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☀６月例会プログラム 

と き ６月 20日（金）18：00～20：00 

ところ 銀座７丁目「ライオン」 

電話 ０３－３５７３－５３５５ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 

司会 小原 武夫 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 小川 圭一 君 

４．ゲスト＆ビジター紹介     太田 勝人 会長 

５．クラブ会長引き継ぎ 

６. 食前の祈り 冨田 釮次  君 

７. 会 食  

８. 思いを語る放談会          一  同 

９. ハッピーバースディ     ６月 27日 寺門メネット 

結婚記念日       ６月 24日  小川 夫妻 

10. ニコニコ献金  

11. 諸報告 

12. 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 6 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                        ＊評 価＊ 担当主事 山梨 雄一                                                                    

        †今月の聖句 
             

 喜ぶ人と共に喜び、 

泣く人と共に泣きなさい。 

 

Be happy with those who are happy, weep 

with those who weep. 

新約聖書 ローマの信徒への手紙 12:15 

                                       

（小川 選） 

 

 

 

                 （小川圭一 選） 
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会員在籍  １１名 

 

出 席 率  １００％  

 

 

 

第２例会 5/16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  ５／１６日（金） 
         
会  員             11名 
メネット             1名 
メイキャップ        0名 
ゲスト               2名  
ビジター        4名 
――――――――――――― 

    合 計       18名 

 
すずらん会参加者  5/23日（金） 
 ゲスト        46名   

 スタッフ       11名 
 合 計          57名 

 

５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 

５月     7,396円 

年度計   100,954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  
今期を締めくくる６月の例会として、会場を銀座 

「ライオン」に移して会員一同が一年間の活動を 

振り返って、感じたこと、日頃胸に描いている抱負 

等を語り合う事としました。 

今年 10/11（土）に東新部の部会をこの場所で実施 

しますので、皆でいち早く秋のことを見据えて 

集うことにしました。 

毎月の例

会には手

作りの料

理を用意

してくれ

ています 

川嶋さん 

や 小原・小川・張替メネットさんも今日は料理の

準備を一切忘れて、銀座での食事と語らいを楽しん

でいただけましたら大変嬉しく思います。 

一年間本当に有り難うございました。 

（太田 記） 

 

☀ 第１例会報告  

 憲法学者で法学博士

の永井憲一先生をお招

きし「憲法９条と集団

的自衛権」について卓

話を伺った。例会の前

日には自民党の安倍首

相が解釈改憲を検討す

ると表明したタイミン

グ。９条の戦勝国から

の押付け論の間違いか

ら、赤塚不二夫氏との

共著による啓発漫画の裏話、発言する憲法学者としての

多彩なメディア活動のお話など語り尽くせない憲法講義

は学部並み。私の知る最も長い 100 分の卓話。閉会点鐘

は 15 分遅れたのですが爽快でした。 

（小川 記） 

 

＊例会に参加してひとこと 

昨日は、いい会合に参加させていただき有難うござい

ました。  

 何よりも、手作りのお食事に驚きました。美味しいサ

ラダとシチューを手作りで用意されているクラブは初め

てです。 

お話の方も、いいタイミングでとても参考になりまし

た。もっと多くの人が参加して聞いて欲しかったですね。

それぞれのクラブのいい企画をもっと全体として PR で

きたらいいですね。在京会長会で提案してみます。 

（東京山手クラブ 会長 増野 肇さん） 

 

☀ 第２例会報告 

5/16（金）第一例会終了後、午後９時 30 分から太田会

長、小原、小川、寺門、張替、川嶋、峰、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．他のクラブからの卓話要請： 

