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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 

「はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、私にしてくれたのである。」 

 

マタイによる福音書25章40節 

主題 

国際会長      Poul V. Thomsen   「全ての世界に出て行こう」 

アジア地区会長   岡野 泰和     「未来を始めよう、今すぐに」 

東日本区理事        渡辺 喜代美    「いざ立て」 

あずさ部長     藤江 喜美子    「心を一つに あずさ部号前進」 

武蔵野多摩会長   伊佐 節子  「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 

 

４月出席率 在籍者１１名 出席者10名  メイキャップ1名 ゲスト1名 出席率９１％ 

 

さくらフェスティバル   

４月５日、６日にさくらフェスティバルが国立市谷保第三公園で開催され、東京武蔵野多摩クラブ（以下当クラ

ブと略称）はＹＭＣＡ西東京センターと共に参加した。 当日、桜は満開をやや過ぎていたが、花は多く残ってい

た。 また、一時、雨と雹、突風があり不安定な天気であったが、例年同様多くの市民が参加した。 また、今年

度はあずさ部よりＣＳ事業資金として補助を頂いた。 
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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。 



 

 

西東京センターは、子供を対象に、木材を使ってペンダントつくりを行い、２日間で約２５０人の子供を集めた。 

当クラブはバザーを行い、売上金は２日間で２６，５９０円に達した。（売上金は、全額西東京センターに寄付

の予定。） 

今後の課題として、 

① 当クラブの参加者は、５日、６日共４名であったが、５名以上の参加が望ましい。（ちなみに、西東京セン

ターはリーダーを含め、５日は７名、６日は１１名の参加があった。） 

② 突風対策として、テントにペグ、張りロープの準備が必要。 

③ 西東京センターはＹＭＣＡの旗を張り、ワイズは適当な看板を用意すること。 

（また、揃いのＴシャツを着るとかした方が見映えが良い。） 

                                       （清水彰直） 

 

４月武蔵野多摩クラブ例会のようす 

日 時 ４月５・６日 国立市さくらフェスチィバ参加  場 所 保谷第三公園 

４月１１・１２日香港 TST クラブ例会参加・交流  

 

2014 くにたちさくらフェスティバル                     

４月５日、６日の二日間、国立市の谷保第三

公園を会場に行われた「くにたちさくらフェス

ティバル」に今年も参加。桜は満開。最高の状

況での開催であったが、不安定な天気で、晴れ

たかと思えば雨、ヒョウまでふりちょっとドタ

バタ。空をにらみながらの開催であった。 

恒例の子供遊びコーナーで、西東京センター

のリーダーたちがペンダント作り。参加した子

供が(幼児から参加)また友達を連れてきたり

と、大盛況。西東京センターのリーダーたちの

指導で一心不乱にすごい集中。できた作品を嬉

しそうに首からかけ、小さいこの保護者は「ど

んなの作ったの」とすごくうれしそうにわが子の作品を手に取って感激。 

初日の夕方には親が二重の輪で覗き込む。黒山の人だかりができ、通りがかりの人がいったい何をや

っているのか覗き込むほど。リーダーたちの持っている子供への思いを子供たちが感じとり、心から楽

しんでいる子供の姿に親がひきつけられる感触。 

初日の５日は約１５０人、翌６日は約１００人(後半は雨であったが)の参加。子供たちはすごい集中力

で一心不乱にペンダントづくり。おかげさまで隣接のわが武蔵野多摩クラブのバザーコーナーも盛況で

ほぼ完売。 

近くで行われた、医療福祉専門学校の入学式の後によられた廣田東京ＹＭＣＡ総主事も顔を出してく

ださり感謝。八王子クラブの長谷川さん、西東京センターサポーターの青山さんも応援に来てくださっ

た。こちらも大感謝。 



 

 

ワイズもＹＭＣＡも地域の中でとかく待ちのスタンスを取ってしまいがちであるが、逆に出ていくこと

で活路は見いだせないであろうか。ともかく国立にＹＭＣＡ、ワイズがあり、様々な活動しているとの

格好のアピールになったことは間違いない。今後も協力して続けていきたい。      山口直樹 

 

