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☀９月例会プログラム 

と き ９月 19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 岩﨑 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 寺門 文雄 君 

４．ゲスト＆ビジター紹介     岩﨑 弘 会長 

５. 食前の祈り 冨田 釮次  君 

６. 会 食  

７. 卓  話「若きリーダーによる夏季キャンプ体験談」  

保坂 天蒼（ほさか たかお）てんぐリーダー 

山田 真由（やまだ まゆ ）サーフリーダー 

８. ハッピーバースディ    ２日 寺門 文雄 君 

１３日 冨田 釮次 君  

１４日 藤田 耕一 君 

結婚記念日             な し 

９. ニコニコ献金  

10. 諸報告 

11. 閉会点鐘          岩﨑 弘  会長  

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」 岩﨑 弘 (東京世田谷) 
                            Stay young in mind, act now                                               

会  長  岩﨑 弘                2014 年 9 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                     ＊ ユース ＊ 担当主事 山梨 雄一                                                                    

        

†今月の聖句 
             

 「あなたのなすべき事を 主にゆだねよ 

そうすれば、あなたの計るところは必ず成る。」 

 

Commit your work to the Lord, 

And your plans will be established. 

旧約聖書 箴言・16章 3節 

（寺門 選） 

 

） 

 

 

 

                 （小川圭一 選） 
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会員在籍  １２名 

 

出 席 率  ９２％  

 

 

 

第２例会 8/22日（金） 

    （9 名出席） 

岩﨑、太田、小川、小原、

川嶋、冨田、張替、藤田、

山梨 

      

 
例会出席者  ８／１５日（金） 
         
会  員             10名 
メネット             1名 
メイキャップ        1名 
ゲスト               1名  
ビジター        0名 
――――――――――――― 

    合 計       13名 

 
すずらん会参加者  8/22日（金） 
 ゲスト        29名   
 スタッフ        9名 
 合 計          38名 

 

８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 

８月     9,460円 

年度計    22,240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  

今月の強調テーマは「ユース」であり、その「ユース」

は財産であると信じております。 

かねてより山梨担当主事にお願いして「若きリーダー

による夏季キャンプ体験談」をワイズの例会にて語って

頂く事にしました。 

男子と女子のリーダーから代表者各１名に話してもら

います。今夜は皆で話を聞いて、今後日本を背負って行

ってくれる若人を応援しようではありませんか。これぞ

ＹＭＣＡとの"協働“の実践でありましょう！ 

そして、来る 10月 11日には東新部部会の第３部懇親

会の一環としてキャンプソングなどを取り入れた「歌声

の世田谷クラブ」らしい楽しい部会にしていきますので、

皆様お誘いの上、若い皆さん方もシニアの方々も多数ご

参加下さい。お待ちしています。 

（太田 記） 

 

☀ 第１例会報告  

隅田川を船にて遊覧し、食事は「浅草むぎとろ本

店」での 8月納涼例会。 

東京水辺ライン・両国発着場に 9時 30分集合。ク

ルーズは両国発 9 時 50 分～浅草/二天門 11 時 50 分

着。好天にも恵まれ、墨田川べりの景観を眺めなが

ら、約 2時間のクルーズを楽しんだのち、駒形橋際、

浅草むぎとろ本店へ。夏休み限定ランチを美味しく

いただき、冨田ワイズからは、平和例会にふさわし

い戦争体験からの貴重なご意見を頂いた。 

その後に、

世田谷区

職員で、

日本社会

事業大学

院で研修

中の峰ワ

イズから、

当クラブ活動の今後に対する具体的方策の準備とい

うテーマで、童謡・唱歌の集い「YMCAすずらん会」

をベースに高齢者への「見守り」など「地域ケアシ

ステム」、地域貢献の仕組みを工夫し未来に向かっ

てのクラブ活動の在り方について、示唆に富むご意

見を伺った。 

                  (小原 記) 

 

＊ 浅草の散策のこと 

 好天に恵まれた８月の納涼例会、隅田川を水上バスで

クルージング後、 “浅草むぎとろ”でおしゃれに例会を。 

 例会終了後は神谷バーで一息。ここで東京北クラブの

村杉ワイズと合流、村杉ワイズの案内で浅草の街を散策。 

 山の手暮らしの私達は浅草については仲見世、浅草寺、

花やしき、くらいの知識しかなかったので、地元の方の

案内で映画の歴史を刻んだ碑や、スカイツリー絶景ポイ

ント、演芸場など、普段は歩かない裏通りを案内してい

ただき、大満足でした。  村杉ワイズに感謝 

（岩﨑 記） 

                 

☀ 第２例会報告 

8/22（金）「すずらん会」終了後、16：00から岩﨑会長、

太田部長、冨田、小原、小川、張替、川嶋、山梨、藤田

の９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 

１．8/30(土)11:30から東陽町で開催される YMCA夏祭り

に南センターとして出店するので 10：00集合で皆さ

んの参加と奉仕活動をお願いします。 

２．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

入特別寄付金」について岩﨑会長から説明があり、

世田谷クラブでも協力することとした。 
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第 18回東新部部会「世界に平和、心に歌声を」 

