国 際 会 長 主 題
アジア会長主題
東日本区理事主題
東新部部長主題
クラブ会長主題

「全ての世界に出て行こう」（Go Ye Into all the World）
「未来を始めよう、今すぐに」 （Start Future Now）
「いざ立て」
（Once more we stand）
「楽しく そして あたたかく」
「原点を見つめ、充実、飛躍、そして楽しもう！」
Let’s enjoy our club life, back to the starting point!
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†今月の聖句
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勝人 (東京世田谷)
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寺門 文雄

直前会長

張替 滋夫

担当主事

山梨 雄一

プログラム

愛する者たち、互いに愛し合いましょう。
愛は神から出るもので、愛する者は皆、

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

神から生まれ、神を知っているからです。

一

同

３．今月の聖句朗読と感謝

冨田 釮次 君

４．ゲスト＆ビジター紹介

太田 勝人 会長

Dear friends, let us love one another,

５．食前の祈り

冨田 釮次

because love comes from God.

６．会 食

Whoever love is a child of God and

７．卓 話

新約聖書 ヨハネの手紙一 ４：７

knows God.

「パレスチナに生きる人々」

８．ハッピーバースディ

主は羊飼い、私には何も欠けることがない。
と き ４月 18 日（金）19：00－21：00
主はわたしを青草の野に休ませ、
ところ
東京 YMCA 南センター ３階
電話憩いの水のほとりに伴い、
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魂を生き返らせてくださる。
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As he has promised.
Psalms 23:1-3
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１日 藤田メネット
８日 太田メネット

☀ ４月例会プログラム

結婚記念日

な し

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

3 月のＢＦ
切手
０ｇ
現金
０ 円
累計切手 ０ｇ

ゲスト
0名
ビジター
1名
―――――――――――――
合 計
10 名

第２例会 3/28 日（金）
（7 名出席）
岩崎、小川、小原、川嶋、 すずらん会参加者
ゲスト
冨田、張替、藤田
スタッフ
合 計

君

卓話者： フォトジャーナリスト 高橋 美香 氏

1John 4:7
冨田釮次 選
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太田

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
3/28 日（金） 2013 年 10 月 30 日社団法人日本キリ
39 名
スト教海外医療協力会に年会費５千
７名＿
円を納入し継続しました。

46 名

1

ニコニコファンド
合同例会のため
３月
0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。

☀ 本日のメインプログラム

ンテンツ制作、タレント学校（1000 人）のマネージメン
ト、インターネット配信等幅広い業務を展開している。
全国に７劇場を保有、地元に根付くための種々の街おこ
しのお手伝いをする一方、社員、芸人を 47 地域に派遣す
るなどきめ細かなエリア戦略を実施、近年はアメリカ・
中国との海外共同プロジェクト等も活発に展開している。
対照的に従業員の待遇面では徒弟的色合いが濃く、スタ
ッフの忙しさは尋常ではない。休みは年１日、カレンダ
ーは 27 時間/日、時給換算 500 円、交通費より安いギャ
ラも珍しくなく、大きなお金（利益）は全て会社へとい
うのが実情とか。経済的には苦労の多いことがうかがえ
た。芸人、タレントとの契約は一切無く、ギャラは個々
の出来高制のようで社員マネジャーがそれぞれの経験に
応じて複数のタレントをマネージしているとのこと。人
そのもの、個性を売り物にするタレント集団を商品とし
て扱うビジネスの難しさは想像以上のものと感じた。数
ある芸能事務所の中での吉本の成功は裁量性と現場主義
にもとづく、古典的お笑いコテンツと近代的マーケッテ
ィングの見事なコンビネーションにあるのだろう。願わ
くば、ドタバタや馬鹿笑いだけでなくチャップリン流の
ペーソス溢れる上質な笑いの提供を更に期待したい。ロ
ーマの昔から為政者の人心掌握の要諦は「パンとサーカ
ス」と聞く。今日のお笑いのブームが政治への深い不信
とあきらめの裏返しでないことをひそかに願うものです。

