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☀ １月例会プログラム 

と き ２月 21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 寺門 文雄  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 峰  毅   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 「モノ作りに魅せられて」 

卓話者：      原  俊彦（富士五湖クラブ） 

８．ハッピーバースディ    ３日 小川礼子メネット  

10日 峰  朋子メネット  

13日 張替淳子メネット 

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２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               ＊ＴＯＦ（Time of Fast）＊ 担当主事 山梨 雄一                                                                    

        †今月の聖句 
             

  「しかし、わたしはあなた方に言います。 

 自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。」 

      

 But I say unto you. 

     Love your enemies, and pray for them 

        ｗhich persecute you. 

                  ( Matthew ５：４４ ) 

                （太田 勝人 選） 
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会員在籍   １２名 

 

出 席 率    ９２％  

 

 

 

第２例会 1/24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  １／17日（金） 
         
会  員             11名 
メネット             2名 
メイキャップ        0名 
ゲスト               5名  
ビジター        1名 
――――――――――――― 

    合 計       19名 
 
すずらん会参加者  1/24日（金） 
 ゲスト       ４４名   
 スタッフ       １０名＿ 
 合 計          54名 

 

１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 

１月       9,910円 

年度計    71,644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  
本日は東京サンライズクラブ所属のとき東日本区 

第 13代理事を務められ、現在は富士五湖クラブにて 

ワイズ活動をされています原 俊彦さんのお話しを

卓話として拝聴できます事は光栄です。 

原さんは、お仕事をご子息に譲られ、昨年から成

城学園に工房「Dprintギャラリー」を開いてご活躍

中です。 

（太田 記） 

＜原 俊彦さんのご紹介＞ 

 1944年 3月、目黒・祐天寺の生まれ。 

終戦直後に父の実家があった埼玉県に転居。 地元の

小・中学校を卒業後、 加須市にある県立不動ヶ丘高校に

学ぶ。近くあった教会で米国宣教師 アプタン先生に出

会う。その影響もあってか、立教に進学して YMCA(学 Y) 

に入部、4年間ボランティア活動を体験。 

 卒業して住友スリーエム社に入社、15年勤務の後、37

歳で光伸プラン ニングを立ち上げる。以来 31年間に亘

って広告、宣伝の仕事に携わり、ビルラッピングやイン

テリア装飾などの仕事に携わる。 

一年前、息子に全ての事業を渡して会長に退きましたが、

昨年 7月に、新たに 3つ目の会社を設立（成城学園駅よ

り徒歩 5分）。11月には、自宅も 30年ほど 住み慣れた

恵比寿を離れ砧に移転。古希を前に公私ともに新天地で

の再チャレンジ、新しいスタートを切りました。  

 
☀ 第１例会報告     

 昨秋より新年にかけ世田谷クラブにとって大切なお二

人の訃報が相次いだ。10年余に亘りブリテンの転訳を手

掛けていただいたFUTAMASEさんと元国際会長のMueller

さんだ。新年

例会はお二人

を忍ぶ黙祷で

始まった。 

卓話は「技

能五輪」と題

する西澤耕一

氏（諏訪東京

理科大・客員教授、東京グリーンクラブ）のお話しで、

第二次大戦直後のスペイン・ポルトガル起源の技能五輪

の歴史と最近のトレンド及び課題さらに具体的競技過程

の紹介、我が国のものづくり文化復興への提言など貴重

かつ示唆に富んだお話しを興味深くうかがった。それは

又ＹＭＣＡの若者育成の方法論にも通じる大変有意義な

アドバイスでもあった。個人的にはかつて仕事上幾度と

なくスペイン・ポルトガルを往還しながらついぞ知りえ

なかった沢山の事柄に目からうろこのひと時でもあった。

食事は恒例の川嶋さん、小原メネット、お手製のおでん

におにぎり。おいしさに思わず、お代わり。ゲスト参加

の、むかでクラブの櫻井さん自家製の大評判ベーコンを

手にそれぞれの家路についた。 

          （張替 記） 

 

（小川 記）                                           

 

 

 

◎ 世田谷クラブの例会に参加して」 

 

「世田谷クラブ１月例会に参加して」 

（吉田 司さん 記） 

「技能五輪」の題名に興味を持ち、例会に参加させて

いただきました。講師は東京グリーンクラブの西澤耕一

氏。昔の職人は匠の師匠との出会いが命。 

師匠の身体・指・目の動きなど一挙手一投足見逃さず、

自分の身につけ、一人前の職人に育ったものです。 

経済大国となった今、最先端の機械、工具、部品等、

性能の良いものを使用しながら技術を磨き、多くの若者

が世界に飛び出し活躍しているが、日本古来の職人の技

も尊重し目・聞・触を取り入れて更なる飛躍を期待した

いと思いました。  

 

