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「言葉より行動を」
（Talk less, Do more）
「未来を始めよう、今すぐに」 （Start Future Now）
「誇りと喜びを持って」 （With Pride and Pleasure）
「原点を見つめ、充実、飛躍、そして楽しもう！ 」
「いつも青春、今できることをやろう」
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Stay young in mind, act now
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†今月の聖句

直前会長
担当主事

小原 武夫
太田 勝人
山梨 雄一

プログラム
司会

小原 武夫 君

平和を実現する人々は幸いである、

１．開会点鐘

岩﨑 弘 会長

その人たちは、神の子と呼ばれる。

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

Happy are those who work for peace;

４．ゲスト＆ ビジター紹

岩﨑 弘 会長

God will call them his children!

５．食前の祈り

冨田 釮次 君

６. 会 食
７. 懇談の時

新約聖書マタイによる福音書 ５章９節

８. ハッピーバースディ

（小川 選）

該当者なし

結婚記念日
９. ニコニコ献金
10. 諸報告

☀８月例会プログラム

11. 閉会点鐘

岩﨑 弘

会長

と き ８月 15 日（金）両国発着場 9：30 集合
ところ 両国・お台場クルーズ・ランチ
ランチ： 浅草むぎとろ 12：10～14：00

７
月
の
デ
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会員在籍

１２名

選）
出 席 率

９２％

例会出席者

（小川圭一
７／１８日（金） ６月のＢＦ
切手
０ｇ
現金
０ 円
累計切手 ０ｇ

会 員
11 名
メネット
2名
メイキャップ
0名
ゲスト
4名
ビジター
3名
―――――――――――――
合 計
20 名

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

第２例会 7/25 日（金）
（9 名出席）
岩﨑、太田、小川、小原、 すずらん会参加者 7/25 日（金）
33 名
川嶋、冨田、張替、藤田、 ゲスト
スタッフ
8名
山梨
合 計
41 名

ニコニコファンド
７月
12,780 円
年度計
12,780 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
2013 年 10 月 30 日社団法人日本キリ ンサートではかねてよりJOCSへ
スト教海外医療協力会に年会費５千 の応援を行っている。
使用済み切手とワンコインの
円を納入し継続しました。
献金など。
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☀ 本日のメインプログラム

の発展を推進する熱意に満ち溢れていました。部会の成

猛暑が続く中、健康第一にて我々仲間は楽しい

功はもちろん、交流による目標の達成に向って力を尽く

ワイズライフを持てることに感謝いたします。

しましょう。また、寺門さんご紹介の、野元邦彦さん入

先般の例会にて長老冨田さんから「夏だから涼を

会式が厳粛に執行されました。名物の食事（この日は牛

求めて８月は外で行おう」と元気な提案があり、早

スジカレーなど）に笑顔と感謝。小原さん差入れのアル

速張替さんが音頭を取ってくださり、
“両国―隅田川

ゼンチンワインで乾杯しました。

を船にて遊覧し”食事も浅草「むぎとろ」を予約し
て下さり、しかも岩﨑会長や藤田さんも加わって事
前に下見をして下さった企画です。
都会の喧騒と暑さを忘れて大いに楽しみましょ
う！ さらに日頃事業創造大学院にて研修中の峰君
も久し振りに参加できると伺い再会を楽しみにして
います。
川嶋さん、今月はお料理を休んで外の料理を共に
味わいましょう。

（太田 記）

認知症予防の観点からのわかり易い卓話は、介護予防
指導員で世田谷ウォーキングフォーラム事務局長の佐伯

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）

京子さん。忘れがちな歩く事の大切さを痛感しました。
他クラブからのゲスト以外にも、張替人脈のお客様が多
く賑やかな例会でした。
（小川 記）
＊ 世田谷ワイズ入会記
野元邦彦さん
このたび、ＹＭＣＡ運動を支援する世田谷ワイズメン
として入会させて頂き感謝を致します。ＮＰＯ法人パソ