5/14（水) 東京目黒クラブ 13：30～寺門さん 

5/20（火） 東京山手クラブ 18：30～小川さん 

7/ 9（水） 東京目黒クラブ 18：30～太田会長 

（公式訪問） 

２．8/4 からインド、チェンナイで開催される国際大会

に小原さん参加。 

３．5/24（土）在京ワイズ会長会に太田会長、岩崎さん、

山梨さん、小原さん（会員部運営委員長）出席。 

４．6/30（月）YMCA 会員芸術祭で世田谷クラブが受付

担当：太田会長、寺門さん、小川さん出席。 

５．7/5（土）玉川聖学院での演奏会に世田谷クラブとし

て当日のボランティア、切符販売等の協力を行う。 

６．寺門さんから４月までの世田谷クラブの会計報告が

あり、今年度は予算通り進捗できる見込みとの報告

があった。 

７．6/19・20 石巻｢歌の広場｣を開催予定：小川夫妻、小

原さん、寺門さんが参加。 
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協議事項 

１．6/20（金）の例会を東新部部会の会場下見を兼ねて

ライオン銀座７丁目店で午後６時から「今期の締め

くくりと評価」を議題に開催することとした。会費

は 4,000 円とする。 

２．８月の例会を納涼会とすることとし、神田川巡りや

高尾山ビアガーデンなどを検討した。９月例会では

南センターのリーダーによるキャンプ体験報告会と

することとした。 

（藤田 記） 

 

☀ 東京目黒クラブでの卓話より 

5月 14日

南センター

にて、目黒

ワイズ 5月

例会卓話 

『東京・北

京 YMCA パ

ートナーシ

ップ 20 周

年』参加報

告奉仕をし

た。 

昨年 10月 31日東京 YMCA廣田総主事他５名に、財団監

事として参加して、北京 YMCA を訪問《20 年の歩みの振

り返りと将来展望》と題し、➀ 両 YMCAパートナーシッ

プ 20周年の歩みと、今後の交流。 

②パートナーシップ協定書見直しと確認についての話

し合いがなされた。 

北京 YMCA

蔡会長は、 

『北京 YMCA

は、初めの 10

年間は苦しみ

の時期・次の

10 年間は胡

理事達が契約

を進めた発展

の時期として、

海外の YMCA より意見やサポートをうけ主事の交流や文

化スポーツの交流を行った。2009 年北京 YMCA 100 周年

記念式典には参加を頂き感謝でした。2011年四川省大地

震の際には、被災小学校支援を頂いたが、残念ながら様

々な政治問題の中で、十分な交流が出来ず今日に至って

います。共通の社会奉仕の理念に立ち、今日の十分な話

し合いができることを願っています。』と挨拶された。 

これに対して廣田総主事は、『東京 YMCAの 20年間は、

経済不況による苦難の時期を経て、2012年の公益財団認

可を機に将来展望を与えられて、児童保育や人材育成の

分野などで行政との共同事業を受託。職員数は同じであ

るが、専門教員などが増え、YMCA理念等のトレーニング

が問題となっている。今日の日本では、女性の社会進出

により、働く母親たちの子育ての問題などが増え YMCA

の役割が変わってきている。＜社体専＞は両 YMCAのブリ

ッジとしての働きを目指したい。今後も相互にパートナ

ーシップを生かしていきたいと願っています』との挨拶

を受けパートナーシップの将来像、スタッフや学生の研

修交流や新しい企画、新しいプログラムの可能性などに

ついて意見が交わされた。これらの話し合いを基に 1992

年に締結したパートナーシップ契約書に代わる新しい契

約を結び、帰国後文言等を検討し相互に署名することと

した。 

北京 YMCAは、此れまでの支援に感謝して、山中湖セン

ター改修募金として 100万円を寄付したいとの申し入れ

に感謝した。                         （寺門 記） 

                         

☀ 東京山手クラブでの卓話より 

「ＹＭＣＡ すずらん会１２年の歩み。地域へ、石巻へ」 

 

世田谷例

会の翌火曜

日。山手セ

ンターで卓

話の機会を

頂戴しまし

た。すずら

ん会の活動

は、小原さ

んが動画の

映像を制作

してくださり、コメントをはさみながらのプレゼンでし

た。そして、キャンプソング「ズンゴロ節」作者の浅羽

ワイズの協力を得て、次期東新部の部会をイメージした

「みんなでキ

ャンプソング

を歌う」試み

も見事に成功。

こちらは 60

分の時間を守

った卓話がで

きました。な

お、動画は来

る「下北沢音

楽祭」のＰＲ

で音楽祭ホー

ムページ上で放映の予定です。また、紙芝居ボランティ

アメンバーとの出会いもありました。 

 卓話の隠しテーマは今月の聖句の体験でしたが力不足
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でお伝えできませんでした。サポーターは、小原さん、