今月は、パレスチナで現地の方と寝食をともにしなが
ら取材をして写真を撮り続けておられますカメラマン高
橋美香さんをお招きして皆さんと一緒に卓話を聞かせて
頂けることです。
2、3 年前から張替さんの案内で、ある喫茶店をお借り
してパレスチナの写真展を開いていた時から、見る機会
があり、パレスチナの方々の色んな表情を伝えてくれて
いたカメラアングルに感動を覚えた一人です。
また、高橋美香さんは、日本ＹＭＣＡ同盟発行の 3 月
号に今も宮古・田野畑を中心に、被災地への支援を続け
ておられ、
“いつか本当の笑顔が取り戻される日まで、
思
いを寄せ続けることの大切さ”を強調されておられまし
た。併せて、ご紹介いたします。
（太田 記）

卓話者紹介
高橋美香氏（写真家）1974 年広島県生まれ。
著書「パレスチナ・そこにある日常」(未來社)
パレスチナと聞いておそらく大半の方は
「聖地」
「紛争
地」
「テロ」
「難民」というイメージを浮かべられるので
はないかと思います。なかなか、そこに生きる人々がど
んな思いで、どんな日常を過ごしているのかということ
が伝えられる機会は多くありません。
私は、中学時代に第一次インティファーダと呼ばれる
抵抗運動をテレビで目にしました。
同年代の少年たちが、
素手で石を握って戦車に向かっていく姿に衝撃を受けま
した。生まれた場所が違うだけで、こんなにも背負うも
のが違うのかと感じたことが、パレスチナへ向かう原点
となりました。
当日は、名前も顔もある一人ひとりのパレスチナ人の
姿を通して、パレスチナの現状をお話ししたいと思いま
す。

（張替 記）

☀ 第１例会報告
一年振りの東
京西クラブとの
合同例会。今を
ときめくお笑い
の総本山吉本興
業の「ルミネ
the よしもと」
支配人上田泰三
氏の「吉本興業
100 年の歴史と
これからの取り組みについて」と題するお話しを興味深
く伺った。
創業 102 年目の同社は本店を大阪、東京本部を新宿に
置く売上 120 億、社員 1023 名、タレント 800 名＋＆の大
所帯。自ら楽しみ人々を幸せにする、を理念にお笑いコ

☀ 第２例会報告
3/28（金）
「すずらん会」終了後、４時から冨田、小原、
小川、張替、川嶋、岩崎、藤田の７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．世田谷クラブの CS 活動に関して 3/29(土)に伊藤事
業主査に提出。
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２．3/22（土）横浜とつかクラブの 20 周年に小原さんが

４、ユースの育成： 次世代の“リーダー”を育成し、

参加。コスモスクラブ・まちだクラブ・厚木クラブ

それを支援していくことを掲げて一人ひとりがワ

の合同例会に太田会長、小川さんが参加。

イズ会員として“輝き”所属する地域、その社会を

３．3/29（土）東新部部役員・クラブ役員研修会の準備

“輝かせる”よう工夫、改善を継続されるようにと、

として、本日資料を 30 部コピー・セットした。

力強く方針を述べられた。

４．4/5,6 東日本区役員会が東陽町 YMCA１階で開催予定。

その後、櫻井ＬＴ委員長から『部運営とクラブ運営』

太田会長が初参加。

『各事業の進め方』の説明が細かくあり、質疑応答の後

５．4/19（土）東新部第３回評議会が東陽町 YMCA１階で

３時間の研修は太田次期部長の閉会点鐘でおわった。

開催予定。各クラブ５役が参加し、審議―承認の手

（岩崎 記）

続きを踏む。

☀ リビー・チャリティーコンサートに参加

協議事項
１．７月からのロースター原稿について４月例会で検討

3 月 8 日（土）早稲田奉仕園・スコットホールに於い

する。

て第 15 回リビー・チャリティーコンサートは開催されま

２．峰さんが４月から「日本社会事業大学修士課程」に

した。

２年間入学されることになり、会費の扱いについて
協議した。
３．5/24（土）
「第７回戦争体験を語る会、聴く会」を北
沢ホールで開催することになり、冨田さんとの事前
打ち合わせを行うこととした。
４．７月の卓話を世田谷ウォーキングフォーラムの佐伯
さんに「健康増進」について語っていただくことを
協議した。
５．８月の移動例会案として仮予約していた「軽井沢恵
みシャレー」は日程の都合もありキャンセルし、８

