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☀ １月例会プログラム 

と き 1月 17日（金）19：00－21：00 

ところ 東京 YMCA南センター３階 

電話 ０３－３４２０－５３６１ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 

司会 張替 滋夫  君 

１．開会点鐘 太田 勝人 会長 

２．ワイズソング＆ワイズの信条      一   同 

３．今月の聖句朗読と祈祷 寺門 文雄  君 

４．ゲスト＆ビジター紹介     太田 勝人 会長 

５．食前の祈り 冨田 釮次  君 

６．会 食  

７．卓  話 「技 能 五 輪」 

卓話者：   西澤 耕一氏（東京グリーンクラブ） 

８．ハッピーバースディ     8日 小原 詔子メネット  

９．ニコニコ献金  

10．諸報告 

11. 閉会点鐘            太田  勝人 会長 

 

 

 

国 際 会 長 主 題 「全ての世界に出て行こう」（Go Ye Into all the World） Poul Thomsen(デンマーク)  

アジア会長主題 「未来を始めよう、今すぐに」 （Start Future Now） 岡野  泰和  (大阪土佐堀）  

東日本区理事主題 「いざ立て」 （Once more we stand） 渡辺 喜代美 (十勝） 

東新部部長主題  「楽しく そして あたたかく」 佐藤  茂美 (東京） 

クラブ会長主題  「原点を見つめ、充実、飛躍、そして楽しもう！」 太田  勝人 (東京世田谷) 

        Let’s enjoy our club life, back to the starting point!                                               

会  長  太田 勝人               2014年 1月会報 会   計 寺門  文雄   

副会長 岩崎 弘               強調テ－マ 直前会長 張替  滋夫   

書  記 藤田  耕一     ＊IBC・DBC（国際・国内ブラザークラブ）＊ 担当主事 山梨 雄一                                                                    

        †今月の聖句 
             

 「自分自身を 愛するように 

        隣人を愛しなさい」 

 

  You shall love your neighbor as yourself 

 

    旧約聖書 レビ記 １９：１８ 

                 （寺門文雄 選） 
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会員在籍   １２名 

 

出 席 率    ９２％  

 

 

 

第２例会 12/20日（金） 

    （10名出席） 

岩崎、太田、小川、小原、

川嶋、寺門, 冨田、張替、

藤田、山梨      

 
例会出席者  12／19日（金） 
         
会  員             10名 
メネット             3名 
メイキャップ        １名 
ゲスト              13名  
ビジター        0名 
――――――――――――― 

    合 計       27名 
 

すずらん会参加者 12/20日（金） 
 ゲスト       ３９名   
 スタッフ       １０名＿ 

 合 計          ４９名 

 

９月のＢＦ 

切手   ０ｇ   

現金   ０円 

累計切手 ０ｇ 

 

東日本災害支援へ寄付 

累計：         円      

東京世田谷ワイズメンズクラブは

2013年 10月 30日社団法人日本キリ

スト教海外医療協力会に年会費５千

円を納入し継続しました。 

 

 

ニコニコファンド 

12月      13,872円 

年度計    61,734円 

 
JOCS累計 
使用済み切手と併せて 

円 
注：JOCS 献金記録の掲載 
すずらん会やコミュニティコ

ンサートではかねてよりJOCSへ
の応援を行っている。 
使用済み切手とワンコインの 

献金など。 
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☀ 本日のメインプログラム  
皆さん、明けましておめでとうございます。 