☀ 第２例会報告 

1/24（金）４時から太田会長、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２階会議室で第２例会を開催した。 

報告事項 

１．IBC先の元 Gardena Clubの Jim Muellerさんの

１月１２日死去の報に接し、太田会長から弔意をＥ

メールにて夫人へ送信。 
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２．｢津波の教え石碑｣建立式が３月２日東松山市にて開

催され、これに合わせて歌の広場を開催することと

し、小川さんが参加。 

３．２月の卓話に富士五湖クラブの原 俊彦さんを決定。 

４．太田会長より荒木護男さんの近況説明があった。 

５．寺門会計から 12月までの会計報告があり、収入・支

出ともに計画に沿って推移とのこと。 

６．4/20（日）熱海グローリークラブの 30周年記念式典

が開催予定であり、相互交流を深めるため世田谷ク

ラブからの参加者を募集。 

７．2/11（火）東陽町センターで｢日本とルワンダ：働き

ながら育てながら農村開発を考える｣会が開催予定。 

８．下北沢すずらん会の輪が広まり、新代田地区地域情

報交流会「ひろう縁（宴 1V）」への参加招請などに

つながったと小川さんから説明があった。 

９．2/1（土）フレッシュセミナーが山手センターで開催

予定。講師 3名を含め 23名が参加予定。 

協議事項 

１．8月の移動例会案として、8/15・16｢軽井沢・恵みシ

ャレー｣を仮予約することとし、今後具体策を検討す

る。 

２．4月・5月の卓話者として、A：ARUN代表「功能聡子

さん」、B：世田谷で認知症予防のための体操指導者

「佐伯さん」、C：太極拳の運動と健康維持効果の「飯

田健次さん」、D：憲法学者の「永井さん」、E：フォ

トジャーナリストの「高橋美香さん」を候補に協議

した。 

３．次期東新部部長として、東新部にて進めるテーマ、

準備状況を当役員会にて報告し、協議することとし

た。 

４．10月開催の「東新部部会」の会場候補として「銀座

ライオン 音楽ビアプラザ」について協議した。 

５．山梨さんから YMCA報告が行われた。①山中湖 90周

年の設備計画に 23百万円を超える寄付が集まり、世

田谷クラブのワーク参加があった。②1/4～7日本キ

リスト教団｢子羊キャンプ・台湾｣に 22名の親子づれ

が参加。③2/15陽春の集いが東陽町で開催予定。④

1/25～26尾瀬キャンプ予定。  

（藤田 記） 

 

☀ 在京ワイズ新年会に参加して 

1/11（土））12時半から東京 YMCA東陽町センターで在

京ワイズ合同新年会が開催された。 

第一部礼拝では日本キリスト教早稲田教会の古賀牧師

から｢来たときよりも美しく｣と題する奨励があり、命を

使ってどう生きていくのか、自分の関わりによって周り

の人や状況をより良くすることが語られ、「今の自分は」

と考えさせられました。 

第二部の懇親会では廣田総主事・渡辺東日本区理事の

祝辞のあと乾杯・会食と続き、舟盛りの刺身・お寿司・

オードブルや盛り沢山の飲み物とともに新年の賀詞を交

換し、総勢１３０余名の参加者の輪が広がり、盛大な新

年会になりました。東京ひがしクラブの皆さん、幹事役

ご苦労様でした。 

（藤田 記）         

                    

☀ 東新部フレッシュセミナーに参加して 

2/1（土）YMCA山手センター101号室にて開催されたセ

ミナーに参加してまいりました。世田谷クラブからは講

師として努められた小原さん、そして寺門さん、藤田さ

ん、岩崎さん、太田の５名が参加。講師３名を入れて総

勢 23 名の参加者を迎えて午後１時から５時までたっぷ

りと行い、終わって懇親会を伊丹亭にて行った。 

１． 田中博之講師からは、ワイズメンズクラブの歴史、

現状、課題等広くかつ深く分析の上、解説していた

だき理解を参加者全員共有することが出来た。 

２． 村野 繁講師からは、BF事業の始まりと各種ファン

ドの目的、その中でも RBM（ロールバックマラリア）

への取り組み等話して頂いた。 

３． そして最後に小原 武夫講師からは、「YMCA とワイ

ズメンの関わり」について長い歴史の中で ①斉藤

惣一先輩と ②小林弥太郎先輩、お二人の巨人にス

ポットライトをあてて、その時代背景と共に情熱を

込めて語られ、「YMCA を通してのユース支援とその

取り組み」が今日の重要な課題である、と結ばれた

点が極めて印象的でした。 

小原さん、有り難うございました。 

懇親会にはまたセミナーとは雰囲気を変えて、夫々違っ

た体験をお持ちの方々が意見を出し合ってワイズの交流

の良さを出していた。なお、櫻井浩行さんが LT委員長と

して全体をリードし、太田が司会を担当した。 

                   （太田 記） 

                   

