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Moon Sang Bong「私たちは変えられる／挑戦への勇気」(韓国)
田中博之「アクション／誇りと喜びを持って」（東日本区）
宮内友弥「為せば、成る／ワイズが何をしてくれるかではなく、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」（東京武蔵野多摩）
衣笠輝夫「良いものを見つけ、つなげて、よくなろう」(埼玉)
佐野 守「希望を持って前進」（グリーン）

1 月 新年、天地の創め
初めに、神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、
神の霊が水の面を動いていた。

（創世記１：１～２）

＜神さまが、いるとかいないとか、そんなことは問題にしないで、
初めに神は、と聖書は始まります＞

２０１９(平成 31) 年 は・・・・・

２０１９年０１月 新年例会
日時：201９年０１月 23 日（水） １８：３0～20：30
場所：割烹「大新」
台東区鳥越 2-1-4 TEL03-3862-0035
司会：浅見ク君／受付：青木君／会計：森川君
（プログラム委員会）
開会点鐘
佐野会長
聖句・お祈り
古 平 君
ゲスト、ビジター紹介
佐野会長
乾杯

西 澤 君

大新のふぐ料理を堪能
～～いつもの大新さんが大サービス～～
今年の抱負を「メンバーショートスピーチ」 全 員
Happy Birthday（佐野メン・布上メン・樋口メン、
木村主事・新倉ﾒﾈｯﾄの 5 名）
各委員会報告／YMCA 情報 （配布ブリテン参照）
閉会点鐘
佐野会長

【例会出席率】

2018 年 7 月～2019 年 6 月

2019 年の干支は「亥」。
十二支と十干を組み合わせ
て出来た「十干十二支」の
60 種類が本来の干支です。
干支は「十干十二支」で 60
種類もあると、複雑な上に覚
えにくいので、覚えやすいよ
うに 12 種類にして、そこに動物を割り当てています。
2019 年は十干が己（つちのと）で、十二支が亥（いのし
し）。即ち 2019 年の亥年は、本来の干支でいえば、
『己亥（つちのとい／きがい）年』となります。十干と十二支
は組み合わせによって分類され、お互いを強め合ったり弱
め合ったりする関係性があります。
「己」→ 繁栄したものを統制する意味
「亥」→ 生命が閉じ込められている状態
己亥の年は、「今現在の状況を維持し、守りの姿勢に徹し
た方がよい」と言われています。亥年には「次のステージに
向けた準備期間」といった意味合いがあります。「亥年は
無病息災の年」とも言われていますが、油断は禁物です。
クラブの日常活動、ＣＳ活動、慎重に計画して進めましょ
う。
日めくりオトナ稼業より抜粋
（書記布上）

在籍：１8 名 メーキャップ 2 名 出席率 13/18 89％
出席： 12 月クリスマス食事会 計１7 名 （メン１4 名、メネット１名、ゲスト２名）

＜２０１８年１２月クリスマス例会報告＞
日 時：2018 年 1２月１９日（水） 18：00～20：30
場 所：銀座ライオン ５Ｆ「音楽ビアプラザ」
出 席：青木・浅見(隆)・浅見(ク)・柿沼・木村・古平・佐野
塩入・高谷・西澤・西本(東)・西本(晃)・布上(征)
森川 布上(信)（メネ）
ゲスト：春日井明・康子（東京クラブ） 計１７名

嘗ては、グリーンのクリスマス会は立派なパーティー会場
にピアノやヴォーカルを招いてのクリスマスライヴを賑やか
に行っていたが、メンバーの減少、高齢化もあって、規模
を縮小し、和やかに、楽しくお食事を、ということに落ち着
いてきた。今回は銀座の老舗、「ライオン音楽プラザ」の中
で一角を借りて行うことになった。一般のお客様と一緒な
のでどうかな、と思ったが、当日の出演者、女性５名の歌、
パフォーマンスが素晴らしく、すっかり魅了された。
佐野会長の開会挨拶、点鐘、古平メンの食前の感謝は
しっかりと行い、西澤次期クラブ会長の発生で乾杯！！
本日の目玉はライオンで提供してくれる誕生日プレゼン
ト。何と運良くプログラム委員長の浅見クミ子メンが１２月誕
生月で、ステージに上がり盛大にお祝いをしてくれた。