今年もまた、豊かな恵みを与えられている事に感謝して 

健康を保ちクラブライフを充実・発展して参りましょう。 

年の初めに、東京グリーンクラブ所属の西澤耕一さん

をお招きして「技能五輪」についての卓話を頂けますこ

とに感謝いたします。スタートは 1950年スペインと 

ポルトガル共同で戦後の復興を担う若い技能者の訓練 

育成を目指して技能のオリンピックを始めました。 

若者の成長を願うワイズメンとしてその願いには共通 

するものがあります。 

＜西澤耕一さんの紹介＞ 

1941年滋賀県生まれ。1996年から職業能力開発 

大学にて教えながら、2001年から６年間、国際技能 

五輪日本国技術代表として若者の技能競技大会を支援。 

現在は諏訪東京理科大学客員教授、（株）みらい知的財産 

技術研究所代表取締役社長。東京グリーンクラブ所属。 

                  （太田 記） 

 
☀ 第１例会報告     

 会場を下北沢の教会に移しての例会。日程も教会に会

わせて１日早い木曜日開催は昨年並み。イエス･キリスト

の愛の業に倣うワイズメンズクラブのクリスマス例会は

いつも礼拝か

ら始まる。 

 長年お世話

になった亀田

正己牧師の後

任、渡辺誉一

牧師の説教に、 

寺門ワイズの

司会、小

川メネッ

トの奏楽、

アルマ･

ムジカク

ワイヤー

に寄る讃

美歌の礼

拝は、格

調高く仏教徒も含むワイズメンに相応しい、厳粛さに満

たされた。 

礼拝に続いて、アルマ・ムジカによるミニコンサート。

クランキーBOXより年長の女声聖歌隊。そのハーモニー 

はワイズの心に響いたか。 

 第二部の祝会は、これも恒例のメネット手作りクリス

マス料理の数々。オークションにアトラクションで、１

年ぶりの方も含む多くの会友も、和やかなワイズクリス

マスであった。 

（小川 記）                                           

 

 

 

◎ 世田谷クラブの例会に参加して」 

 
 
 

クリスマス祝会に参加して 

（チョトショプノ 岡部光良さん 記） 

先日は心温まる会にお招き頂きましてありがとうござ

いました。当日は笑顔溢れる場で素敵なハーモニーを耳

にしながら会食を楽しませて頂く中で、雨空や時間も忘

れ、心躍る思いで一時を過ごすことが出来ました。 

また、牟田悌三氏の衣類を譲り受ける好機にも恵まれ、

彼の著書「大事なことはボランティアで教わった」とも

出逢うことが出来ました。自分自身にとって、大事な気

づきや繋がり、心の成長を得られる“皆様とご一緒させ

て頂ける時間”に改めて感謝しております。 

本当にありがとうございました。 

 

☀ 第２例会報告 

12/20（金）16：00から太田会長、冨田、小原、小川、

寺門、張替、川嶋、岩崎、山梨、藤田の 10名にて南セン

ター３階会議室で第２例会を開催した。 

報告事項 

１．小川さんから 12/5～6 石巻「歌の広場」の実施報

告があった。すずらん会のプログラムが沼津でも始

まるとのこと。 

２．１月１日現在の後期半年報を提出準備中。 

３．11月の役員会を経て、２人の退会届と１人の休会届

を東日本区に提出。 
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４．東新部第２回評議会での承認事項報告：①2014年７

月より３年間、CS（1,250円）、ASF（250円）献金の

不徴収、②来年 10月実施の「部会実行案」承認、③

次次期部長伊丹さん（東京むかでクラブ）承認。 

５．１月 10日（金）12：00～13：30 学士会館にて 

YMCA午餐会（日野原先生の卓話）が開催予定。 

６．１月 11日（土）在京ワイズ新年会が 12：30から東

陽町 Y１階ウェルビーにて開催予定。 

７．寺門さんから 11月度会計報告があった。  

協議事項 

１．世田谷クラブの次期体制を協議し、岩崎会長、藤田

書記、小原会計を承認決定した。 

２．２月の卓話について協議し、原俊彦さんに打診する

こととした。 

３．２月１日（土）東新部「フレッシュワイズセミナー」

が 13：00～17：00山手センターで開催予定。太田、

寺門、岩崎、小原、藤田が参加。 

４．東日本区ヤングメンバーに対する｢区費補助｣決定： 

Ａ会員（満 25歳以下）に半期分として 3,750円を、

Ｂ会員(満 26～39歳)に 3,500円を補助。 

５．国際投票について協議し、①国際会長に、タイの B．

Wichian、②アジア選出国際議員に、シンガポールの

Ong．E．Keng-Wan、を投票することとした。 

６．山梨さんから YMCA 報告が行われた。①12 月７日に

ファミリークリスマス会を開催し、経堂地区は 60

名参加し、３月９日の街頭募金を決定。田園調布地

区は 40名参加。 ②12月 13日～16日 リーダー実

技トレーニングを予定。③12 月 26 日から小学生の

スキーキャンプ、27日から幼児のスキーキャンプを

予定。④来年度の語学やあすかクラスのプログラム

の準備を開始。          （藤田 記） 

 