第一部は、東京女子医科大学看護学部音楽部および、

月 15 日の例会について別途検討することとした。

三菱商事コーラス同好会により、あまちゃんメドレー、

６．10/11（土）開催の東新部部会のパンフレットを

見上げてごらん夜の星を、椰子の実など、合唱の調べを

4/19（土）までに製作することとし、内容について

楽しみました。

別途検討することとした。

第二部は、越智光輝さん（クラリネット）
、門倉美香さ
（藤田 記）

ん（ピアノ）
、野崎めぐみさん（マリンバ）
、プロの方々

☀ 東新部次期部役員・
クラブ役員研修会に出席して

の素敵な演奏に感動。楽しく且つ癒されたひと時をすご
すことが出来ました。有難うございます。

３月 29 日（土） 東京ＹＭＣＡ 東陽町センター１Ｆ

（川島 記）

ウエルビーにて、東新部佐藤部長、太田次期部長、櫻井
ＬＴ委員長、長澤書記、各クラブの次期役員が出席し、

☀ 湘南・沖縄部長とご一緒に沖縄訪問

午後２時から長澤書記の進行により佐藤部長の開会点鐘、
挨拶に続き、出席者の自己紹介があり研修に入る。
太田次期部長のワイズメンズクラブ入会のきっかけが
2010 年に横浜で開催された国際大会にオブザーバーと
して参加して感動してからであることが述べられたあと
次期部長として、次のように目標が掲げられた。
１、地域奉仕活動： 東日本大地震のことを忘れず各ク
ラブで取り組んでいる奉仕活動は引き続き継続さ
れ、新たなテーマにも挑戦されますように。

2 月 21 日～23 日、湘南・沖縄部、池田部長の沖縄訪問
に同行させていただいた。
21 日（金）夕刻より、沖縄那覇クラブと沖縄クラブと
の合同例会が、沖縄プラザホテルに於いて開催された。
同行された渡辺東日本区理事はじめ湘南・沖縄部役員及

２、会員増強： 毎月の例会に外部からのシニア層に声
をかけて前向きで楽しいワイズの世界を広め、ＰＲ
に努める。
３、国際交流： 日本人として生まれてきたことに感謝
しつつ、国際協会の一員であること。
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び有志の方々と沖縄両クラブの皆様と、久しぶりに打ち
解けたひと時を持つことが。その折に、沖縄 YMCA 知念総
主事は YMCA の標語「すべての人を一つにしてください」
（ヨハネ福音書 17 章：21 節）を語りながら、
「愛におけ
る一致」の大切さをお話しされた。
翌日は、恒例の平和学習に。普天間基地を見渡せる嘉
数（カカズ）台地へ、その移転候補地の大浦湾に面する
キャンプシュワブを対岸のカヌチャリゾートホテルから
遠望。美ら海水族館でひと休憩。夕食を那覇市内・新都
心の琉球居酒屋「ぱいかじ」で懇親のひと時を。
当クラブと DBC を結ぶ沖縄・那覇クラブとは、石巻で
の「YMCA うたの広場」にもご一緒したことも、今後も折々
に交流を続けられることを願っています。
（小原 記）

設的な研究会を持てたと評価いたしております。
世田谷クラブの出身者の一人として、
活動して参ります。
どうか宜しくご支援のほどお願い申し上げます。
（太田 記）
卓話予告
５月：永井憲一さん（憲法学者）
今後のスケジュール
4/11（金）下北沢すずらん会
4/14（月）ＹＭＣＡ会員部役員会
4/15（火）南センター活動委員会
4/16（水）ボラセン「歌の広場」三茶
4/18（金）第 1 例会
4/19（土）東新部第 3 回評議会
午後 1～5 時、東陽町Ｙ1 階
4/20（日）熱海グローリークラブ
20 周年、熱海後楽園にて
4/25（金）ＹＭＣＡすずらん会
第 2 例会
5/ 9（金）下北沢すずらん会