＜２０１８年１２月 第二例会報告＞
日 時：2018 年 12 月 12 日（水） 18：30～20：00
場 所：千代田区和泉橋区民館４階
出席：青木・浅見 K・浅見 T・柿沼・木村・佐野・布上 S
樋口 8 名
配布資料：
東日本区理事通信 12 月 1 日号
報告・連絡事項
① 12 月 19 日（水） 銀座ライオン／クリスマス食事会
＜詳細は左記＞
② 12 月 23 日（日） 東京ＹＭＣＡクリスマス
オープンハウス ＆バザー
模擬店 フランクフルト焼き(250 本)
甘酒(1 ケース) ／柿沼・佐野・布上 S・森川
バザー出店 ／ 青木・浅見 K・布上 N・塩入
西本Ｔ・西本Ａ （ 計１０名 ）
③ 2019 年 1 月 5 日（土） 在京ワイズ新年会
八王子 京王プラザホテル 12：30～15：30
＊10：00～11：30 会長・主事会（佐野、木村）
参加者：青木・浅見 T・浅見 K・柿沼・木村・佐野
布上 S・布上 N 8 名
費用 5000 円／名（２５００円を当日浅見メンに）
＊12/05 浅草「神谷バー」でのワイズ女子会 関東東部
7 名出席（ブリテン掲載）浅見 K・布上・根本出席
＊１２/07 グランチャ東雲＜アンダーゴルフ＞報告
古平・浅見・柿沼参加（ブリテン掲載）
＊審議・協議事項
① ２０１９年１月２３日（水）
新年例会 【蔵前 大新：ふぐ料理、鍋 5000-決定】
＊メンバー４０００円負担（クラブより１０００円補填
プログラム委員予約
② 12 月中に 次期 2019-2020 年度 クラブ会長・書
記・会計 選出 （3 月研修会）
＊西澤メン、次期会長候補・・・佐野会長より要請を？
浅見副会長・布上書記・柿沼会計は継続了承
③ 来年の卓話者候補
2019 年 2 月・3 月・4 月 5 月提案あれば

ソプラノ歌手の声に
酔いながらのドリン
ク・料理なども適量
で我々にはちょうど
いい。
メンも出演者が席ま
で来てサービスして
くれるのでメロメロ。
このライオンとは深い関
係のある西本メン夫妻も
参加、いつも、いつもお世
話になります。大変楽し
いひと時を過ごさせてもら
い、リフレッシュした次第。みなさん、良いお年を迎えること
が出来そうですね。
（布上 記）

④ 2019 年 5 月以降の 「神田川船の会」開催について
目黒実行委員長 （欠席別途報告）
⑤ ２月２３日（土）陽春のつどい お餅を提供 女性陣参
加を ／ ⑥子育て委員会寄付１万円了承
(布上 記)

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
クラブの円滑な運営のため、年会費をお納め下さい
京葉銀行 こてはし台支店
店番号435 （普）6614121
口座名 東京グリーンワイズメンズクラブ
会計 柿沼敬喜

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

東京ＹＭＣＡクリスマスオープンハウス

12 月 23 日（日）東京ＹＭＣＡ東陽町センター・クリスマス
オープンハウスが開催されました。
オープニングは、江東ＹＭＣＡ幼稚園の保護者会「虹の
会」の皆さんのハンドベルや、元ミュージカル女優の永吉
美穂さんによるクリスマスソングで華やかにスタート。
今年も近隣の小学校の先生方による餅つき、東陽二丁目
町会の皆さんも焼きそばを出店。
グリーンクラブの模擬店は例年通りフランク焼きと甘酒
です。売り上げは４０,７００円、益金１６,７７０円を寄贈できま
した。バザーは今年も開場前から列がつくられ、多くの方
にお越しいただきました。グリーンのブースは浅見（ク）・西
本（晃）・青木・塩入・布上（信）が頑張りました。古布の袋
物（柿沼ﾒﾈｯﾄ作）・スリッパ・サンダル・お酒・菓子などを販
売し売り上げは 50,000 円になりました。
今年 4 月から会館の 3 階以上で営業している「ゴールド
ジム東陽
町スーパ
ーセンタ
ー」の皆さ
んもポップ
コーン販
売やお餅
つきに参
加、文字通りオープンハウスとして会館全体で開催するこ
とができました。
東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校やにほんご学院の
学生たちもたくさん参加し、盛り上げてくれたことにも感謝
です。
オープンハウスとして全体の今年の収益金は目標を上回
る６０万円となり、国際協力募金、災害復興支援、地域活
動、青少年育成活動のために大切に用いさせていただき
ます。グリーンの
フランク焼きと甘酒
の販売は学生さん
1 名のヘルプがあ
り、柿沼・佐野・森
川・布上で模擬店
販売をしました。
なお、ラッフル抽選
会でなんと、布上
が１等賞を当てて
しまいました。賞品は YMCA の若い諸君から羨望の眼差
しを受けるような<Amazon echo show>なるＡＩ機器で、
毎日最高の音響を楽しんでおります。
（布上記）

