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☀７月例会プログラム 

と き ７月 18日（金）18：30～20：30 

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 小川 圭一 君 

１．開会点鐘 岩崎 弘 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 冨田 釮次 君 

４．ゲスト＆ビジター紹介     岩崎 弘 会長 

５．東新部長挨拶         太田 勝人部長 

６. 入会式 

７. 食前の祈り 冨田 釮次  君 

８. 会 食  

９. 卓  話   「紳士と淑女の健康ウォーキング」 

世田谷ウォーキングフォーラム事務局長 

佐伯 京子氏 

10. ハッピーバースディ    16日 山梨 雄一 君 

22日 小川 圭一 君  

野元 邦彦 君 

結婚記念日       該当者なし 

国 際 会 長 主 題 「言葉より行動を」     （Talk less, Do more） Isaac Palathinkal(インド)  

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 「誇りと喜びを持って」 （With Pride and Pleasure） 田中 博之 (東京） 

東 新部 部長 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） 

ク ラブ 会長 主 題  「いつも青春、今できることをやろう」 岩崎 弘 (東京世田谷) 
                            Stay young in mind, act now                                               

会  長  岩崎 弘                2014 年７月会報 会   計 小原 武夫   

                               強調テ－マ 直前会長 太田  勝人 

書  記 藤田  耕一          ＊キックオフ・YMCAサービス・ASF＊ 担当主事 山梨 雄一                                                                    

        †今月の聖句 
  

あなたがたを迫害する者のために祝福を祈りなさい。

祝福を祈るのであって呪（のろ）ってはなりません。 

  

Ask God to bless those who persecute you yes ask 

him to bless to curse. 

   

  新約聖書 ローマの信徒への手紙 12章 14節  

 (冨田釮次 選） 

 

 

 

 

 

 

                 （小川圭一 選） 
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会員在籍  １１名 

 

出 席 率  ９１％  

 

 

 

第２例会 6/27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  ６／２０日（金） 
         
会  員             9名 
メネット             2名 
メイキャップ        1名 
ゲスト               3名  
ビジター        2名 
――――――――――――― 

    合 計       17名 

 
すずらん会参加者  6/27日（金） 
 ゲスト        35名   
 スタッフ        9名 
 合 計          44名 

 

６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 

６月     8,000円 

年度計   108,954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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11. ニコニコ献金  

12. 諸報告 

13. 閉会点鐘          岩崎 弘  会長  

          

☀ 本日のメインプログラム  
7 月から世田谷クラブの会長を引き継ぎました岩崎で

す。今月から会員の皆さんと打ち合わせまして第 1例会

の開催時刻を 30分早めて、18時 30分からの開始としま

した。 

今夜は張替ワイズの紹介で世田谷ウォーキングフォー

ラムの事務局長を努められている佐伯京子さんによる卓

話で「紳士と淑女の健康ウォーキング」という楽しいお

話と実践（？）を教えて頂けるのではないか と期待し

ています。 

今年 1年皆さん、健康第一にしてワイズライフを楽し

みましょう。どうか宜しくお願いいたします。  

（岩崎 記） 

＊卓話者紹介 

人類の祖先は 350万年前に二足歩行を獲得したと言わ

れ、歩くことは今日でも日常的に繰り返されている動作

の一つです。その日常的に歩くことをちょっと工夫する

ことで、健康効果が期待できる“健康ウォーキング”と

することができます。 

認知症や生活習慣病の予防から美肌効果までが期待で

きる！？ウォーキングの方法をご自身の日常の歩数や脈

拍も参考に、具体的に楽しくお話しできればと思ってお

ります。6 月に開催された、日本ウォーキング学会での

最新情報もお伝えする予定です。 

世田谷ウォーキングフォーラム事務局長 

介護予防運動指導員 

元東京都老人総合研究所客員研究員 

佐伯 京子氏 

 