☀ 第 3 回東日本区役員会に参加して
2014 年４月５～６日の 2 日間に渡って東陽町Ｙにて開
催された東日本区役員会に参加して参りました。
総勢 43 名が集まり、新旧理事報告、事業主任報告、部
活動報告、チーム未来リーダーによる報告、7 つの議案
に対しての審議などを初日に行い、翌日は各委員会から
の報告に対して議論をした。
全体を通して小倉恵一監事が講評を行い、特に議決権を
有する代表者は議案に対して興味を強くもって対応し、
発言を活発にしていただきたい旨の締めくくりが印象的
であった。
自分も 7 月からの次期東新部部長として議決権を持つ
身であるので大変参考になった。
田中次期理事のときの役員が集まり、方針の確認、ス
カイプを使った会議など最新のＩＴを駆使したコミュニ
ケーションについても打ち合わせを行い、効率と経費節
減にも配慮して運営していく旨確認しあった。会員増強
と共に危機感が役員全体に行き渡ったと感じた。
（太田 記）

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
春 3 月 9 日に行われました経堂駅駅前街頭募金につい
ては、
ワイズメンの方々、
定例野外活動在籍の子ども達、
ボランティアリーダーの協力のもと、18,428 円の益金が
寄せられました。寒風の中、行われた募金活動ではござ
いましたが、東日本震災復興の為に大切に使わせて頂き
ます。また春休みに行われました南センター主催のスキ
ーキャンプについては、天候不良などの影響もありまし
たが、概ね予定通り、実施することができました。その
中で若きボランティアリーダー達もそれぞれの課題にぶ
つかり、葛藤しながらも一歩一歩、しっかりと前を向き
子ども達との日々を過ごしてくれました。彼らのこれか
らにも期待が膨らみます。
なお人事異動に伴い南センター館長として沖 利柯氏、
プログラムスタッフとして小宮優子氏が 4 月 1 日付にて
着任を致しました。新しい年度、新しい風がまた南セン
ターに流れてきます。
素敵な出会いの多い一年となる様、
尽力して参ります。
〈今後の主なスケジュール〉
4 月 10 日（木）第 24 回チャリティーゴルフ大会
4 月 13 日（日）あおぞら（経堂・幼児）活動日
4 月 20 日（日）おひさま（田園調布・幼児）活動日
4 月 26 日（土）幼児スキーキャンプ報告会・思い出会
4 月 27 日（日）冒険くらぶ（二子玉川・小学生）活動日
アドベンチャークラブ（二子玉川・中高生）
4 月 29 日（火祝日）小学生スキーキャンプ報告会
思い出会
5 月 4 日（日）～6 日（火）プレキャンプ
（山中湖センター）予定
※ 南センターGW 休館日：
2014 年 4 月 26 日（土）～5 月 6 日（火）

☀ 会長通信 １４０４
4 月の強調テーマはＬＴ（Leadership Training）で、
会員のリーダーシップ開発・向上を目的とするものです。
東新部では、①去る 2/1（土）山手センターにて「フレ
ッシュワイズセミナー」を実施すると共に、②3/29（土）
午後、東陽町センターにて「東新部部役員・クラブ役員
研修会」を開催した。夫々参加者は 22 名、24 名の方々
であった。
私自身、世田谷クラブの会長として現クラブの発展を
考えるとともに、次期東新部部長として櫻井ＬＴ委員長
はじめ役員の皆様と東新部の発展策を考えている中で、
「次期部長主題、方針、重点行動計画」を皆様に話す機
会を与えられて光栄であった。
研修会は“判っているようで判っていない点は何か”
の視点から櫻井ＬＴ委員長に詳しく解説していただき、
質疑応答も入れ、当日は懇親会も含めて有意義、かつ建
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