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アジア太平洋地域会長 大野勉(神戸ポート）百年を超えて変革しよう
東日本区理事 大久保知宏（宇都宮）私たちは次の世代のために何ができるか？
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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

273-0865 船橋市夏見6-6-6 ☎ 047-425-6366

今月の聖句 愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬を
もって互いに相手を優れた者と思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて、主に仕えなさい。
（ローマの信徒への手紙12章9～11節）
千葉ウエストワイズメンズクラブ5月例会
＜ YMCAリエゾン・IBC・評価 の月 ＞
日時 ： 5月21日（土）午後2時～4時

場所 ： 日本基督教団船橋教会 信徒館
司会 吉﨑勇君

受付 内田久昭君

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
卓話 「夏見のおうち子ども食堂の活動」
河合容子さん
誕生祝い

吉﨑洋子さん、髙田敦子さん

会長報告

高田会長

YMCA報告

小林担当主事

ドライバー

水沼昭子さん

閉会のことば

岡田裕三君

閉会点鐘

髙田 会長

◎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
４月のデータ 会員9名
合同例会出席者 : 16名 (会員9名,
千葉クラブ会員7名）
出席率 ： 100%
ドライバー： 5,750円 （累計： 63,850円）

5月の強調月間テーマ
100周年記念
ワイズメンズクラブ創立100周年（1922年）を記念して、
YMIとしては、P・W・アレキサンダー遺産計画として、①
オハイオ州トレドに墓碑、記念壁の設置、②記録文書
のデジタル化③ジュネーブの国際本部のスペース購入
④新しい国際プロジェクトの開設が挙げられている。
アジア太平洋地域としては、①気候変動プロジェクトと
してフィリピン・マカティYMCAへの太陽光発電設備設
置、②食と文化プロジェクト③ソングフェストプロジェクト
小林牧師の説教
が挙げられている。
尚、国際100周年記念大会が2022年11月15日－17日
（台湾）開催が予定されている。

RBM (Roll Back Malaria)
1988年に国連機関を中心に始められたマラリア撲滅
運動で、ワイズメンズクラブ国際協会は、2008年からこ
のプロジェクトに協力し、マラリアを防ぐ蚊帳、治療薬購
入費用を支援している。2021年のWHO世界マラリア白
書によれば、世界のマラリア感染者は2億4100万人、そ
の死亡者数は62万7000人と推定されており、2030年ま
でにマラリアをゼロにすることを目標としている。

BF (Brotherfood Fund)
無から有を生ずる思想のもとに使用済み古切手を集
めて、切手市場で換金してその資金を世界的規模で
谷津バラ園
集めてBF基金としていたが、昨今では切手市場の低
迷もあり、現金による基金集めが主流となっている。こ
の基金は、国際役員の公式旅行の費用を補填したり、
落ち葉掃き
BF Delegate（BF代表）として、クラブメンバーが海外の
クラブを訪問する時の費用や、国際大会に参加する時
の費用に使われている。

“ TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT “

千葉ウエスト・千葉クラブ4月合同例会報告
4月9日（土）18時～20時 於：千葉YMCAセンター
出席者 ： 岡田、小林、髙田、長尾、水沼、
Zoom（内田、鈴木、守安、吉﨑）
千葉クラブ：青木一、青木清、石丸、倉石、
平田、古屋、山添
4月9日（土）千葉県において千葉ＹＭＣＡを支える千
葉クラブと千葉ウエストクラブの合同例会が、千葉
YMCA セ ン タ ー で ハ イ ブ リ ッ ド に て 開 催 さ れ た。
本日は、山添仰千葉YMCA総主事の新年度方針を
聴くことがメインとなっており、青木一芳君の司会で、
古屋朝則千葉クラブ会長の開会点鐘で始まり、ワイ
ズソング、ワイズの信条に
続い ては、水沼昭子さん
（ウ エ ス ト）の 聖 書 朗 読 が
あった。誕生祝は、岡田ﾒ
ﾈｯﾄ、長尾君、水沼さん、
吉 﨑 君（以 上 千 葉 ウ エ ス
ト）、石丸コメット（千葉）の
卓話の山添総主事
5名で各会長からプレゼン
トが渡された。山添仰総主事の新年度方針では、既
存のプログラムの充実と共に、新たな開拓の地を求
めての発展を目指す、外国人への支援活動の見直
し等が力強く語られた。質疑では、新総主事に対す
る期待を含む鋭い檄が飛ばされた。

「夏見のおうち子ども食堂」
のハンバーガー弁当＞

＜テイクアウト形式で

4月24日（日）9時から船橋市夏見公民館で第2回が開
催された。ワイズ参加は今回も2名で、岡田（受付で弁当
の引き渡し）と長尾（調理でサニーレタスの解体・洗い・
葉の水取り）でした。110個のハンバーガー弁当を総勢
25名で、4班に分かれて調理をした。ハンバーガーの組
み立て（バンズ→マヨソース→パティ→玉ねぎ→チーズ
→トマト→レタス→マヨソース→バンズ）等の盛り付け
は、みんなで手分けをしてお弁当を作りました。
今回のメニュー：「お野菜たっぷり照り焼きハンバー
ガー・ジャーマンポテト・ひじき＆コーンサラダ・ぽりぽり
ピクルス・かぶとのアップルパイ・キャロットスープ」
次回の第3回は、5月22日（日）で毎月第4日曜日に定着
したようです。
「夏見のおうち子ども食堂」の地域社会への奉仕活動支
援のため関東東部CS（コミュニティーサービス）事業資
金からの支援申請を4月末日に提出しました。
同日に承認を頂き、「関東東部からのプリンター購入支
援」として「夏見のおうち子ども食堂」代表の河合容子さ
ん（5月卓話者）にお渡しします。
(長尾昌男）

千葉クラブでは、山添仰総主事（廣田光司前総主事
に代わって）、と平田真姫担当主事（YMCA同盟から
の帰任で真鍋泉担当主事に代わって）の2人の入会
が紹介された。小林和弘君からのYMCA報告では、
リーダーが38人に増えたことが報告され、これからの
活躍が期待された。ドライバーでは、偶然にも倉石君
（千葉）の妹さんと水沼さん（千葉ウエスト）が幼な友
達であったことが本日分かったことが披露され、倉石
君の閉会の言葉、髙田会長（千葉ウエスト）の閉会点
鐘で合同例会の幕を閉じた。

かぶと（兜）のアップルパイ

関東東部第2回評議会
今後の予定
5/22 夏見のおうち子ども食堂
6/4 - 6/5 第25回東日本区大会 （Zoom）
6/9 千葉ウエスト事務例会（Zoom）
6/11 千葉クラブ例会
6/18 千葉ウエストクラブ例会
6/25 第6回ワイズ・ナイトフォーラム （Zoom）
6/26 夏見のおうち子ども食堂

今年度の第2回関東東部評議会が 4月16日（土）に東
京YMCA東陽町コミュニティーセンターでハイブリッド
にて開催された。部長報告、事業主査報告、会長報
告があり、各クラブともコロナ禍における活動に腐心し
ながらも、リモートでの工夫等もみられる一方、4名のメ
ンバー増員を果たした所沢クラブはさすがに大澤部
長のおひざ元と感服した。議事については、次次期
関東東部部長に我がクラブの長尾昌男君が正式に選
任された。千葉ウエストクラブからは、リアルに内田、
吉﨑、長尾、髙田4名が参加した。

