴木、髙田、長尾、守安、
吉﨑 （ゲスト：水沼）
長尾昌男君の司会のもと、ビジターの水沼昭子さんを迎
えて総勢9人で開催され、開会点鐘、ワイズソング、ワイズ
の信条、聖書朗読に続き会長報告があった。まず新年度
の主題として「ワイズの輪を通して社会貢献を」－自ら楽し
むクラブライフを－を掲げて、多くの輪を活かして活動の
輪を広げていくことが強調された。また、8月例会について
は、部長公式訪問と、水沼さんの入会式があるおめでた
い行事となるので、千葉クラブとの合同例会になること、
SDGｓの勉強会（7/21）がグリーンクラブの例会であること、
入会5年未満のワイズメンを対象とした「カフェドフレッシュ
ワ イ ズ」（8/28）が 企 画 さ れ て い る こ と、そ し て Change！
2022の「動画で分かるワイズ紹介カード」が全員に配られ
た。小林担当主事からのＹＭＣＡ報告では、コロナ禍でも
夏のプログラム、ファミリーキャンプの参加者は好調。海外
からの参加はないが、都内からの参加者も増えている。そ
の中でもコロナ対策には十分に備えている。千城台アフ
タースクールも順調で、来年度の他のアフタースクール公
募にも参加予定などが発表された。Hａｐｐｙ Bｉｒｔｈｄａｙ
は、鈴木碧さんでお祝いのワイズスプーンが贈られた。
本日の卓話は、守安久美子さんの自分紹介で、多彩な活
躍ぶりに圧倒されっぱなしであった。協議に移っては、長
尾君による会計報告と鈴木君による監査報告がなされ、
新年度の予算案についても大枠で承認された。新年度の
活動については、各自より提案された案が配られていた
が例会でまとめるのは困難なので、クラブ役員がもっと具
体的にまとめた方が良いとの意見が出された。ドライバー
の近況報告では、ワクチンの接種について2日間寝込む
人 が い た が、高 齢
者 は 無 反 応 で、若
さゆえの副反応か
と 言った話題に 花
が 咲 い た。岡 田 君
の 閉 会 の 言 葉、髙
田会長の閉会点鐘
で、30 分 以 上 の 超
過の上で7月例会の幕を閉じた。

会計より

「自分紹介」

守安久美子さん

旧姓傳（デン）は、先祖を辿ると、平家の
伝令として仙台地区で活躍した名家の出
身の守安久美子さんは、高校の時には
剣道初段までの腕を上げ、その後短大
においては保育科のレクリエーションと出
会い子供たちに遊びの場を提供するな
どを経て、仙台五橋教会の付属幼稚園に勤務した時に
受洗する。1986年に船橋へ引っ越したのを機に船橋教
会へ転会するが、船橋地区の子ども会育成連合会の役
員から千葉県子連研修部の役員を現在に至るまで継続
する一方、レクリエーションインストラクターの資格を取得
したり、船橋市スポーツ健康大学（市民大学10期生）を
卒業、船橋市生涯学習コーデイネーターとして幅広く、
船橋市の公民館や学校地域の依頼に応えてこられた。
また、ふなばしシルバーリハビリ体操初級指導士（1期
生）も取得し、八面六臂の活躍ぶりである。教会活動に
於いても、千葉地区の婦人会連合の役員として活躍し
現在では、NCC（日本キリスト教協議会）常議員を務め
ている。守安さんの履歴に圧倒されて聞き入っていた
が、市民大学では、岡田君の1期うえで、シルバーリハビ
リ体操初級指導士では髙田君（10期）の大先輩となりま
す。

新年度活動計画について
8/5 14:30～16:00にわたり、7月例会で、討論予定で
あった千葉ウエストクラブの今後の活動計画の話し合い
が、役員（髙田会長、吉﨑副会長、内田書記、長尾会
計）間でZoomにより行われた。すでに例会で配布済の
内田君がまとめられた「2021年度活動案」に、実行可能
性や、調整すべき相手や調査すべき対象などを追加し
た一覧表をベースに議論が展開された。今後のやるべ
きこととして、千葉YMCAとの十分な打ち合わせが必要
であること。提案されたプログラムについて関係団体（他
のワイズ、公的機関等）と協議および調査の上、実施可
能を探りそのために時間をかけて模索すること。活動内
容は魅力的でかつ社会貢献出来る活動を目指すこと。
などが話し合われた。援助の押し売りは駄目で、相手が
何を求めているかをしっかりと捉えなければならない事
を肝に銘じた。

今後の予定

前期東日本区費 8名分 ５３,２００円（8/5送金）
関東東部費他

8名分 ３４,０００円（8/2入金）

長 尾 君 が 持 参 の『さ し 芽 し た 松 葉 牡 丹』の
親株。 ＜別名：爪切草（ツメキリソウ）＞
「マツバボタン（松葉牡丹）の花言葉」は、
「無邪気」、「可憐」だそうです。

8/28（土） カフェ ド フレッシュワイズ 13時半開店
8/28（土） 臨時代議員会
9/10（金)

19時～21時

千葉ウエストクラブ事務例会 19時

9/11（土） 千葉クラブ例会
9/18(土) 千葉ウエストクラブ例会

18時～20時
15時～17時