コン教室の受講生の一人として学ばれる寺門ワイズに誘

☀ 第１例会報告

われて、銀座で行われた６月例会に参加、皆様と初めて

岩﨑 弘新会長の開会点鐘が鳴ったのは、
午後６時半。

お目にかかり楽しく懇親のひと時を過ごさせて頂きまし

半世紀を越える歴史の中で始めての、例会開始と終了

た。

時刻を 30 分早める試みがスタートしました。

これまで長期間勤務してきた総合商社は、正に生存競

東新部、

争そのもので社会奉仕活動とは縁の遠い世界にありまし

太田勝人

たので、定年退職後何か人様のお役に立つことを求めＮ

新部長の

ＰＯ法人に参加活動を行って来ました。今回ＹＭＣＡ運

公式訪問

動として、青少年の人材育成や地域社会への貢献を目指

挨拶は、

して国際協力されるワイズメンズ活動に参加できる事に

品格に満

期待しています。

ちて格調

専門とするＩＴ関連の技術を生かしながらこれを機会

高く、部
2

に、皆様方との交流を深め社会貢献活動が出来れば幸い

13：30 より東京ＹＭＣＡ東陽町センター視聴覚室に於い

であると思いますので今後とも宜しくお願いします。

て出席者 37 名（内２名陪席）をもって開催された。
部役員就任式に続き田中東日本理事による「環境厳し
き中各人誇りと歓びをもって前進して欲しい」との挨拶

☀ 第２例会報告

があり、

7/25（金）
「すずらん会」終了後、４時から岩﨑会長、太

太田部長か

田、冨田、小川、小原、張替、川嶋、山梨、藤田の 9 名

ら、Ｓ．ウル

にて南センター２階会議室で第２例会を開催した。

マ ン の 詩

報告事項

Youth を引い

１．東新部より CS 活動資金として 30,000 円、AFS 支援

た、
「高齢化に

金として 10,000 円受け取りました。

めげず会員増

２．野元さんの加入により会員は１２名になりました。

強への果敢な

３．7/18(金)第一例会に東新部部長はじめ役員の公式訪

チャレンジ

問を受けました。

を」との積極

４．第１回東新部評議会が 7/19（土）東陽町 YMCA で開

的呼びかけと所信表明があった。

催され、太田部長から報告がありました。

次に東日本区・東新部役員会関連の一連の報告の後、

５．8/8～14 まで小原さんがインドのチェンナイで開催

今期部主査及び各クラブ会長から今期の政策発表がなさ

されるワイズメン国際大会に出席されます。

れた。

６．8/30（土）11 時 30 分から YMCA 夏祭りが東陽町 YMCA
で開催され、南センターとして昨年同様豆腐・ケー
キ・ホットコーヒー・レトルトカレーの販売を行い
ます。９時半スタートで皆さんの参加と奉仕活動を
お願いします。
７．沖縄那覇ワイズメンズクラブ 屋良会長、沖縄ワイ
ズメンズクラブ 万田会長から沖縄 YMCA 車両購入

審議事項として、次期部長に東京むかでクラブの伊

特別寄付金の要請があり、東日本区・西日本区・YMCA

丹一之さんを承認、次いで次々期部長、幹事指名委員会

の対応を確認し、世田谷クラブの対応を検討するこ

次期東新部部会準備委員長、ＬＴ委員長・委員の委嘱が

ととした。

なされ、前期決算報告及び監査報告の後、今期予算を承

協議事項

認。
最後に太田部長より政策議案として第１１号議案
「新

１．9/4・9 南センター３階のペンキ塗り実施の打ち合わ

入会員入会金補助の件」及び第１２号議案「新クラブ設

せを行い、8/28 に下準備を行うこととした。

立検討委員会」の説明があり承認された。今期東新部ス

２．8/15（金）開催の納涼例会（9：30 両国発着所集合

ケジュール及び部会につき書記より説明、
終わりに持田、

9：50 出発 会費 4,000 円）について協議し、7/27

権藤両監事から「太田部長の積極政策を東新部全体とし

（日）岩﨑会長、張替さん、藤田で下見を行うこと

て全面支持、支援する」旨の励ましのコメントをいただ

とした。

き、予定時間内に無事終了。今回は事前の資料づくりに

３．10/11（土）開催の東新部部会について協議し、7/29

気を取られ、会場下見が不十分であったことから幾つか

（火）に小川さんを中心に第３部懇親会の具体的内

の思わぬ手違いが生じ一時は火事場の騒ぎであった。も

容について検討することとした。

って会場が変わる次回評議会への反省としたい。
最後に、

４．10 月の卓話予定として岩崎会長の大田市場関連で検

５月の引継会以来、懇切なアドヴァイスと励ましをいた

討することとした。

だいた長澤前書記及び櫻井ＬＴ委員長に改めて感謝を申

（藤田 記）

しあげたい。今回、部スタッフ太田部長、張替書記、寺
門会計の他には世田谷クラブから岩崎会長、小原会計の

☀ 第１回東新部評議会開催について

２名が参加しました。

太田部長率いる世田谷クラブ・チーム主宰の初めての

（張替 記）

東新部公式行事、第１回評議会が、 ７月 19 日（土）
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☀ 第１回東日本区役員会に参加して