☀ 2013年度 東京ＹＭＣＡ国際協力部 

国際プログラム/クリスマス祝会 

去る 11月 30日（土）15：30～19：30、東京ＹＭＣＡ

東陽町センター「Well・Ｂ」にて年末恒例の標記報告会

が開催された。第一部礼拝にてマタイ福音書による広田

総主事のお話しと祈りの後、年々歳々の地道な活動が実

感される充実した報告が続いた。とりわけ活動が再開さ

れたバングラディシュや日本語学院留学生スピーチ、Ｓ

ＴＴ（ソウル・台北・東京）ユース石巻ワークキャンプ、

及び本田副総主事による北京・ソウルＹＭＣＡ周年催事

参加報告等、今回は日本とアジアとのつながりの進展が

実感される報告会であった。30名を超すにほんご学院の

留学生、また多くの東新部のワイズのみなさんにも参加

いただき活動の認知が一歩進む契機となったことは嬉し

い。その後クリスマス祝会に移り ラテン・コーラス「ロ

ス・コンパニエロス」の演奏やゲーム、キャンプのドン

浅羽委員によるキャンプソング等にぎやかなプログラム

により遅くまで親交を深めた。報告グループは ①北京

ＹＭＣＡ実習 ②キッズワールドカップ in 韓国 ③フ

ロストバレー・サマーキャンプ ④日本語学院留学生生

活 ⑤バングラディシュ支援視察 ⑥チョトショプノ活

動報告 ⑦ＳＴＴユース支援ワークキャンプ ⑧ＹＭＣ

Ａ他世田谷クラブからは太田会長 張替（共に国際委員）

が参加。                （張替 記） 

                    

☀ YMCA石巻 歌声広場に参加して 

           （沼津クラブ 渡邉実帆さん♪） 

12月5日(木)石巻歌声ボランティアにご一緒させてい

ただきました。 

私は前回の 10月に続いて 2回目ですが、世田谷クラブ

としては震災後 10回目の訪問だそうです。 

12月 5日は３・１１の震災後ちょうど 1000日目とい

うことで、「単純に計算して 100 日に一度の訪問をして

いるのですね。」と小川メネットがおっしゃっていたのが

とても印象的でした。石巻では地元の方が夕方からの「追

悼の灯り」イベントの準備をされていました。（残念なが

ら私は夕方の追悼イベントには参加することが出来ませ

んでしたが。） 

石巻のケアハウスを訪問し、デイサービスや入居され

ている方々と共に大きな声で楽しく歌を唄いました。パ

ソコンのご機嫌が悪く、歌詞が出ないことも・・・。で

もそこはベテラン小川さん達のすごいところ！！どんな

ことがあっても心が一つになる音楽の素晴らしさを実感

しました。 

世田谷クラブの皆さんがこつこつとこうした訪問を続

けられていることに、ボランティアの原点を見たようで、

本当に頭が下がります。これからも機会があればご一緒

させていただきたいと思っています。 
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☀ YMCAクリスマスオープンハウスに参加して 

去る 12/23（月、祝）オープンハウスが YMCA東陽町セ

ンターにて開催され参加して参りました。 

当日は朝 10時スタートにも拘らず、７時から入場を待

つ“YMCAファン”が居られ（菅谷さん談）バザーやフリ

ーマーケットや、それにワイズメンクラブからの多くの

出店があり、それはそれは大変な賑わいでした。 

（廣田総主事と会話をしたところ、恐らく２～３千人の

方々が参加されているのでは、とのことです）恒例の夏

祭りのクリスマス版といった感じですが、消防署より防

災訓練や AED訓練などの実地指導もあり、子供さんもそ

の親も共に高い関心を持って訓練を受けていました。 

こうして私共が支援しています東京 YMCAが東陽町の 

市民のみならず広く江東区全般に受け入れられ、なくて

はならない存在となっている事に感銘し、色んなものを 

良く食べ、良く飲み、そしてお土産を買って帰宅した一

日でした。     

（太田 記） 

                  

