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☀ １月例会プログラム 

と き 3 月 20日（木）18：45－21：00 

ところ 東京 YMCA山手センター 101号室 

電話 ０３－３２０２－０３４２ 

例会日・例会場が変わります 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 

司会 吉田 明弘 君 

１．開会点鐘 木原 洸  会長  

２．ワイズソング＆ワイズの信条      一   同 

３．今月の聖句朗読と感謝 小山  多喜子 君 

４．ゲスト＆ビジター紹介 東京西 木原 洸  会長 

東京世田谷 太田 勝人 会長 

５．食前の祈り 冨田 釮次  君 

６．会 食  

７．卓  話   「吉本興業 100年の歴史と 

これからの取り組みについて」 

卓話者：  ルミネ the吉本支配人 上田 泰三氏 

８．ハッピーバースディ    30日 小原 武夫君  

結婚記念日       2日 小原 ご夫妻 

９．ニコニコ献金  

10．諸報告 

11. 閉会点鐘     東京世田谷  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 3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                 ＊ＢＦ ＆ メネット＊ 担当主事 山梨 雄一                                                                    

        †今月の聖句 
             

  主は羊飼い、私には何も欠けることがない。 

主はわたしを青草の野に休ませ、                             

憩いの水のほとりに伴い、 

魂を生き返らせてくださる。          

                              詩篇２３：１-３ 

The Lord is my shepherd; 

I have everything I need. 

He lets me rest in fields of green grass 

and leads me to quiet pools of fresh water. 

He gives me new strength. 

He guides me in the right paths, 

As he has promised.                Psalms 23:1-3 
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会員在籍  １１名 

 

出 席 率   １００％  

 

 

 

第２例会 2/28日（金） 

    （10名出席） 

佐藤、櫻井、村野、 

岩崎、太田、小川、小原 

川嶋、冨田、張替、藤田      

 
例会出席者  ２／28日（金） 
         
会  員             10名 
メネット             2名 
メイキャップ        1名 
ゲスト               2名  
ビジター        2名 
――――――――――――― 

    合 計       17名 
 
すずらん会参加者  2/28日（金） 
 ゲスト       ３７名   
 スタッフ        ７名＿ 
 合 計          44名 

 

2月のＢＦ 

切手   ０ｇ   

現金   28,000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 

２月      11,320円 

年度計    82,964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  
この３月は東京西クラブとの合同例会の月です。