香港訪問記  

 毎年、交互に訪問しあっている

IBC 香 港 Tsim Sha Tsui 

Club(TST)との交流で今年は東京

武蔵野多摩(TMT)が出かける番。4

月 12 日に TST が主催して行われ

る Green Connection Youth Forum

に照準を合わせて 4月 10日から 3

泊 4日のスケジュールで訪問。4月 10日朝メンバー６名で羽田を経ち午後香港へ到着、早速夜 7:00

から TSTの例会に出席（因に香港にある 12クラブの中、英語で例会を行っているのは TSTのみでそ

のため会員も香港人の他、日本人、オーストラリア人、アメリカ人と国際色豊か）。我々のスケジュ

ールに合わせて４月例会をこの日に変更してくれたこともあり、全会員 22名中出席者は山田クラブ

会長ご夫妻、フレデリック、アンディ、ローズ、ジョレンスを含め 12名であったが、食事をしなが

ら歓談し楽しい合同例会となった。又たまたま新入会員フィオナさんの入会式が有り立ち会わせさ

せて頂いた。彼女は 24 才の不動産コンサルタントで APAY のチェンジエージェントとのこと、TST

には彼女を含めて 20歳代が 4名、30歳代始めが 2名と若手会員が多く活気に溢れ羨ましい限りであ

る。 

 4 月 11 日は、ローズ，ジョレンスの案内で長洲島への 1 日観光に出かけ、素晴らしい海鮮料理を

楽しんだ。 

 翌 4月 12日は 10時に Forum会場に到着、Forumには高校生、大学生約６０名が参加し４名の講師

の先生方の講演に続いて「食を取りまく環境」に関する討議が行われた（ようである）。と言うのは

全て広東語で行われた為、我々は最初にスペシャルゲストとして紹介された後退席し、会場になっ

ていた YMCA Beacon Centerを案内してもらう事になり、最後の写真撮影の時に戻って来た。（4名の

講師の講演内容については、日本語に訳した資料を頂いてきたのでご希望方には差し上げます。） 

この Forumは、TSTが企画・主催し準備から参加者集めまで若手会員とベテラン会員が一体となって

見事なチームワークを感じ取る事が出来た。 

 最終日の 4月 13日は山田ご夫妻、フレデリック、アンディ、ジョレンスが日曜日にも拘らずホテ

ルに来てくれて昼食を共にし、充実した４日間に感謝し午後の便で帰路についた。 

滞在中フルアテンドしていただいた TSTの皆様にあらためて御礼申し上げます。  宮内友弥 

 

YVLF(ユースボランティアリーダーズフォーラム）が近づきました！ 

若者たちと共に未来に向かおう！ 

若いリーダー達が弱者に手を添える喜びと達成感を味わい再認識するキッカケです。それが彼らの未来にひいては 

YMCA＆Ys の老いからの復活につながります。私たち武蔵の多摩クラブは若いリーダーの発表会に続いて八王子クラ 

と合同でリ―ダー達の労い会をしていますがそれをさらに視野を大きく広げ、積極的に OB たちにも YMCA＆Ys 



 

 

に戻すキッカケに発展させたいと思います。これからの YMCA＆Yｓにとって重要なことではないでしょうか！ 

ユース事業委員 渡邉大輔 

尚、渡邉氏大阪出張、超多忙、氏からのメールのメモ書きを松田が再構成しました。 

 

＜西東京 YMCA 便り＞ 

村山 達哉 

皆様、こんにちは。西東京センタースタッフの村山達哉です。この度、東京武蔵野多摩ワイズメンズクラブの担当主事を

務めることとなりました。これまでにも例会時やイベント等でお会いした際にお話させていただく機会がありましたが、

さらに多くの機会を皆様とご一緒できること、嬉しく思っております。どうぞよろしくお願いします。 

西東京センターのスタッフとなり 4 年目となりますが、主に発達障がい児グループ活動「Smile」、知的障がい児・者余

暇活動「シャベルズ・いづみの会」、知的障がい児・者水泳プログラム「まんたの会」、それから夏・冬・春のシーズンプ

ログラムを担当しております。 

東京 YMCA に入職して最初の部署がこの西東京センターなのですが、初年度のこの時期に、ブリテンにてご挨拶させ

ていただいたことを覚えております。当時は右も左もわからない状態でしたが、西東京センターに関わる多くの方々との

出会いの中で、少しずつ YMCA の働きや活動の魅力を知ることが出来ました。また、ワイズの皆様にもあたたかく声を

かけていただき、さくらフェスティバルをはじめ、ファミリークリスマス等のイベントでも多くのお支えをいただいてい

ることに感謝しております。 

ワイズメンズクラブの担当主事を務めるのは初めてですが、皆様との交わりをより深めご指導をいただきながら、この

あったホームな雰囲気のある西東京センターが、より活発で賑やかな場所となるよう努力していきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

＜西東京センター及び東京 YMCA の主な予定＞ 

5/2-4  ディレクタートレーニング（東京 YMCA 山中湖センター） 

5/4-6  プレキャンプ（東京 YMCA 山中湖センター） 

5/7  ボランティアリーダー説明会 

5/10-11  知的障がい児・者 余暇活動「あおぞら・つばさの会」5 月例会（一泊会） 

5/11  発達障がい児 グループ活動「Smile」5 月例会 

5/14  ボランティアリーダー説明会 

5/18  オープンプログラム「ワンデイトリッパーズ」 

5/19  夏キャンプキックオフ 

5/21      ボランティアリーダー説明会 

5/24  東京 YMCA 会員大会 

5/25  幼児野外活動「にこにこ」5 月例会 

  小学生野外活動「ロビンソン」5 月例会 

  知的障がい児・者 余暇活動「シャベルズ・いづみの会」5 月例会 

5/28      ボランティアリーダー説明会 

5 月の卓話 正木ゆかさん 海洋調査会社で深海生物が専門・松本クラブ正木ワイズのコメット、見たこと

無いとても珍しいお話を期待しましょう！ 

今月のバースデー 清水 彰直 ワイズ ３４・５・２７ 


