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東京ＹＭＣＡ西東京センター内 〒186-0002 東京都国立市東 1-4-20-102 

TEL 042-577-6181/FAX 042-577-5574 

今月の聖句                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

初めに言があった。言は神とともにあった。言は神であった。この言は初めに神と共にあった。万物は言

によって成った。成ったもので、言によらずに成ったものは何ひとつなかった。言の内に命があった。命は人

間を照らす光であった。光は暗闇の中に輝いている。暗闇は光を理解しなかった。 

ヨハネによる福音書1章１節―5節 

主題                                                                    

国際会長      Isaac Palathinkal   「言葉より行動を」「今すぐやろう！」 

アジア地区会長   岡野 泰和      「未来を始めよう、今すぐに」 

「ひとつのアジア、世界はひとつ」 

東日本区理事     田中 博之      「誇りと喜びを持って」 

あずさ部長      望月 勉        「スピードをもって前に進もう」 

武蔵野多摩会長   宮内 友弥      「共に学びあい、活かされる社会を目指して」 

ワイズメンズクラブモットー     ワイズメンズクラブの目的 

強い義務感をもとう 義務は全ての権利に伴う 

 

五つの誓い 

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 

 

 

７月出席率１００％ 在籍者１１名 出席者９名 メネット１名 メイキャップ１名 ゲスト６名  

              第２２回原村例会を終えて       原村合同例会担 当伊佐節子 

 恒例の夏の原村の例会が７月２６日（土）〜２７日（日）に行われた。 

松本クラブとの原村合同例会も確か９回目を迎える。 

 原村に設立されたこひつじ幼稚園の中村勝子園長と旧武蔵野ワイズメンズクラブのメンバーが夏の避暑をかねて例会

を持ったのが原村例会の始まり今年で２２回を迎えている。 

 参加メンバーは、武蔵野多摩クラブから１２名、たんぽぽクラブから藤江直前部長、服部会長、松本クラブから金井会

1. 個人的にもまたクラブとしても、その奉仕活動を通じ

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。 

3. 地域社会や国際的な問題に関心を持ち、一党一派に偏

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。 
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長以下３名（夕刻より正木夫妻、北村氏）甲府クラブから鈴木夫妻（部長公式訪問以来毎年参加）、次期東日本区理事渡

辺氏、仙洞田氏、茅野氏 

幼稚園の中村勝子園長以下４名の職員、塩原牧師、総勢４９名の参加 

 新しい参加メンバーの中で宮内会長ご夫妻、娘のコメットさんと２人の孫ネットさんが夏休みでフランスから帰国、家

族ぐるみの参加が実現し楽しさが倍増しました。 

 原村例会がクラブを超えて、気軽に参加できる夏の例会に定着してきています。これまで持続出来たのはなんと言って

も、こひつじ幼稚園の中村園長と先生方の献身的な「おもてなし」に尽きると思います。 

 勿論、原村の景色、空気に自然の癒しを受けて、リラックスできることも魅力の一つとなっています。 

 例会の最大の楽しみは、先生方の手料理の昼食をいただくことです。暑い中、園庭の隅に造られた本格的なピッザ焼き

の窯で、参加した人が堪能するまで作られます。 

 原村で採れた新鮮な野菜（トマト、キュウリ、トウモロコシ、なす、カボチャ等々）を取り入れて料理の数々が作られ

ています。手作りデザート、コヒーとコース料理が展開される訳です。 

 例年、松本クラブの中野さんが作られた差し入れのスイカが最後に出ます。これを均等に分ける特技の持ち主、元数学

教師の川上さん（小坂メネットの妹さん）もスイカ分けの名人と定着しています。 

 職員でチーフの小林先生は、昼食時に来年は、何にしょうかな？と考えを巡らすそうです。 

 前日は、幼稚園の１学期の終業日で流しそうめんをされたとのこと、職員の皆さんお疲れだと推察いたしましたが、私

たちのために楽しい昼食をご用意いただき感謝でした。本当に有難うございました。 

また、原村例会に参加頂いた皆様、ご参加有難うございました。来年の原村例会を楽しみに！     

1014-1015 原村合同例会のようす                                                   

日 時 ７月26日13時  場 所 原村こひつじ幼稚園  

司 会 宮 内 会長  祈 祷 塩 原 牧師 

いつもの呼び鈴点鐘でこひつじ幼稚園ならでは合同例会が始まった。 

ゲスト 塩原牧師、藤江直前部長、服部会長（タンポポ）茅野メン（甲府２１）鈴木メン(甲府クラブ) 

