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東京ＹＭＣＡ西東京センター内
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2013 年 11 月（No.５）
今月の聖句

さらにイエスは言われた。
「神の国を何にたとえようか。どのようなたとえで示そうか。それはからし種のようなものであ

4

る。土に蒔くときは、地上のどんな種よりも小さいが、蒔くと成長してどんな野菜より大きくなり、葉の影に空の鳥が巣
を作れるほど大きな枝を張る。
マルコによる福音書４章30―32節

月（No.３）
主題

2

国際会長

Poul V. Thomsen

アジア地区会長

岡野

東日本区理事

渡辺 喜代美

あずさ部長

藤江

紀美子

伊佐

節子

７月号武蔵野多摩会長
《No.1》

泰和

ワイズメンズクラブモットー
強い義務感をもとう

「全ての世界に出て行こう」
「未来を始めよう、今すぐに」
「いざ立て」
「心を一つに あずさ部号前進」

「健康第一！ちょっとだけ無理して頑張ろう！」

ワイズメンズクラブの目的
1. 個人的にもまたクラブとしても、その奉仕活動を通じ

義務は全ての権利に伴う

てＹＭＣＡの活動を支援する。
2. ワイズメンにふさわしい他の団体を支援する。

五つの誓い

3. 地域社会や国際的な問題に関心を持ち、一党一派に偏

1.

自分を愛するように隣人を愛そう

1.

青少年のためにＹＭＣＡにつくそう

1.

世界的視野を持って国際親善をはかろう

1.

義務を果たしてこそ権利が生ずることをさとろう

1.

出席第一と奉仕第一とを旨としよう

らない正義を追求する。
4. 宗教・社会・経済・国際などの諸問題について会員達
を啓発し、積極的に参加させる。
5. 健全な交友関係を作り出す。
6. この協会の国際・地域・区の事業を支援する。

１０月出席率
在籍者１１名

出席者９名

メネット1名

メイキャップ０

ゲスト１０名

ワイズメンになって

出席率

８２％

渡辺大輔

満を持して東京武蔵野多摩ワイズメンズクラブへ入会致しました。
二十歳のころから、ユースでの活動を通したくさんのワイズの方々にお世話になり、いろいろな経験を積ませ
てもらったワイズメンズクラブ。入会を考えた際、いろいろなクラブの諸先輩からアドバイスをいただきまし

たが、長く続けられるクラブ、自分が自然体でいられるクラブと言うことで、東京武蔵野多摩クラブへの入会
を決めました。
その他、もろもろの事情は後述されておりますが・・・。
これから、たくさんのユースにいろいろな経験をしてもらえるよう情報発信、コミュニケーション、既存の枠
を超えたユースのつながりができたら良いなぁと考えています。
今度は、いよいよ自分がユースを応援していく立場になるんだなぁと感じております。
入会式の際には、非常にたくさんの皆様にお集まりいただき本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
これからユースと、ワイズの懸け橋になれるよう頑張っていきますので応援の程、よろしくお願い致します。

＊１０月渡邉大輔氏

武蔵野多摩クラブ入会式例会のようす＊

日 時 10月9日（水曜）19時
司

場 所 西東京センター

会 宮内ワウズ 聖書・祈祷 山口ワイズ 受付 野尻・松田の各ワイズ

ゲスト 藤江部長 神谷部書記 久保田直前部長 田中次期部長 細川ワイズ東京クラブ・親クラブ
宮村暁・智子ワイズ・横浜つづきクラブ 吉田司・紘子夫妻

ハワイ・カイムキクラブ(渡邊氏の素敵な

小父さん小母さん)
今日はクラブが若返る特別な日、会場作りを早めにと西東京センターに、テーブルセットの音がしている、おんなじ気
持ちの誰か来ているなと会場へ。なんと宮内ワイズと渡邊氏本人。唸ってしまった！
大きな彼を目に入れても痛くない素敵な小父さん小母さん、ワイズメンとしての育ての親、切磋琢磨の相手、期待いっぱ
いの立会人ビジターに囲まれての入会式、舞い上がりそうになる伊佐会長を心配そうな渡邊さん、それを取り囲むメンバ
ー満面の微笑みがキャンドルに映える。
祝辞と激励
藤江あずさ部長