先輩に伺いますと、1983年から開始しホスト役を交

互に行い今年は東京西クラブがホスト役を務められ

ます。ここまで続けてこられた先輩諸兄姉にお礼申

し上げます。 

ワイズメンの良さの一つに会員同士の“交流”が

あり、夫々異なった人生を歩んで参りましたが、“ワ

イズの旗の下では”一瞬にして友となり得る点にあ

ります。 

お互い、益々の交流を深めていくと共に、 本日

の卓話にて「若者の潜在力をつかんで育成していく

吉本興業の企業理念」から学べるものが多々あるの

ではないかと期待しています。 

木原会長、吉田明弘さん、ほか東京西クラブの皆

さん、有り難うございます。感謝しています。 

（太田 記） 

卓話者紹介 

上田 泰三（うえだ・たいぞう）氏 

よしもとクリエイティブ・エイジェンシー「ルミネ the

よしもと」支配人。 

昭和 44年生まれ、44歳。92年関西大学卒、吉本興業入

社。「トミーズ」山崎邦正のマネージャー、「吉本超合金」

など TV番組プロデューサー、各種学園祭りのイベントプ

ロデューサー、「ファンタンゴ」にてデジタルコンテンツ

制作総責任者、「ソフィープロダクツ」代表取締役社長、

チケット営業センターセンター長を歴任し現職。 

 
☀ 第１例会報告     

 ２月例会の卓話者として、富士五湖クラブワイズメン 

として公私に亘り超ご多忙な原俊彦さんをお招きして 

『もの作りに魅せられて・・』のテーマにてお話を伺っ

た。 

世界的に有

名な外資系住

友スリーエム

に 15 年程在

職される間に、

創造的な【も

の作り】の技

法を習得され、

37歳にして独立され、インテリアデザイン等を目指して

《光伸プランニング社》を創立、事業展開をされた。 

都心部にある有名な高層ビルの壁面に最上階から地上

まで美しいモデルの写真のラッピングされたパネルを、

原メネットにより内助の功宜しく拝見して、その壮大な

スケールと技術力の高さに、只々度肝を抜かれたのでし

た。現在は、大きく成功された事業を、息子さんにバト

ンタッチされ、成城学園前の閑静な場所に展示場を開き、

第二の人生に向けて挑戦を開始され、６年後の東京オリ

ンピック開催に伴う事業拡大を目指して真価を発揮され

ることをご期待しています。 

 （寺門文雄） 

 

 

 
 

 

 

 

◎ 世田谷クラブの例会に参加して」 

 
小原史奈子さん 

（東京たんぽぽＹサービスクラブ） 

東京世田谷クラブでの食事は、毎回メネットの皆さん

が手作りされていて温かくておいしいと周辺のクラブで

も評判です。２月はＴＯＦの強調月間なので、すいとん

です。食事にあずかれない人たちの事を思いながら感謝

して頂きました。  

卓話は富士五湖クラブの原俊彦さん。今までにかかわ

った巨大ビルの屋外広告やサイン・ディスプレイの事、

あらゆるものに印刷（プリント）をしたいというモノ作

りの原点に帰ったプロジェクトの事などとても興味深い

お話を聞かせて頂きました。 

 

☀ 第２例会報告 

2/28（金）４時から東新部の公式訪問で佐藤部長、櫻井

LT委員長、村野国際・交流事業主査に出席いただき、太

田会長、冨田、小原、小川、張替、川嶋、岩崎、藤田の

11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．東新部の公式訪問で出席いただいた佐藤部長、櫻井

LT委員長、村野国際・交流事業主査からご挨拶。 

２．2/14（金）下北沢すずらん会会場の東京都民教会で

「AED 設置」に合わせて世田谷区社会福祉協議会の

後援名義による講習会を実施。 
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３．卓話者決定…４月：フォトジャーナリスト「高橋美