宮内会長 1992 年スタート今回第 22 回になります、未来永劫につづきますように。若者入会でクラブは若返って

いますホームページも立ち上げます。 

松本クラブ金井会長 珍しい暑さですがさわやかな風を楽しんでいます。報告を 1 つ、一昨年お土産に手作りの蛇

イチゴ万能薬をいただきました。昨年ジェネリック作りを試みましたが失敗。今年は大成功妻が蜂に刺されたのです

があっという間に痛み退散！ 

ハッピーバースデイ 7 月、伊藤メン、露木メネット、正木メン、NI Xiu Cheng メン（松本クラブ） 

             塩原牧師、 石丸メン、笠利メネット、清水メネット、松田メン・メネット（武蔵多摩クラブ）   

   ８月、中村園長、中野メン、中本メン（松本クラブ） 

中野メン ８１歳になりました、去年は入院中で誕生祝い無し、この間１年遅れの祝いをしてもらいました、そして

今日！ありがとう御座いました。      

中村園長 今年は原村の涼しいイメージは何処へやら、でも職員一同楽しみにしておりました。昨日は竹を組んで

15M の流しそうめんで 1 学期をしめました。（TV のニュースで見ました！の声） 

８０歳です、園児たちが拍手してくれました、また下駄はいてと注意される不真面目園長を元気にしております。 

小林（チーフコック）今回はあれやこれや考えず、ここのものだけで、園のピザ釜のピザ、かりかり梅と園のユカリ

と梅の刻みの芯二種のお結び、初物のとうもろこし等などです！ 

塩原牧師の食膳感謝の祈りそして食卓をかこんで全員一言づつ 



 

  

