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Joan Wilson「私たちの未来は、今日から始まる」(カナダ)
Tung Ming Hsiao「ワイズ運動を尊重しよう」（台湾）
利根川恵子「明日に向かって、今日動こう」(川越)
片山 啓「組み合わされ、結び合わされて、造り上げられてゆく」(茨城)
浅見隆夫「親睦なくして奉仕はない」（グリーン）
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「イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落
ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに戻ってご覧になる
と、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。」 （ルカによる福音書２２：４４－４５）
＜人間の罪を赦すためイエスさまが十字架に架かって死んでくださる。その神さ
まのご計画を目前にしてイエスさまは苦しまれた。なのに弟子たち（私たち）は眠
り込んでしまった＞

２０１７年０３月 第一例会

～ B Ｆ／メネット 強調月間 ～

日時：2017 年 03 月 15 日（水） １８：30～20：30
場所：千代田区和泉橋区民館 ２階
千代田区佐久間町 1-11 TEL03-3253-4931
受付：平林君／司会：稲垣君
開会点鐘
浅見会長
ワイズソング・ワイズの信条
全
員
聖句・お祈り
古 平 君
ゲスト・ビジター紹介
浅見会長
食事 （一言添えてニコニコ献金）

今月はＢＦ（Brotherhood
Fund）とメネットの強調月間
です。
ＢＦはワイズメンズクラブ
国際協会で最も古くから行われている国際プログラム。
その基金は使用済み切手の拠出・換金又は現金献金で
賄われるが近年は現金献金が増えてきている。
ＢＦ代表とはその基金の補助を受けて他地域のクラブ
を訪問、または国際大会、他の地域・区大会に出席して
国際理解を深め大いにワイズ運動を推進していただくワイ
ズメンのこと。他地域訪問、大会参加費用の大部分を支
給されるフルグラントと、国際大会、地域大会参加費用の
一部を支給されるパーシャルグラントがある。
もう一つの強調月間であるメネット事業、東日本区のメ
ネットは、高齢化や人数の減少はあるものの、メンの活動
を支援しつつ、独自の国内・国際の奉仕活動を着実に継
続している。
今月はメネット例会を開くクラブもあるでしょう。メネット会
が有る無しにかかわらず、同じ目的をもつパートナーとし
て、メンとメネットの協働を考えるときとしていきましょう。
（ロースター及び理事通信３月号より抜粋）

ゲストスピーチ
紹介 柿 沼 君
吉森奉行氏
NPO 法人サンライズ福祉機構飯山劇団員
演題：「嘘みたいな本当の話～警察よもやま話」
Happy Birthday＜3 月メン 1 名 メネット２名＞
YMCA 情報
花 井 君
ニコニコ発表
浅見ク君
閉会点鐘
浅見会長
＊今月のゲストは浅草警察のＯＢですよ・・・・・・
タイトルを伺って、お話には大変興味ありますね。
【例会出席率】

在籍：１７名（含広義会員１名）

メーキャップ 2 名

出席率 14/16 88％

出席：2 月例会 （グリーンメン 12 名、メネット 1 名、ゲスト 2 名）計 15 名
【ニコニコ】

2 月例会 13,000 円

累計 73,000 円

＜２０１７年０２月第一例会報告＞
日 時：2017 年 02 月 15 日（水）18：30～20：30
場 所：千代田区和泉橋区民館 ２Ｆ
出 席：青木・浅見（ク）・浅見（隆）・稲垣・柿沼・古平
佐野・高谷・西澤・布上Ｓ・花井・平林
（メネット）布上Ｎ （ゲスト）富田善久氏
（ゲストスピーカー）白井芳樹氏
今月はＴＯＦ例会なのでお弁当はナシ。白井芳樹氏の
お許しを得て各メンバーに会長より差し入れの煎餅 2 枚
が配られ、花粉症に悩まされながら美声（鼻声）で青木メ
ンが司会を務められました。セレモ二―後すぐに西澤メン
ご紹介の白井芳樹氏による「東
京のインフラ（川・町・橋）～昭
和初年の土木事業」が講演さ
れましたが、食事無しのため教
室スタイルで久しぶりに学生時
代の授業を思い出しました。
明治時代まで頻繁に起きた洪
水から下町を守るため荒川放
水路を作り、岩淵水門を建設して水量を制御したため洪
水被害はなくなりました。
関東大震災による被災から帝都復興を目指す事業は５２
幹線街路・１２２補助幹線路、使用不能橋梁掛け替え・新
設街路橋梁併せて４２５橋梁、公園５５、小学校１１７、病
院、卸売市場、同潤会アパート建設など壮大なもので、住
民在住のままで短期間に大規模な既成市街地改造が進
められたのは世界の都市計画史上に誇れる壮挙であった
と結ばれた。
我がクラブのＣＳ事業・神田川船の会のガイド内容と密接
に関係する情報で大変興味深く、また参考になりました。