おめでとうございます、凄い人をゲットしたな！と感激、あずさ部としても感謝します！

私は五回目の入会式立会いで凄い面々の中での立会いてとてもラッキーです。
これらあずさ部をしょって立って下さることを大いに期待しお願いします。
吉田司ワイズ（渡邊ワイズ親友のお父さん）大輔君おめでとう！いつかはこの日が来ると楽しみにしていました、死んだ
息子も喜んでいるだろう、がんばってね！
吉田紘子ワイズ

なんと言おう、入会式だのに涙が出てくる、これからも息子と一緒になって盛り立て行ってください。

久保田あずさ部直前部長

あずさ部は連結している部です。私もユースコンボケーションとかいろいろ若者と関ってきま

した。私の悩みは若者たちが社会に出ると仕事が忙しくて疎遠になってしまうことです、それはクラブの魅力しだいかも
しれません。一度八王子クラブ例会にも来てください。
田中次期部長

今日ここに来たのは東日本のなんとかだからということではなく昔からの友達としてお祝いに来ました。

東日本区としても嬉しい話しだし司さんにとっても、とても嬉しいことだし、ましてや武蔵野多摩クラブにとってもとて
もいいことだと喜んでおります。
これからが大変（声を大にして）まず大輔は沢山の友達を引っ張ってこなくてはなりません、武蔵野多摩クラブの人には
ジェネレーションギャップのある話は通じませんから・・・
（ご安心を！彼が担いだ「チーム未来」の目的はワイズの活性
化、話が通じないわけがない、メンバー全員もそれを思い続けています）
彼がユース世代からワイズ入会三人目です。我々はユースの成長を願いその結果的がワイズの仲間になってくれることに
繋がることを願います。

宮村智子ワイズ横浜つづきクラブ

東京Ｙスリーが出来たころからの腐れ縁、これからはワイズの活動を仲間としてやっ

ていけることがとても嬉しいです。
宮村暁ワイズ横浜つづきクラブ

祝辞は妻の智子が述べたので・・・七月「チーム未来」の話が飛び込んできました、調

度そこに彼が同席しておりおまえにぴったり、それには至急何処かのクラブにはいれ！運命は彼の住まいに近い・・・こ
れからはゆっくりとではなく、いきなりやりたいほうだい活躍してもらうことになりましたクラブの方々どうか彼をサポ
ートしてやって下さい。
細川ワイズ東京クラブ

クラブの平均年齢が下がってお目出度うございます。この年代の要として活躍してきた渡邊君で

す、彼とみんなの思いが一緒になった彼の新しい活躍とその場に期待します。
神谷あずさ部書記東京西クラブ

ユースからワイズへの流れの始まり、無理した加速ではなく順当に大きな流れになるこ

とは喜ばしいことだと思います。お隣の西クラブも目をそらせません。おめでとうございます。
香港から
渡辺大輔さんこの度はワイズ、しかもわが武蔵野多摩クラブに入会されることになり、おめでとう、そして何よりも大歓
迎の意を伝えたいと思います。今は、香港にある TST クラブにおり、こちらでも若い学生達の活動を支えるためにいろい
ろと工夫をして例会を組んだり、合同での事業をしたりしています。クラブに入ったら、是非ともそんな若者たちの声や
意見を反映させるような活動を生み出して欲しいと思います。
TMT と TST は兄弟クラブですので今度香港に来てください。おまちしております。入会おめでとうございます。
TST クラブ会長

山田公平
自己紹介を兼ねて「ユースは面白い」

そもそも高校時代から今日来てくださっている吉田ジュニアは学校を休んでは海外に出たり海外から招いたりいていま
した。卒業して参加したのが‘93 済州島での大会に参加したＹｓのコメットＹ３に顔お出しいつの間にか会員人ってしま
いました。活動をざっとあげるとプルトップ・テレフォンカード・箸袋の回収、ボランテア活動先の紹介などです。
‘０２オーストラリアで開かれたＩＹＣコンボケーションに出席、
’03 山田公平さん等から声がかかりＹＭＣＡ同盟 100
周年シンポジウム実行委員に若者代表でお手伝いし緒方貞子さんを招くなど、会場のオリンピックセンターと大学との行
き来生活は楽しい思い出です。
細川さんがユース事業主任のときノルウエーとの交換留学のニュースを耳にしました、書類の郵送だと間に合わないと手
渡し提出で滑り込みました。そしてフィンランドで行われたユースコンボケイション in ヨーロッパにも参加。オールノル
ウエーのテーンエイジャーの 1000 人キャンプでは海外からも参加した同じ目的のＹＭＣＡとＹｓとユースが協力し合い
考えあう姿に感動！自分も日本でやりたいと思いました。と次から次へとわくわくする感動がほとばしり続ける。
思った！この人は稀に見る星の下に生まれている。それは天地人、時と場と絆（今の流行ではない）
。そのうち一つでも
欠けると流れは止まる、彼には常にその三っがそろっている。
今回、彼の役目はＹｓの活性化、彼を生かすにはまず我々の活性化、我々はすでに同じ目線に立っている。