香」さん、５月：憲法学者「永井憲一」さん。 

４．ASF等のファンド及び東日本区費の振込を完了。 

５．3/2-3 東松島市にて「津波の教え石碑建立式典」と

石巻、女川での「歌の広場」ボランティアに太田会

長、小原さん、小川夫妻が参加予定。 

６．3/8 東日本区主催「次期部役員とクラブ会長、役員

の研修会」に太田会長、張替さんが参加予定。 

７．3/29東新部主催「次期クラブ会長、役員の研修会」

開催予定。 

８．峰さんが４月より世田谷区から派遣されて「日本社

会事業大学（清瀬市）」修士課程（２年間）に入学。 

協議事項 

１．3/20（木）東京西クラブとの合同例会が山手センタ

ーで 18：45～21：00の予定で開催されるにあたり、

参加者の確認を行った。 

２．8月の移動例会案として、8/15・16｢軽井沢恵みシャ

レー｣を仮予約しており、今後具体化を検討する。 

３．10/11（土）東新部部会について協議した。 

イ、場所選定と確認：銀座ライオンビル５F「音

楽ビアプラザライオン」 

ロ、実行委員長：張替さん（アシスト藤田） 

  プロデューサー：小川さん、会計：小原さん

（アシスト寺門さん） 

  PR：太田会長、張替さん、冨田さん、川嶋さ

ん、岩崎さん 

４．山梨さんからの YMCA 報告。①3/1～2 スキーキャン

プ打ち合わせ会開催。②3/3～5志賀高原特別リーダ

ートレーニング開催。南センターから１０名のリー

ダーが参加予定。③3/9（日）14：30～16：30 予定

で経堂駅前街頭募金開催。子供達は 16：00に合流予

定。④3/13～16オール東京スキーリーダー実技トレ

ーニングが妙高高原ロッジで開催。東京 YMCA全体で

リーダー８０～９０名参加予定。 

（藤田 記） 

☀ 下北沢すずらん会の会場に「AED」設置。 

東京都民教会との協働が実る 

 YMCAすずらん会の下北沢での展開は、東京南クラブの

三田村ワイズが中心となって１１年前から活動していま

す。会場は東京都民教会。教会は、耐震補強やエレベー

タ、床暖房などで地域に開かれた教会を目指し AEDを設

置しました。ワイズの地域奉仕の願いが一致して、今で

は毎回１００人を超える参加者が集います。 

 そんな環境で、大雪に見舞われた２月 14 日の午前 11

時より講習会が持たれました。大雪に閉じ込められて参

加者３２名というすずらん会でしたが、ワイズと教会が

コラボして世田谷社協や世田谷区そして地元町会との連

携がスタートした点で、意義深い行事でした。 

（小川記） 

☀ 津波の教え石」石碑建立式典参加、 

そして 11回目の「YMCA歌の広場」 

 仙台の３ワイズと東京むかでによる石碑建立贈呈イベ

ントが、３月２日、東松島市で開催された。 

世田谷クラブは要請を受けて、祝典の最終を YMCA歌の

広場で参加。神戸から駆けつけた大野ワイズ、東京 YMCA

戸坂さんの歌声ダンスとのコラボは楽しかった。会場に

ウグイスのさえずりも聞こえた。 

式典の様子は、テレビや新聞で全国に報道されました。

また、日赤の看護師 OBが立ち上げた NPOの施設を見学し

ました。彼女たちは、被災地で訪問看護の実践をしてい

て、将来ボランティアで協働する可能性をお互いに模索

し始めたところです。 

 翌日は 11回目となる石巻。専従スタッフ伊藤さんの手

配で、私たちが最初に訪れた「あゆかわの里」（立替移転

で「長寿の郷 広渕」と改名）を訪問。被災したお年寄

りの２年３ヶ月の悲しみを思いました。 

その午後は、昨年 12月にうかがった「しおんリハビリ

テーション」へ。 ひな祭りコンサートに YMCA様が来て

くれる！と、歓迎されました。ここでのエピソードを記

します。 

東北で人気の高い「めんこいこうま」に因んで、育て

た馬が軍に取りあげられた！と訴えたお年寄りがありま

した。老人の目に光った悲しみと怒りがとても印象に残

ります。 

 仮設住宅はあと２年継続するそうです。遅れる復興に、

女川原発の放射能漏れ情報などの不安材料の中、YMCAと

ワイズが被災者や子どもたちと係わって運動をすすめる

力を、祈りの中で求めていきましょう。石巻への参加者

は、太田会長、小原ワイズ、小川夫妻、秋山正子（小川

の従妹で２度目の参加）と、駒田直前理事、櫻井ワイズ

（東京むかで）の７名でした。    （小川 記）                   
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☀ 国際通信 ガーディナより 

ガーディナ・クラブの長きにわたる会員でクラブ会

長・国際会長を歴任したジェームズ・ミューラーが本年

１月 12日に逝去し、心から哀悼の意を表します。彼はこ

こワイズメンのアメリカだけでなく国際的にも惜しまれ

るでしょう。バーバンク・クラブのデニー・グロスマン

もまた２月 18日に亡くなったと知りました。 

ご両人はワイズメンにとって偉大な財産でした。特に

ジムはガーディナ YMCAに多大の貢献をし、1976～77年

には国際会長を歴任、またロス・アルトス・ワイズメン 

ズクラブと YMCAでも活躍、1986年にはデンマークのア

ールフスで開催された国際会議にて Y'sｄomの最高の栄

誉であるバランタイン賞を授与されました。1991年にシ

ール・ビーチ・レジャーワールドのワイズメン会長およ

びチャーター会員となり、今日まで地域の多くの指導者 

が頼りとするよきアドバイザーでした。 

私は 2014～2015年のガーディナ・カーソン・クラブの

会長に再任されたことを皆様にお知らせします。 

ローレル会長 

 