☀ 会長通信 １４０２ 

今月のテーマは「TOF, Time OF Fast」です。 

世界には餓鬼、貧困の中で苦しんでおられる方々が多く

おられます。クラブでは例会の食事を節減して、または

一食抜いて、その分を献金することにしております。 

豊かになった私共も世界の現実を直視して、飽食に 

耽ることなく、この TOFの精神を忘れないで活動しよう

と思います。 
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次に、我々世田谷クラブと IBC締結先の Gardena Club

（アメリカ、カリフォルニア州）の元会員であり、かつ

元国際会長など色々な役職を歴任されてこられた Jim 

Mueller さんが、１月 12日に他界されたとの知らせを

奥様から頂きました。昨年４月にはハワイは Kaimuki 

Club の 50 周年記念式典にてお会いし、式典では皆さん

に世田谷クラブとの交流を詳しく語って下さいましたの

が印象的でした。 

クラブを代表して次のようなお悔やみの気持を奥様宛

にお送りいたしましたのでご報告いたします； 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハワイ Kaimuki Clubの 50周年記念式典にて 

 

Dear Audrey, Barbara,Jim,Dave,and Tim Mueller, 

 

It was indeed a sad news to receive the e-mail from 

Audrey through Mr. Ohara that Mr.James Mueller had 

passed away on January 12, 2014. 

 

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

Club, and the former Tokyo Minami(South) Y’s Men Club, 

I extend from the bottom of my heart sincere 

condolences to you all as well as to all the relatives, 

colleagues at the Club, Church. 

It was last April that I met and talked with him at 

the 50th Anniversary at Kaimuki Club, Hawaii and had 

a nice time there listening from him ,essence of life 

such as dedications at golden age at GM, covering East 

to Mid-West as marketing activities and the various 

services at the Gardena Y’s Men Club and at the Leisure 

World Community. 

 

Also, he contributed a lot to the Tokyo Setagaya Y’s 

Men Club, Minami Y’s Men Club when the members or 

representatives such as Messrs Tomita, Nagao, 

Sugiyama, Onizuka etc. together with menetts as well 

as young students when they visited Gardena Club. 

 

I have a confidence that he will be in the hands of 

God now and we all in the circle of Net Work linked 

with God-Heaven-Here Ground. 

 

I remain with warmest regards and Y’sly, 

 

Katsuhito(Vic) Ohta 

President of Tokyo Setagaya Y’s Men Club 

（太田 記） 

 

＊ 卓話予告 

３月：東京西クラブとの合同例会（3/20 木） 

４月：フォトジャーナリスト 高橋美香氏  

 

今後のスケジュール 

2/14（金）下北沢すずらん会 

   先だって「AED講習会」を行う。 

2/18（火）南センター活動委員会 

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 

3/ 3（月）YMCA会員部運営委員会 

3/ 8（土）次期会長・部役員研修会 

3/ 9（日）経堂駅前街頭募金 

         （YMCAとの協働活動） 

3/20（木）東京西クラブとの合同例会 

        18：45～ あんさんぶる荻窪 

                      

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ  

 現在、南センターでは、春休みに行われますスキーキ

ャンプに向けての準備がボランティアリーダーの参画に

よりスタートを致しました。初めて宿泊キャンプに参加

をするリーダーも新たな仲間として迎えることが出来ま

した。多くの子ども達、そして保護者の願い、期待に添

えるような YMCAらしい豊かなプログラムとなるよう、若

きリーダーが毎週のように YMCAに集い、キャンプのテー

マ、対象理解、プログラムまたスキー指導法について理

解を深め、準備を進めております。また今春、卒業を迎

える 4 年生リーダー9 名の為のお祝いの会も同時に計画

が始められております。 

  

〈今後の主なスケジュール〉 

3月 1日（土） リトルキッズスキーキャンプ打合せ会 

3月 2日（日） チャレンジスキーキャンプ打合せ会 

3月 3日（月）～5日（水） 春季スキーキャンプ地下見

（志賀高原、発哺ブナ平エリア） 

3月 9日（日） 南センター 駅前街頭募金 

    場所：  小田急線経堂駅前 

東急東横線田園調布駅前（予定） 

    時間： 14時 30分～16時 30分（予定） 

 