☀ 第１例会報告  

６月 20 日

（金）銀座

ライオン・

クラシック

ホールでの

締めくくり

6 月例会が

開催された。 

3 年間奮闘

くださった

太田会長から岩崎弘次期会長へ会長バッチが引き継がれ、 

太田ワイズは 2014～15年度、東新部部長としていよいよ

活動もスタートへ。 

櫻井・部 LT委員長の乾杯の音頭で、懇談のひと時に。

冨田ワイズは 5月 24日に持たれた、「戦争体験を語る会」

の折の特攻隊との関わりの貴重な体験談の一端を語られ、

ビジターの野元さん、小宮路さんからは海外での仕事

の関係から、思いがけない体験をされたお話を、クラブ

で奉仕する YMCA歌声広場の活動状況、今後の部活動への

方針と、ビールの泡を飛ばしながら？？ 団欒の時は過

ぎた。 

 

＊例会に参加してひとこと 

最近の１～２年は半年前後のインターバルで世田谷ク

ラブの例会に参加しています。 ６月 20日の例会に合流

できたことは感慨深く、小生を含め皆さんが少しずつ老

いを纏いつつ個々に濃淡はあれど、神に与えられた時間

を目一杯活動に発揮され、当夜の会合は世田谷クラブに

特有な品格ある香気に包まれていました。これはいつも

感じるクラブの雰囲気ですが、奉仕の精神が少数とはい

え常に集うことで気風となり伝統の賜物とも。川島さん

が 40年の長きにわたり、例会の手作り料理のメモをノー

トに記録され、また４半世紀の間、小原メネットの主導

で献立が用意されてきたことは、感動もので、まさに継

続は力なりと感じました。 

（小宮路 記） 

                                      

☀ 第２例会報告 

6/27（金）「すずらん会」終了後、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．荒木護男さんから６月に退会の連絡があった。 

２．第１７回東日本区大会にて東京世田谷クラブが各種

表彰を受け、表彰状を回覧した。 

３．小川さんから小川さん夫妻、小原さん、寺門さんが

参加した 6/19～20石巻地区での「歌声広場」開催の

報告があった。 

４．7月例会に東新部の公式訪問を予定。 

５．東新部第１回評議会が 7/19（土）13：00から東陽町

Y１階視聴覚室で開催予定。 

６．岩崎次期クラブ会長から挨拶があった。 

７．寺門さんから今期の会計見込みの報告があり、会費

の徴収が進み、年度末に１７万円程度の余剰金が確
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保できるとのこと。 

８．山梨さんからの報告：１）南センターの改修として、

雨漏り補修と階段の改善が必要。２）夏キャンプの

申込みが順調でリーダー不足の状態。３）南センタ

ーのペンキ塗りに 9/4（木）と 9/9（火）を予定。４）

リーダーキャンプとして 9/2・3青梅を予定。 

協議事項 

１．7月から第一例会の開催を 18：30～20：30に変更し

たい旨の提案があり、承認された。 

２．8/15（金）開催の第一例会を「納涼平和例会」とし

て開催することとし、集合場所、時間、会費等を協

議した。 

３．8/30（土）開催の[YMCA夏祭り]について南センター

からの出店、役割等を協議した。 

４．10/11（土）開催の東新部部会のプログラムについて

張替部会実行委員長から説明があり、記念講演に関

しては伊藤千尋氏と内容確認を行うこと。懇親会に

関しては小川さんを中心に 7月末ごろに打ち合わせ

を行うこととした。東新部各クラブの他近隣クラブ

への働きかけを行うとともに若い人の参加招請を行

い 100名以上の参加を図る。 

５．東京世田谷クラブとして会員増強に取り組み、１）

会員を 15名以上にして、かつ３年間キープする“グ

ッド・スタンディング”を目指すこと。２）会員増

強を通してクラブ基盤を固め、YMCA南センターにも

貢献すること。を確認した。    （藤田 記） 

 