太田次期部長、張替実行委員長、伴奏で小川メネット。

山手メンバーの奈良信ワイズが出席して下さった。とて

も嬉しい事でした。 

（小川 記） 

 
☀ ガーディナー通信 
本稿の始めにあたり、素晴らしいお二方、ルース・メイ

ジャーとオードリー・ミューラーのご逝去に、心からお悔

やみを申し上げます。 

二人ともワイズの活動に深く関わっていました。彼女た

ちが情熱と親切をもって捧げてくれた時間と才能は惜しい

かぎりです。 

YMCAのパンケーキ朝食会と健やか子供デーが４月 26日

に開かれます。 

夏はすぐそこ７月４日が間近です。花火大会用の資料作

りが終わり、６月 28日から７月４日にかけてスタンドがオ

ープンします。今年もよき花火大会になると思います。 

皆様にとって幸あれ、また恵まれたイースターを迎えま

すように希みます。５月 26日はメモリアル・デーです。米

軍に従軍し亡くなった男女をどうぞ思い出してください。 

ローレル会長 （小宮路訳） 

 

☀ 会長通信 １４０６ 「評 価」 

３年前の７月に張替直前会長よりクラブ会長を引継ぎ、

自分では ①早くワイズの世界に溶け込めるように努め

てきた事、②世田谷クラブの運営だけでなく広く他のク

ラブにも張替さんに連れて行ってもらい、「良い仲間」を

紹介していただいたこと、③創立以来 53 年の歴史を有

する「我が世田谷クラブ」を更に輝かせるために自分は

何をすべきか、考えていた事、等々を思い描いて行動し

て参りました。 

現実はなかなか思うようには実績を挙げることが出来

ませんでしたので、マイナス（negative）の「評価」で

す。 

④でも、岩崎 弘ワイズに７月からクラブ会長を引継い

でもらえることが決まり、後継者を決めることが出来ま

した点で、プラス（positive）の「評価」です。 

今後とも今までの経験を生かして岩崎 弘さんを支えて 

“世田谷モデル”ここにあり と言えるよう努力して参

ります。皆様色々な面でご支援、ご協力頂きまして心か

ら感謝し、お礼申し上げます。 

（太田 記） 

卓話予告 

７月：佐伯京子さん 

（世田谷ウオーキング・フォーラム事務局長） 

  卓話演題：「紳士と淑女の健康ウオーキング」 

 

＊ 今後のスケジュール 

6/13（金）下北沢すずらん会 

6/17（火）南センター活動委員会 19：00～ 

6/18（水）ボラセン「歌の広場」三茶 

6/19・20（木・金）ＹＭＣＡ歌の広場、石巻 

6/20（金）第１例会、銀座「ライオン」にて 

     18：00 より 

6/27（金）ＹＭＣＡすずらん会 

     第２例会 

6/28（土）よりＹＭＣＡ会員芸術祭 

6/30（月）芸術祭の受付担当 

7/3～6   下北沢音楽祭 

 ３日：小川さん「歌声サロン」14：00～ 

 ４日：張替さん「Los Companeros」18:30～ 

7/5（土）東日本区第１回役員会 

    玉川聖学院にてチャリティコンサート 

    14：00～ 

＊７月は東新部役員による「公式訪問」あり 

 

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ  

東京 YMCA では今夏、約 30 の宿泊キャンプ、日帰り

ディキャンプの開催を予定しております。６月中旬には、

そこに参画をする若きボランティアリーダーの実技トレ

ーニングが予定をされております。トレーニングの中で

は、グループワーク、各アクティビティの指導法、対象

理解と安全管理などについて実習形式にて行われます。 

＜定例野外活動在籍数＞ 

あおぞら（経堂エリア・幼児）    18 名 

おひさま（田園調布エリア・幼児）  40 名 

冒険くらぶ（二子玉川エリア・小学生）47 名 

アドベンチャークラブ（二子玉川エリア・小５～高３）

12 名  

Total 117 名 

＜南センタースケジュール＞ 

６月 ８日（日） 定例野外４活動合同バスハイク 

（晴：横浜金沢・海の公園、雨：油壷マリンパーク） 

６月 17 日（火）南センター活動委員会（19 時～21 時） 

６月 20 日（金）～22 日（日） 

リーダー実技トレーニング（山中湖） 

６月 27 日（金）～29 日（日） 

リーダー実技トレーニング（赤城・野尻） 

７月 ６日（日）M1 はじめてのお泊り   M2 妙高 

やまのこキャンプ保護者打合せ会 

7 月 10 日（水）南センター座学トレーニング 

「キャンプの安全について」 