第６８回神田川船の会
「神田川をきれいにするグリーンクラブは創めクリーンクラブだった、それが濁ったやつが二人いてね、それでグリーン
クラブになってしまった」軽妙洒脱な浅見さんたちメンバーの解説で、随分きれいになった神田川に架かる橋の名と街と
の深い由来、鬼平犯科帳の舞台。時の為政者の江戸の街づくり、掘割は人の交通、物資の運搬、水害対策の構想まで見え
てくる。その上を走る高速道路は、先人たちの心砕きと汗の上を走っていると思った。みんなで投げ込んだ浄化剤は馬糞
そっくりだった、小名木川の水門くぐり、水よけの傘はささず直に瞬間夕立を味わった。最高！！

「昔の国技館相撲はのんびり 8 時頃まで。子供は木戸御免、よくもぐりこんで遊んだ」浅見さんの声が耳に残った。

＜西東京 YMCA 便り＞
鳩山 徹郎
季節は移り変わり、日々、秋を感じるようになりました。食事にも秋らしいものが並び、葉っぱも赤
や黄色に色づき、街を彩ります。過ごしやすいため、登山やスポーツなども盛んですね。音楽鑑賞や読
書も気持ち良い季節です。夜更かししすぎませんように・・気持ち良くお過ごし下さい。
さて、イベントの秋。西東京センターでは、去る 10 月 19 日、
「ペタペタの会」及び「会員の集い」が
行われました。
「ペタペタの会」は 10 名ほどが参加。国分寺駅から、広い芝生の都立国分寺公園を抜け、
おたかの道、国分寺資料館、国分寺跡をたどり、西国分寺駅方向へ。西東京センターまでぴったり３時
間。おしゃべりをしながら、ペタペタと歩きました。「会員の集い」は 20 名ほどが参加。武蔵野、立川
ブランチの歴史に触れ、行われていた活動を懐かしみました。現在行っている活動の報告、加えて活躍
しているボランティアリーダーの感想を聞き、一同、「ふむふむ」。西東京センターを中心とした幅広い
交流が行われました。今月は「西東京ファミリーフェスティバル＠高尾の森わくわくビレッジ」が、
11/3(日)13 時半～17 時半に実施されます。毎年恒例の西東京センターで年に一回実施されるお祭りです。
大変賑やかな一日ですから、ぜひ様子を見に来てください。
年末及び年始に実施予定の冬プログラムの準備も、本格的に始まってきました。毎日のように、夕方
からボランティアリーダーたちが集まり、熱く議論を交わしています。良き準備が出来ますようにお祈
り下さい。今月もお支え、お願いいたします。
＜西東京センター及び東京 YMCA の主な予定＞
11/3

西東京ファミリーフェスティバル＠高尾の森わくわくビレッジ
中高生グループ活動「TEENS」10 月例会

11/8

東京 YMCA 山中湖センター90 周年記念施設整備募金チャリティコンサート

11/9-10

知的障がい児・者 余暇活動「あおぞら・つばさの会」11 月例会（1 泊会）

11/10

軽度発達障がい児 野外活動「Smile(小学生)」11 月例会

11/15

座学リーダートレーニング(スキー指導法)

11/17

幼児野外活動「にこにこ」11 月例会
小学生野外活動「ロビンソン」11 月例会
中高生グループ活動「TEENS」11 月例会
軽度発達障がい児 野外活動「Smile(中高生)」11 月例会

11/24

知的障がい児・者 余暇活動「シャベルズ・いずみの会」11 月例会

11/25-27

実技ディレクタートレーニング(スキー指導法)

11/30

国際協力部クリスマス祝会

<11 月例会＞
11 月 13 日 7 時 西東京センター 司会 石丸 聖書・祈祷 小阪 受付 山本・宮内の格ワイズ
卓話「人生は出逢いで決まる」就労支援団体マザーハウッス代表

五十嵐

を願った恩田氏と同じ心のベースの方です。お楽しみに！
11 月ハッピーバースデイ 鳩山ワイズ 11.7

山本ワイズ 11.26

弘志

氏

きっと以前卓話