VIVA！Classical
assic

第３回 ｢ブルックナーの交響曲｣

ブルックナー作曲 交響曲第７番ホ長調
ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団（１９６７年録音）
はじめての N 響演奏会で聴いたマタチッチ！
それは１９６９年５月９日に行われた N 響の演奏会のことで
した。曲目は、マルチェルロの合奏協奏曲とブルックナー
の交響曲第７番。場所は新宿厚生年金会館。たまたま手
に入れたチケットでしたが、これが語り草になるほどの歴
史に残る名演に立ち会うことになろうとは・・・。
あのときはコンサートが終わってもしばらくの間は金縛りに
あったように体が動かない状態でした。ホール全体に何か
が乗り移ったような不思議な感覚をいまだに忘れることが
できません。ふつうコンサートが終わるといろいろと感想な
どをおしゃべりしながら退場していくものですが、みなほと
んど無言で新宿駅に向かわれたのではないでしょうか。
ということで、今回はブルックナーです。
ブルックナーは１８２４年ウィーン郊外アンスフェルデンの生
まれ、かなり変人だったらしいです。しかし交響曲第７番、
８番、９番の３曲は神へのあこがれをテーマにした傑作とし
て崇められています。なかでも第 7 番は、メロディの美しさ、
明るさが際立っており、ブルックナー入門曲としてお勧め
です。今年の冬は寒いしコタツの中で文化的にすごすに
はもってこいの曲ですゾ。（但し７０分ぐらいかかります、で
も居眠りも文化的ですゾ）そして第７番のつぎのおすすめ
は第４番でしょうか。
さて本作品は、１８８３年ブルックナー５９歳のころ作曲され
ました。初演大成功だったようです。第１楽章は定番の弦
のトレモロで始まり、続いて出てくる上昇気流の美しい旋
律、そして大きなうねり、全体がなんとも美しく、幸せな気
分になります。第２楽章はワグネルホルンを用いたしっとり
としたわかりやすいメロディ、冷えた純米吟醸酒をちびりち
びりヤリながら、アテは板わさあたりか、第３楽章はウィー
ン郊外の田舎っぽくダサいスケルツオ、そして第４楽章は
神へのあこがれと葛藤を表しています。これはまるで東京
グリーンクラブによく似ているではありませんか！
レコードとしては１９６７年録音のチェコフィル盤をお勧めし
ます。マタチッチの魔術で、お家芸のいぶし銀のような音
色がきらきらと輝き、オーケストラ全体が高揚したすばらし
い演奏です。
（樋口順英 記）

ＹＭＣＡ コーナー
▼東陽町センターの YMCA ホール改修」
12 月 20 日に YMCA ホ
ールの電気を LED に改
修しました。夜の時間に
薄暗かった部屋も明るく
なりました。また東陽町
センターのスタッフで壁
のペンキ塗りをしまし
た。次回お越しの際には
白い壁と明るい部屋をご
覧ください。
▼「クリスマスオープンハウス」
12 月 23 日に東陽町
コミュニティーセンター
でクリスマスオープン
ハウスが開催されまし
た。オープニングでは
江東 YMCA 幼稚園の
保護者会「虹の会」の
皆さんによるハンドベ
ル演奏や、元ミュージ
カル女優の吉永美穂さんによるクリスマスソングが披露さ
れました。近隣皆様をはじめ YMCA 会員、ワイズ皆様のご
協力のもと無事終えることができたこと感謝申し上げます。
60 万円近い益金は、主に東京ＹＭＣＡ国際協力募金・青
少年リーダー養成のため・地域プログラム支援（陽春の集
い・こども食堂など）・災害支援募金（東日本大震災）のた
めに用います。
▼今後の主な行事日程
・第 13 回子育て講演会「子育てハッピートーク」
（講師：河村都氏）
1 月 19 日（しののめＹＭＣＡ子ども園）
子どもたちの豊かな感性・優しい心・考える力を育むため
に保護者向けの講演活動、教員研修など幅広く活動され
ている河村 都氏をお迎えし、「『輝く瞬間』最初に気付く
のはママ」と題してお話いただきます。
・新春特別午餐会（卓話者：久米小百合氏）
1 月 25 日（学士会館）
ミュージックミッショナリー（音楽伝道師）として活動してい
る久米小百合氏をお招きし、「さんびか・時代と国境を越
えたヒット曲」をテーマにお話を伺います。卓話（講演）の
前に数曲の歌も披露いただきます。
・陽春の集い
2 月 23 日(東陽町センター)
麗らかな春の日、ご一緒に楽しく過ごしましょう。
当日はお餅つきや昔遊び、落語などを楽しみます。
・講演会 「子どもの心を見ることができる大人へ」
3 月 2 日(東京 YMCA 医療福祉専門学校)
子どもの心や発達の問題に取りくんでいる精神科医の田
中哲先生をお招きし、先生の著書、「発達障害とその子
「らしさ」～児童精神科医がであった子どもたち～」をもと
に、「心の 発達」や「育つ環境の大切さ」をお話しいただき
ます。
（主事 木村 記）