 ☀ 第 17回東日本区大会に参加して 

さる 6/7（土）大会が浅草公会堂とビューホテルに

て開催され、我が世田谷クラブから寺門・小川・張

替・岩崎・山梨の皆さんと太田の６名が参加して参

りました。 

私共の DBC 先の仲間である沖縄那覇クラブの屋良

会長、呉屋直前会長にもお目にかかれ、挨拶が出来、

記念写真も撮れましたことは大変光栄でした。屋良

会長から「世田谷クラブの皆さんに宜しく」とのこ

とでした。 

私は午前の代議員会に出席し、八つの議案審議に

参加し、審議の結果すべて承認されました。 

午後からバナーセレモニーがあり、続いて開会点鐘

のあと、挨拶、祝辞、そして各種の報告がなされ、

表彰式の中でわが世田谷クラブは「インビテーショ

ンキャンペーン」部門にて「優秀賞」を頂きました。

毎月の例会に外部からゲストをお招きしていること、

またＹＭＣＡへの各種の奉仕活動等で高く評価され 

ました。 

そして最後に渡辺理事から田中次期理事に理事引

継ぎ式が執り行われ万雷の拍手でもって一同労をね

ぎらうと共に新理事への期待をこめた拍手でもあり

ました。 

小原さんがオーストラリアにお出かけと重なって

今回は参加できなかったのが残念でした。 

  （太田 記） 

☀ ＹＭＣＡ歌声広場 石巻へ 12回目 

「ＹＭＣＡ歌声広場。12回目の石巻へ出かけました」 

 年度末、例会日前の６月 19日と 20日。クラブからは

常連の小原さん寺門さんと共に 12 回目の音楽ボランテ

ィア。同行者は、おなじみ沼津クラブの渡邉さん。寺門

さんの同窓生！水戸在住の秋山正子さん（小川圭一の従

妹）。そして、仙台青葉城クラブの青木まりえさん。現地

コーディネートはスタッフの伊藤剛士さん。 奉仕先は、

初日は市内仮設住宅２箇所、仮設住まいでＹＭＣＡファ

ンの西村さんが同行してくださり、夜はお宅に招いて下

さいました。仮設の暮らしをご紹介いただき、被災者の

苦しみと、生きる元気を直接伺いました。ＹＭＣＡボラ

ンティアの奉仕の実績があればこその貴重な体験でした。

翌日は女川の仮設１箇所。そしておなじみの海鮮丼をラ

ンチに頂い

て、帰京。

夜には６月

例会会場の

銀座ライオ

ンに帰着し

ました。 

沼津の渡

邉さん、翌

日東山荘会

議の伊藤さんも合流しての例会は、ワイズライフの楽し

さ一杯でした。また、すずらん会のコンセプトに賛同し

てクラブ外からの参加者があるのは、嬉しいかぎりです。

次回は 10月下旬を考えています。 

（小川 記） 

 

☀ 投稿記事        三上洋輔氏より 

私事ですが、期せずしてこの５月１９日（月）母が亡

くなり、前後して太平洋を２往復。４年前に胃ガン摘出

手術を受けた母に転移があると分かったのが昨年春で、

昨秋より抗癌剤治療が始まり、４月に体力の回復のため

に大学病院に入院し、緩和ケアのために転院した病院で

息を引きとりました。日本の国民皆保険制度ならびに地

域医療とこちらアメリカで私が体験している医療保険な

どとの違いに、もし、大きな病気になった場合、この先
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アメリカで住み続けることができるのだろうかと思うと、