(Happy Birthday は柿沼ﾒﾝと高谷ﾒﾈｯﾄ)
稲垣メンより 5 月開催の７５回神田川船の会実施要綱
の説明があり、会食時間を差し引いた通例より３０分早い８
時に閉会しました。
月曜日に退院したばかりの私は食事制限とアルコール摂
取禁止で参加出来ませんでしたが、ゲストスピーカー白井
芳樹氏をお誘いして多くのメンバーが「万世」での打ち上
げに向かったのは言うまでもありません。

（浅見隆夫 記）

＜２０１７年０２月第二例会報告＞
日 時：2017 年 02 月 08 日（水）18：30～20：00
場 所：千代田区和泉橋区民館 ４Ｆ
出 席：青木・浅見(ク)・稲垣・柿沼・西澤・布上・花井・
平林・目黒
Ⅰ. 報告・連絡事項
① 東西交流会の報告；2/4～5東山荘にて青木、柿
沼、布上、布上ﾒﾈｯﾄ、平林の5名が参加。東西区
大会参加促進、YMCAのﾌﾞﾗﾝﾄﾞ統一･新ﾛｺﾞ･新ｺﾝｾ
ﾌﾟﾄの討議等。夜はDBC関連で京都ﾊﾟﾚｽｸﾗﾌﾞ、熱
海ｸﾗﾌﾞと交流した。
② 鎌倉ｸﾗﾌﾞ25周年の件。
③ 東日本区へ後期分送金の件。
④ 東京YMCA陽春の集い；2/25東陽町のｳｪﾙﾋﾞｰで開
催。ｸﾗﾌﾞは餅を担当。9:30集合、お年寄りを招待の
ｺｱﾀｲﾑは12～15時。
⑤ 東日本区大会（川越）6/3～4開催、申込開始さる。
ｱｸｾｽし易い場所で奮って参加を。
⑥ 5/13第75回神田川船の会
・ 発着は船宿三浦屋。75回記念ｺｰｽとし、隅田川
下流‐東京湾‐晴海運河を加えた新ﾙｰﾄとする。
運行時間短縮し、集合･解散時刻が早まる。集合
8時～帰着15:20の見込み。
・ 当日までのﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ、学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの動
員、船の会Webのこと等。
Ⅱ. 審議・協議事項
① 東西交流会参加者へｸﾗﾌﾞより援助金を支給と決し
た。
② 2/15例会の卓話の件；西澤ﾒﾝ提案通り。
（書記 目黒 卓 記）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
竹内敏朗ワイズを偲んで

熱海での国際大会でお見かけし、なんとオーラのある方
かと絶句しました。
縁あって私の東日本区理事就任式(2005 年)を執り行っ
てくださいましたが、高齢にもかかわらずピンと背筋を伸ば
し迫力あるお声に励まされました。
幾たびか海外でのイベントにご一緒しましたが、必ず先
にお声をかけて頂きフォローしてくださいました。
波乱万丈の人生を送られながらも常に前を見、希望と
自信に満ちた足跡を残されましたが、流石に最愛の奥方
を亡くされた折にはガックリと肩を落とされ慰めの言葉を
掛けるのも憚れるほどでした。
今はただ安らかにお休みください。ご冥福を心よりお祈り
いたします。
(浅見隆夫 記)