私たちが親しい友を亡くすとき、深く愛した誰かを亡

くすときに、悲しみにとり残されます。それは私たちの

心を長きにわたり麻痺させてしまいます。 

愛する人々は私たちの一部となります。自分の考えや、

感性や行動を彼らとともに決めるようになるのです。そ

れは父、母、夫、妻、恋人、子供、そして友達です。彼

らはみんな私たちの中で生きています。彼らが亡くなる

時、私たちの一部も亡くなります。それが悲しみの悲し

みたるゆえんです。 

それは私たちの懐で親しい一部となった存在がゆっく

りとかつ辛くも旅立ちをすることです。クリスマスや新

年や誕生日や何かの記念日が到来した時に私たちは愛す

る連れ添いの不在を深く感じてしまいます。私たちの心

が本当にさようならと言えるまでは時おり少なくとも丸

一年はかかることもあります。 

そしてやっと私たちの悲哀が薄らぐのです。しかしな

がら彼らを去らせることで彼らが私たちの一員（Member）

となり、そして彼らを思い出す（Re-Member）ようになり

ます。そして彼らは私たちの心の旅路の導きとなるので

す。               Donna Ward夫人  

                   

☀ 会長通信 １４０３ 

３月の強調テーマは「BF」と「メネット」ですが、 

「メネット」について記します。 

我々世田谷クラブと言えば、"すずらん会“という歌声を

通しての"CS 活動”を行っている事が特筆すべき点です

が、それに劣らず、会員の川嶋さん、メネットの小川さ

ん、小原さん、張替さんの存在が財産です。 

（張替メネットがこのところ体調に優れず、お見えにな

らないのがちとさびしい、のが会員の気持です。気候が 

暖かくなったら是非とも例会にお見えになって下さい。） 

川嶋さんとメネットの皆さんによる手作りの料理、その

味に私はもとより、ゲスト・ビジターの皆さんからお褒

めの言葉を頂いております。本当に有り難うございます。 

感謝しております。     

（太田 記） 

卓話予告 

４月：高橋美香さん（フォトジャーナリスト） 

５月：永井憲一さん（憲法学者） 

今後のスケジュール 

3/14 (金)下北沢すずらん会 

3/19（水）ボラセン「歌の広場」 

3/20（木）東京西クラブとの合同例会 

   18：45より東京 YMCA山手センター 101号室 

3/28（金）YMCAすずらん会・第２例会 

3/29（土）東新部主催 

「次期部役員・クラブ役員研修会」 

4/ 5（土）東日本区役員会 

4/11（金）下北沢すずらん会 

4/16（水）ボラセン「歌の広場」 

4/18（金）第１例会 

4/19（土）東新部第３回「評議会」 

       13：00～17：00 東陽町センター 

4/25（金）YMCAすずらん会・第２例会 

                      

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ  

 3月を迎え、南センターは語学クラス、ASCAクラスと

現開講クラスの継続、新規手続きをはじめとした 2014

年度に向けての準備とともに、春休みのスキーキャンプ

プログラムのリーダー会も大詰めを迎えております。 

 また東日本大震災から 3 年の月日が経ちます。3 月 9

日（日）の小田急線経堂駅前、東急東横線田園調布駅前

での街頭募金をはじめ、2014年度以降も南センターでは

引き続き復興支援募金活動を継続していければと思いま

す。2013年度は多くの方々のお支えのもと、南センター

も概ね計画通りに進んでおります。新年度においても引

き続きご協力を賜ります様、宜しくお願い致します。 

 

〈今後の主なスケジュール〉 

3月 9日（日） 南センター街頭募金活動 

（経堂駅前、田園調布駅前） 

3月 13日（木）～16日（日）オール東京スキー実技 

リーダートレーニング（妙高高原ロッジ） 

3月 21日（金） 卒業リーダーを祝う会 

（ボランティアリーダー有志） 

3月 26日（水）～30日（日） 

M1 チャレンジスキーキャンプ 

（志賀高原・発哺ブナ平スキー場） 

3月 26日（木）～29日（土） 

M2 リトルキッズスキーキャンプ

（志賀高原・発哺ブナ平スキー場） 

4月 6日（日）    ASCAクラス南・西合同講師会 

4月 10日（木）   第 24回チャリティーゴルフ大会 

 