一抹の不安が起こってくるのを禁じ得ません。 

 この国の自由の精神は医療に関しては自由診療が基本

となり、各自が民間の保険会社と契約を行っているわけ

ですが、低所得者は保険料の支払いが困難となったり、

医療費のかさむ慢性病患者等は更新を拒否されたりする

という話しを耳にします。実際に私が経験した最近の例

として、大腸がん等の内視鏡検査を受けるにあたり、ホ

ームドクターがくれたクリニック一覧リストから自分で

選んで予約をとりましたが、契約している保険会社のネ

ットワークに入っているかどうかを確かめることから話

が始まるというステップがあるのにはまず面食いました。

昔の駐在員時分は会社が契約した保険で本人負担が軽減

されているのとは違って、そのようなガードがない場合、

決して安くはない民間保険に入るしかなく、しかも面倒

くさいプロセスは英語が母国語でない人にはストレスで

す。オバマケアは低所得者を念頭にした救済策ですが、

底辺に流れる自由の精神は、それを謳歌できる立場とそ

うでない立場ではギクシャクした断層があるように感じ

させられるものがあります。 

 さて、2006年のサブプライムローン問題、2008年 9月

のリーマンショック以降の世界経済はミシガンを直撃し

ビックスリーの２社が一時倒産に追い込まれ、昨年は慢

性的財政問題を背負っていたデトロイト市の倒産があっ

た当地ミシガンにおける州内在留邦人は、2009年 9,686 

名から 2010年より反転し、今年 2014年 1月時点では

12,027名だそうで車産業が回復基調であることをこの

数字からも伺えます。また、住まい近くの空き地で新築

住宅の建設が顕著です。 

 そして、内外への政治力に辛口コメントが多くなってき

ているオバマ政権だけでなく、日本にとっても世界にと

っても秋 11月 14日に予定されている中間選挙がこれか

らホットな話題になるのは間違いありません。 

 

☀ 会長通信 １４０7  

2007年 3月 熱海グローリークラブに入会させていた

だき、ワイズの活動をしてきたのですが、東京からの参

加では思うようにいきませんでした。 

太田会長のあとを受けてこの大役をこなしていけるの

か多少の不安をかかえながら、また、先輩諸氏に御相談

をしながら頑張ってみようと決意したところです。 

どこのクラブにおいても会員増強という組織の拡大に

ついてはたいへん御苦労をされていること、特に若い力

を得ることの難しさ、このことを考えながら底辺の拡大

につとめていければと。他人の役にたてたらと、思って

いる人は大勢いるはずで、そのような人を仲間にできた

らと、そんな方法を皆様とともに考えて、これからの活

動にむけていけたらと思っております。 
（岩崎 記） 

卓話予告 

８月  納涼平和例会 

  ９月  ＹＭＣＡ南センターの若きリーダー 

      による夏のキャンプ体験談（男女） 

＊ 今後のスケジュール 

7/3,4（木、金）下北沢音楽祭 

7/5（土）第１回区役員会（同盟会館） 

    チャリティコンサート（玉川聖学院） 

7/11（金）下北沢すずらん会 

7/16（水）ボラセン「歌声サロン」三茶 

7/18（金）第１例会（公式訪問と入会式あり） 

7/19（土）第１回東新部評議会（東陽町Ｙ１階） 

7/25（金）ＹＭＣＡすずらん会、第２例会 

8/７～10 ワイズメン国際大会、インド・チェンナイ 

8/30（土）東京ＹＭＣＡ夏祭り、11：30 開始 

８月例会概要 

＄ 東京水辺ライン 「両国・お台場クルーズ・ランチ」 

  ＊日時：８月 15日（金）両国発着場 9：30集合 

  ＊クルーズ：両国発 9：50～浅草/二天門 11：50着 

  ＊ランチ： 浅草むぎとろ 12：10～14：00 

  ＊会費：４，０００円 

  ＊乗船（集合）場所 

     東京水辺ライン 両国発着場 

     ＪＲ両国駅西口より徒歩３分 

都営大江戸線両国駅 

     A3出口より徒歩６分（国技館の向かい側） 

   

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ  

6月 20日（金）夜発～22日（日）にてオール東京主催

でのリーダー実技トレーニングが山中湖センターにて行

われました。この夏、子ども達のリーダーとして参画を

する総勢 90名のボランティアが参加をし、クラフト、ボ

ート、カヌー、グランドと多数のアクティビティのイン

ストラクションの指導法習得に加え、YMCAキャンプの原

点でもあるグループワークについて、実り多き時間を過

ごせたように思います。 

 

＜南センタースケジュール＞ 

７月 19日（土）M3赤城きゃんぷアドベンチャー/ 

M4道志小学生キャンプ 

７月 20日（日）～21日（月）M1はじめてのおとまり 

（山中湖センター） 

７月 26日（土）～27日（日）M5ちびっこディキャンプ

（都内近郊） 

８月 ２日（土）～４日（月）M8 わんぱくディキャンプ

（都内近郊） 

８月 ６日（水）～８日（金）M2 妙高やまのこキャンプ

（妙高高原ロッジ） 

M6わくわくディキャンプ（都内近郊） 

８月 12日（火）～14日（木）M3赤城きゃんぷアドベン

チャー（赤城キャンプ） 