東京ＹＭＣＡ陽春の集い

新宿副都心からお江戸日本橋へ
2017東京マラソン出走顛末記
性懲りも無く2017年東京マラソン（2月26日開催）に出
走しました。倍率12.2倍の難関を当選しておりましたが、
実は昨年夏から秋にかけて体調を崩し、主治医からは「マ
ラソンはダメですよ」というお達しが出ている中、少し事情
が変わって急遽出場となりました。その事情の証拠品が東
京都庁スタートのこの写真で、小池知事とエール交換して
いるランナーの右手に見えるビニールの輪っかです。

（グリーン参加：青木・浅見 K・布上 N・布上 S・平林）

20１７年２月２５（土）東京ＹＭＣＡ東陽町センターに於い
て開催。近隣のお年寄りの皆さんから事前に参加の予約
が 150 名になった。吉田紘子さんの挨拶で始まる。
第 1 部は WELL－Ｂを会場に１２：00 から「福もち」をお
配りした。ひがしクラブと
YMCA の力自慢がつい
た出来立てのお餅を、
会場では、きな粉、納
豆、大根おろし、餡子、
の 4 種類で「福もち」とし
て楽しんでもらった。精魂込めた「お雑煮」もしっかり出汁
が出て美味しくできている。お新香も添えられた。お茶は
いつもの通り北クラブの担当。各テーブルでは和気藹々、
大いに堪能していただいた。東京クラブ、むかでクラブの
皆さんも受付、その他諸々ご協力。
ウエルビーでは中央のテーブルで「書道」のお稽古も行
われ、筆自慢？らしき方々は真剣に取り組んでいた。

食後の休憩をはさんで、１３：３０から 会場を視聴覚室に
移して、福々亭一門の皆様の落語・歌・新舞踊などを楽し
んで有意義な一日を過ごしていただいた。 （布上Ｓ 記）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

３月 ゲストスピーカー プロフィール
吉 森 奉 行 （よしもり ともゆき） 氏
昭和１９年８月１０日 佐賀県唐津市にて誕生
昭和３８年３月警視庁巡査を拝命
交番勤務を経て機動隊に入隊、学生運動特に
東大紛争、新宿騒乱等の警備に従事する。
その後 SP、刑事部、交通部に属し事件捜査並びに
ひき逃げ事件、交通事件捜査に従事し平成１６年３
月勤続４０年で浅草警察署を最後に定年退職。
現在は NPO 法人サンライズ福祉機構飯山劇団員
として月１回程度お芝居を通じて特別老人ホーム等
を慰問。
演題は 「嘘みたいな本当の話～警察よもやま話」

セキュリティ・リストバンド。今年から初めて実施されたシス
テムです。このバンドを2月23日の出走受付時に強制的に
取付けされた僕は代走を出すこと叶わず、結局自ら走る
羽目になった次第です。要するに「替え玉受験NO！対
策」。
寒風の中をコートも召さずに頑張る小池さんに見送ら
れてスタートした僕は、2時間3分58秒で走った快速ランナ
ーの先導のもと、約３万６０００人の伴走者に守られ、無事
に日本橋まで10キロを走り抜け、主治医の指示に従いそ
こで競争を中止しました。今回は主催者側からタイムオー
バー足切りされるのではなく、自らの意思で「止めてやっ
て」積年の屈辱を晴らしたわけです。
途中、飯田橋駅ガード下ではボランティアスタッフとし
て参加していた東京グリーンの佐野ワイズメンと記念写真
撮影、神田小川町の交差点ではYMCAの合唱に勇気をも
らい、そして日本橋では旧知の周遊船船長と「勝手に10
キロ完走」記念で写真撮影。
現代東京の都心・新宿から江戸時代の中心・日本橋ま
で、時代を超えた10キロマラソンを存分に楽しんだ1日で
した。関係各位のご声援に感謝しております。
(稲垣勝啓 記)
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Happy Birthday
０３月

花井雅男（メン）
稲垣重美（ﾒﾈｯﾄ） 樋口元子（ﾒﾈｯﾄ）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
クラブの円滑な運営のため、年会費をお納め下さい
（2016-１７年度 会計：平林正子）
みずほ銀行・戸越支店（普通 2208674）
（口座名）東京グリーンワイズメンズクラブ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