  

☀ 会長通信 １４０１ 

今月の強調テーマは IBC/DBC です。我々はワイズメ

ン国際教会の一員であり、世界の仲間と繋がっていま

す。 

我が世田谷クラブは伝統的に IBC/DBC に力を入れて

きまして、USA は Gardena Club（カリフォルニア州）、

Kaimuki Club（ハワイ州）と IBCの締結をし、 

国内では沖縄那覇クラブと DBCの締結をして交流 

を致しております。 

永年、私共のブリテンを英訳して Gardena Clubの 

皆さんに紹介する労を取って頂いていたFutamaseさん

が 2013年 11月に 94歳のご高齢にて他界されました。 

残念でなりません。ここに我が世田谷クラブを代表し

て娘さんに弔電（condolence message）を送りました

ので原文を記すと共に日米の架け橋としてご尽力され

た Futamaseさんを偲びたいと存じます。 

なお、元・Gardena Clubの Mr. Jim Mueller にもお伝

えいたしました； 

Ms. June Futamase-san, 

It was a sad news indeed to note through Mr. Komiyaji 

that Keiji Futamase-san had passed away on 24th Nov. 

On behalf of all the members at Tokyo Setagaya Y’s 

Men Club, I extend from the bottom of my heart 

sincere condolence to your all the family, and 

relatives. 

Thanking him for his long-lasting dedications and 

services so far to the club life, I remain Y’sly, 

Katsuhito(Vic) Ohta,  

President of Tokyo Setagaya Y’s Men Club,  

27th Nov.,2013 

（太田 記） 

卓話予告   
２月：原 俊彦さん（富士五湖クラブ） 

３月：東京西クラブとの合同例会 

（西クラブがホスト）  

＊ 今後のスケジュール 
1/10（金）下北沢すずらん会 

     YMCA午餐会 

1/11（土）午前 東京 YMCA在京クラブ会長会 

     午後 在京クラブ新年会 

1/14（火）東京クラブ例会 

1/15（水）ボラセン「歌の広場」三茶 

1/17（金）第１例会 

1/21（火）南センター運営委員会 

1/24（金）YMCAすずらん会、第２例会 

2 /1（土）フレッシュワイズセミナー、山手 

2/14（金）下北沢すずらん会 

2/18（火）南センター運営委員会 

2/19（水）ボラセン「歌の広場」三茶 

2/21（金）第１例会 

2/28（金）YMCAすずらん会、第２例会 

                      

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ  

南センター主催の冬季スキーキャンプ（チャレンジス

キーキャンプ、リトルキッズスキーキャンプ）も 12

月 30 日に無事に解散の時を迎えることが出来ました。

両キャンプともに多くのボランティアリーダー達の

活躍により、初めてスキーをする子ども達もみな、リ

フトに乗り緩斜面、緩中斜面を颯爽と風を感じながら

スキーを楽しむことが出来ました。生活においても、

子ども達同士、日に日に互いを認め合い、譲り合った

り、協力したりという姿も多く見られ、アットホーム

な雰囲気の中、4日間または 5日間という大冒険のキ

ャンプとなりました。 

 

〈今後の主なスケジュール〉 

1月 22日（水） 春季スキーキャンプリーダー 

キックオフミーティング 

1 月 25 日（土）～26 日（日）わくわく雪遊びキャン

プ（尾瀬戸倉） 

2月 2日（日） チャレンジスキーキャンプ  

思い出会 

2月 4日（火） 春季スキーキャンプ申込開始 

（プログラム登録者） 

2月 6日（木） 春季スキーキャンプ申込開始 

（一般） 

2月 11日（火・祝日）リトルキッズスキーキャンプ  

思い出会 