飯島ワイズ(松本)今日も又楽しみのおいしいご馳走ありがとうございます！   

金井ワイズ(松本)ここでもう一度蛇イチゴの PR を・・・・・（笑い） 

清水ワイズ（武蔵野多摩）私も 80 歳になりましたここに来ると空気も空気も(雰囲気の事！)いいですね。 

塩原牧師 ここにご縁ができて 10 年です。かつてブラジルで老人ホーム落成の日に、同じ思いの武蔵野クラブ中

村博さんと知り合い、いい友達になりました、帰国して原村に定着、中村さんの一言でこひつじ幼稚園例会にご縁が

できました。宮内さんもサンパウロにいられたとの事ますます楽しみになってきました感謝しています。 

鈴木夫妻（甲府）原村にはちょうど 10 回目です最初はあずさ部長のとき２クラブの公式訪問を１度で済まそうと

たくらんだのが、雰囲気、ご馳走、風に病みつきになりました、ここに来るとひと夏元気に暮らせます。 

川上さん（小坂メネットの妹さん）宮内ワイズの孫メットを見ながら私は学校でこんなお子さんの先生をしていま

したとても懐かしいです、来年もお会いしたいですね。 

宮内一家（メネット、コメット孫メット２計５名）メネット 私も幼児教育に携わっておりました。素晴らしい環

境うらやましいです。それとピザ釜をつくりたいと思っておりますます・・・・ 

中本メン（松本）去年初めて参加し今年も思ったのですが、今度は子供たちがいるところに・・・と思います。 

伊佐メン（武蔵野多摩）思い返せば松本クラブ伊藤ワイズのリフレッシュ合同例会をやろうよのお誘いから私たち

の参加が始まったと思います。それをサポートしてくださる幼稚園の先生方に感謝です。それに先生の採用条件に今

日の日があることが条件とお聞きし感動しています。 

渡邉メン（武蔵野多摩） 今ホームページを作ったりメーリングリストを作ったりしています、新人です！ 

宮内メン（武蔵野多摩）４人引き連れてきました今年の夏は富士登山とインドでの国際大会に参加することです。 

山口メン（武蔵野多摩）こひつじ幼稚園は何か引き付ける力があります、日本中から人を集め今年はフランスから

まで広がり来年はどこまで広がるのだろうと思っています、私はここに居るだけで満たされています、今夜は絶食し

ます（大笑い） 

野尻メン（武蔵野多摩） 毎年中村先生の顔を見ることとおいしいご馳走を楽しみに来ていますありがとう御座い

ます。 

 坂小メネット武蔵野多摩）1992 年主人が第 1 回を初め第 3 回から中村先生こひつじ幼稚園のサポートいただいて

今回で 33 回、歴史を感じます感謝です。 

 柳沢メン(松本) 転勤で長野から松本クラブです素敵な方々、素敵な環境、素敵なご馳走ありがとう御座いました。 

 藤江メン（たんぽぽ）私も部長公式訪問を鈴木メンとおなじたくらみで来ましたら見事に虜になりました、これか

らもよろしくお願いいたします。 

服部メン（たんぽぽ）藤江さんの強い強いお勧めで参りました。そのとうりを満喫しております。後は今夜の満点

の星です。 

茅野メン（甲府 21）何回目か忘れましたがごつい体の中村さんの「俺は相撲取りだよ」の言葉が強く印象に残っ

ています。ぶどう棚の下例会が復活しました後ほどご連絡します、待ってます。 

渡辺メン(甲府) 次期部長をお受けし先ずいろいろ知らねばと参りました、全然知らなかったことが沢山あり収穫

大です。来年度はご支援よろしくお願いいたします。 

仙洞田メン(甲府) 原村例会、人、環境、ご馳走三拍子そろって最高。富士五胡クラブの富士山例会は五合目で

1200M 原村は 100M2 番で海抜 2 番ですが本当にめぐまれていますね。 

 中村園長の閉め 私たちは園児 58 人名スタッフ 5 人で毎月 1 人がテーマを決め他の４にんは人はそれにそった園

生活をしています毎月新鮮です、外から見ると変わった幼稚園に見えるようです。私は同じことをするのが大嫌い来

年は又違ったおもてなし・・・・入笠山湿原歩きなど考えています。 

エンドレスの意味をこめて最後にワイズソングで閉会！ 



 

  

 

＜西東京 YMCA 便り＞ 

                                  村山 達哉 

暑かった夏でしたが、8 月最終週には涼しさも感じられるようになり、あっという間に 9 月に入りました。この夏も多

くの子どもたちや様々な参加者が YMCA へと集まり、無事にすべてのプログラムが終了いたしました。皆様のお支えがあ

ってこそだと思っております。感謝いたします。 

この夏は日帰りプログラムの参加者数がなかなか伸びずにいたのですが、その分宿泊プログラムへの参加者数は昨年に

比べ好調でありました。日帰りプログラム、宿泊プログラムそれぞれにおいて良さがありますが、保護者の元を離れ、仲

間との生活や体験のできる宿泊キャンプへの参加者が多く集まったことは、私たちとしては嬉しいことでした。キャンプ

に参加する子どもたちは、宿泊する期間が長いほど、少しずつ、のびのびと過ごすようになっていきます。キャンプは「非

日常」であり、その中で起こることや体験したこと、感じることは子どもたちにとって、大きな刺激となります。また、

仲間との関わり、リーダーとの関わりの中にもその刺激はあります。食事当番やお風呂の時間、清掃や荷物整理を自分た

ちで行うこと、キャンプ中のすべての場面において、ちょっとの勇気や喜び、悔しさや発見があり、そういった刺激すべ

てが、キャンプから帰り、彼らが日常へと戻ったときに、キャンプのおみやげとなります。 

キャンプを支えるたくさんのボランティアリーダーにとっても長い夏が終わりました。キャンプに向けた準備の中で、

またキャンプ中、キャンプ後でさえも、彼らは悩み、悔しさを感じます。キャンプは楽しいことや嬉しいことばかりでは

ないのですが、こういった悩みや悔しさも、ボランティアリーダーたちにとってはキャンプのおみやげなのです。 

今後も、キャンプに参加する子どもたちや様々な参加者、そしてボランティアリーダーたちにも、たくさんの喜びや嬉

しさのおみやげを作れるよう、努力していきたいと思っております。 

 

＜西東京センター及び東京 YMCA の主な予定＞ 

9/6  オール東京一斉街頭募金＠渋谷 

9/7  知的障がい児・者 余暇活動「あおぞら・つばさの会」9 月例会 

  発達障がい児 グループ活動「Smile」9 月例会 

9/12-14  オール東京リーダーズキャンプ＠東京 YMCA 野尻キャンプ 

9/21  秋の山中湖キャンプ打ち合わせ会 

中高生グループ活動「TeenS」9 月例会 

9/23  第 28 回インターナショナルチャリティーラン 

9/28  幼児野外活動「にこにこ」9 月例会 

  小学生野外活動「ロビンソン」9 月例会 

  知的障がい児・者 余暇活動「シャベルズ・いづみの会」9 月例会 

  国際協力募金（例会後、三鷹駅にて） 

 

９月のバースデイ 宮内ワイズ 9･23 山口メネット 9･2 井口ワイズ 9･2 

９月例会 日時 9 月 10 日(水) 場所 西東京センター 7 時 

      受付 石丸･山本ワイズ 司会 伊佐ワイズ 聖書･祈祷 小坂メネット  

卓話 私の YMCA 人生 東京 YMCA 副総主事 菅谷 淳氏 

お願い 東京武蔵野多摩クラブの年会費は、銀行振り込みでも結構です。よろしくお願いいたします。 

振込先は 三菱東京 UFJ 銀行 高田馬場駅前支店 普通 3532492 東京多摩クラブ ｴﾝﾄﾞｳﾒﾝﾄ基金です。 