これからの行事
２０１７年 4 月 13 日（木）
第２７回東京 YMCA
チャリティーゴルフ大会
レイクウッドﾞ総成ＣＣ
１２０名・３０組を目標に参加者
を募集中。３月末までに組合
せを確定する予定。
皆様から毎回ご提供いただく
賞品の数々、ありがとうござい
ます。今回も宜しくお願い申し
あげます。

ＹＭＣＡ コーナー
▼ 2 月 11 日、埼玉ＹＭＣＡ所沢センターにて、「第 35 回
東日本少年少女水泳交歓会」が開催され、185 名の参
加者があった。この交歓会は東京・埼玉・横浜にある 11
のセンターが合同で開催する水泳大会で、東京からは
東陽町センターと山手センターより 39 名が参加。日頃
の練習の成果を発揮した。今年 8 月には東京ＹＭＣＡの
主管で「全国ＹＭＣA 水泳大会」を千葉国際総合水泳競
技場にて開催予定。
▼ 2 月 18 日、日本基督教団阿佐ヶ谷教会にて、東京たん
ぽぽＹサービスクラブ、liby 主催の「第 18 回 liby チャリ
ティーコンサート」が開催された。200 名を超える来場者
から寄せられた募金（152,078 円）は liby の活動支援の

２０１７年５月 13 日（土）

ために用いられる。

第７５回神田川船の会開催
今回は特別記念開催として
新しいルートによるクルーズ
を企画しました。 今何かと
話題の東京港界隈をご案内
したいと考えています。乗船
ご希望の方は４月２０日まで
にお申し込みください。

▼ 東日本大震災の被災地を覚え、下記の取り組みを予定
している。
・日本基督教団主催「東日本大震災 6 周年記念礼拝」
3 月 11 日（早稲田奉仕園スコットホール）
・ＹＭＣＡふくしまキッズスキークラブ 2017
3 月 12 日（星野リゾート猫魔スキー場）
・街頭募金 （高田馬場駅周辺）

２０１７年６月 3 日～４日
第２０回東日本区大会
川越クラブ・所沢クラブ・埼
玉クラブ、３クラブの皆さん
のご協力に対して、在京ク
ラブの我々全員も応援、大
会成功に向けて協働してま
いりましょう。

・揚がれ！希望の凧 2017 3 月 10 日
（町田市玉川学園子ども広場）
▼2016 年度の専門学校卒業式は下記のとおり
・社会体育・保育専門学校

3 月 7 日霊南坂教会
・高等学院 卒業生 １０名 3 月 11 日 山手センター
・国際ホテル専門学校

申し込みは済みました？？

２０１７年６月２４日（土）
東京 YMCA 会員部芸術祭
チラシはまだ出来ていませ
んが、内容は昨年と変わりま
せん。昨年は前年より出展
数が少し減りましたが今年は
盛り返して多数の作品を楽
しみにしております。
茶話会で評判でした嶋倉昌
平さんの津軽三味線は今年
もご参加いただけることに決
まりました。

(布上 記)

卒業生１１３名

卒業生

3 月 14 日 霊南坂教会
・（学校法人）医療福祉専門学校

第２０回東京 YMCA 会員部
芸術祭
会期
会場

６月２６日-７月１日
東京 YMCA 東陽町ｾﾝﾀｰ
＊＊＊
出展申し込み５月２６日迄
＊＊＊
６月２４日(土)
オープニングセレモニー
展示作品講評 菅谷氏
茶話会・・・・・・・
津軽三味線
嶋倉氏

１４５名

卒業生

６１名

3 月 18 日 くにたち市民芸術小ﾎｰﾙ
・にほんご学院 卒業生

５９名

3 月 17 日 東陽町センター
▼ その他の主な行事日程
・総主事就退任式 4 月 3 日
（早稲田奉仕園スコットホール）
・就業礼拝・全体職員会 4 月 13 日
（社会体育・保育専門学校）
（担当主事 花井 記）