我が世田谷クラブでは野元邦彦さんの入会があり、東京
コスモスクラブでも、中移庸介さんが入会され、また、

さる７月５日（土）10：00～17：00 まで日本ＹＭ
ＣＡ同盟の会議室にて開催されました第１回役員会
に参加して参りました。
田中理事、渡辺直前理事はじめ総勢 26 名の方々が揃
い、以下の審議事項を審議し、意見を述べ合って大
変盛り上がりました。

信越・妙高クラブにも新入会員があったことが太田部長
より報告をいただき、これからのワイズ活動におおいに
励みとなりました。
（岩﨑 記）
卓話予告

１．先期 6/6（金）開催の役員会議事録について。
２．先期 6/7（土）開催の年次代議員会議事録につい
て。
３．第 18 回東日本区大会（厚木市公会堂にて）の
登録費を 16,000 円とする件、
（ユースは半額）
で厚木市の後援で会場費が安くできたことの説
明がありました。
４．東日本区主催の会合での礼拝献金等贈呈先は
「東日本区東日本大震災支援金」とする件、
５．ＹＥＳ基金をエクステンション活動支援金に
活用する件。
等、５つの案件を審議して決定したのがメインです
が、併せて、田中理事の方針、各事業主任と各部長
の方針説明があって、第１回目は交流、懇親にも力
点が置かれた役員会でした。
（太田 記）

９月 「ＹＭＣＡ南センターの若きリーダーによる
夏季キャンプ体験談」
10 月 太田青果市場よもやま話
川口氏（岩﨑会長・元上司）
今後のスケジュール
8/ 8（金）下北沢すずらん会
8/15（金）納涼例会
8/20（水）ボラセン「歌の広場」
、三茶
8/22（金）ＹＭＣＡすずらん会
第２例会
8/30（土）東京ＹＭＣＡ夏祭り
9/ 6（土）国際街頭募金（渋谷駅、午後１時～５時）
9/ 8（月）東京センテニアルクラブへ公式訪問
9/13（土）東京銀座クラブへ公式訪問

☀ Ｇａｒｄｅｎａ通信 ７～８月号

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ

８月９日にクラブ新役員の昼食会を開きます。会計の
フレディ・デービス、書記のジェームズ・ウィクラマチ
ルケが参集し、最善のクラブ運営をめざします。去る６
月 28 日から７月４日にかけて花火大会の設営で忙しく
過ごしました。YMCA の手伝いで昨年同様よくやったと思
います。イングルウッド・ワイズメン・クラブの役員会
およびバーベキュー大会がアロンドラ・パークで８月 10
日に開かれますが、これはいつも素晴らしい集まりで皆
が楽しめます。９月５日～６日にパシフィック・サウス
ウェスト地域会議が加州ジュリアンのキャンプ・マース
トンで開催されます。
今週末はキャンプファイヤー、パーティ、カヌー、岩
登り、アーチェリー、家族ゲームおよびエンタテインメ
ントを予定します。
私たちの月例会は９月 13 日にルイジスで開きますが、
それまでつつがなく、よき夏休みをお過ごしください。
Laurel 会長（ 小宮路 訳）

7 月 18 日（金）に行われました「ベビーマッサージ体
験会」には 3 組の乳児とその保護者の方にご参加を頂き
ました。約 1 時間の体験会の中では、専用のオイルを使
ってのマッサージのみならず、歌を歌ってあげたりと赤
ちゃんと保護者とのスキンシップ、更には保護者同士の
関係作りに重点をおいて行われました。体験頂いた中に
は、元リーダーの方もいらっしゃり、楽しい時間を過ご
せましたとのご感想も頂くことが出来ました。今後もイ
ベントとして、同様な体験会を行えればと準備を進めて
おります。
また 7月20日より南センターのサマーキャンププログ
ラムがいよいよスタートを致しました。9 月以降に実施
報告を兼ねて、掲載をさせて頂ければと思います。
＜南センタースケジュール＞
8/30（土）東京ＹＭＣＡ夏祭り 東陽町センター
9/ 2（火）～9/3（水）南センターリーダーズキャンプ

☀ 会長通信 １４０8

川井キャンプ場宿泊予定

ワイズメンズクラブと会員増強について

9/ 4（木）
、9/ 9（火）南センター会館３階壁面補修

キックオフの 7 月は太田東新部部長、役員の方々が公式

9/19（金）～9/21（日）ユースボランティアリーダーズ

訪問されるので、随行して東京クラブ、東京まちだ、東

フォーラム 山中湖センター

京むかで、東京白金・高輪、東京コスモスの各クラブの

9/23（火祝日）インターナショナルチャリティーラン

ワイズメンに御挨拶をさせて戴きました。

木場公園
10/26（日） 南センターバザー
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