   登録締め切り（９/３０）迫る！！ 

 平和をともに考え、歌声で懇親のひとときを             

＊日時：2014年 10月 11日（土）13時～16時 

＊会場：音楽ビアプラザライオン 

（銀座ライオン７丁目店 ５階） 

＊プログラム 

第１部 部会 

 

第２部 記念講演 朝日新聞社 伊藤千尋氏 

「活憲の時代―９条は人類の宝」 

 差し迫る日本の課題とどう向き合えばよいのか、

必聴のお話し！！ 

 

第３部 懇親会 

「ＹＭＣＡ歌声広場・キャンプソングもご一緒に」 

良き日本の歌とＹＭＣＡキャンプソングを 

ご一緒にもう一度！！ 

 

登録締め切り ９月３０日（火） 

クラブ会長に急ぎ登録を！！ 

 

３．9/6（土）渋谷駅街頭募金が午後 13：00～17：00の

予定で実施されます。皆さんの参加をお願いします。 

４．9/23（火）10:30から木場公園で東京 YMCA第２８回

インターナショナルチャリティーランが開催されま

す。8:30からのボランティアに協力宜しくお願いし

ます。 

５．十勝クラブからのワイズポテト申し込みに関し、今

回はジャガイモ 1,800円、カボチャ 2,500円とし、

10/4（土）受け取り予定とする。 

６．太田会長から環境対策として、10/10（金）までに８

月・９月の東京電力料金表のコピー収集の要請があ

った。 

７．小原さんから世田谷クラブの 25 年度の会計報告と

26年度予算の説明があった。 

協議事項 

１．9/4（木）・9（火）に南センター３階のペンキ塗り実

施にあたり、8/28（木）の下準備及び 4・9日のペン

キ塗りについて具体的な打ち合わせを行った。 

２．10/11（土）開催の東新部部会について、部会スケジ

ュール内容と役割分担を協議した。 

３．10月の卓話者を元東京青果取締役蔬菜部長 川口勤

さんにお願いすることとし、具体的内容について協

議した。 

４．メンバー増強の具体的方策の準備について協議した。 

（藤田 記） 

 

☀ インド・チェンナイ国際大会に参加 

第 71回国際大会は、インド・チェンナイ（マドラス）

の International Convention Trade Centerに於いて、 

8月 7～10日開催され、日本からは 55名、全登録者は約

450名（約 100名のユースコンボケーション参加者を含

む）、特にアメリカから 4名の参加と、ちょっと寂しい

大会ではありましたが、西村国際書記ご夫妻や、旧知の

方々との再会もでき、誠に有意義な時を過ごすことがで

きました。 

大会後、

南インドの

世界遺産を

訪ねるツア

ーに参加、

カニヤーク

マリ（コモ

リン岬）、

ベンガル

湾・インド

洋・アラビア海と三つの海が交わり、太陽が海から昇り、

海に沈む、インド最南端の地まで。イスラーム、ヒンズ

ーの文化、ポルトガル、オランダ、イギリス、各時代の

栄枯盛衰を残す遺跡・遺産を眺め、現在 13億に迫ろうと

する人口を擁するインドの活況を目の当たりにし、今後

の日本はと、考えさせられた貴重な旅ともなりました。 

（小原 記） 

 

☀ 東新部からの報告                        

８月発行の東日本区ニュース（理事通信）により

ますと、7/1 現在（前期半年報）954 名で今年 1/1 現

在の会員数977名と比較すると－23名となっていま

す。（湘南・沖縄部が唯一＋１名で他の部は皆マイナ

スで、東新部も残念ながら－３名でした。） 

但し、７月１ヶ月で 19 名（東新部では３名）の新

入会者があり、9/20 には「東京ベイサイドワイズメ

ンズクラブ」がチャーターナイトを迎えて新しく誕

生し、17 名の新会員にてスタートします。 

７月から来年６月までの今期には、＋80 名という達

成目標をもって各部長は「会員増強」に力を入れて

おります。 

ご高齢に伴って退会される方もいますので何とも

言えませんが、今期末には東日本区で 1,000 名を超

える会員を持つようにしたいと皆張り切っています。 

東新部として、①若い層を引き付け、シニア層をも

っと開拓し、②政策面でも新入会金 6,000 円を一旦

入会者のクラブにて支払っていただいた後、東新部

のファンド会計からそのクラブに３年間限定で還元

する政策も承認されました。 

日頃からの会員増強への努力と共に、政策面でも

背中を押して行きたいとの強い"意志“を掲げました。 

今後とも宜しくご理解、ご協力のほどお願いいた

します。             （太田 記） 
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☀ 東京 YMCA夏祭り報告 

男の台所の技量発揮 

8/30（土）YMCA夏祭りが東陽町で開催されました。 

南センターの模擬店のお手伝いに世田谷区クラブからは

岩﨑会長、太田部長、小原さん、小川さん、寺門さん、

張替さん、川嶋さん、藤田が参加し、10時から薬味のね

ぎ切り、生姜すりから商品の冷奴作り、パンの袋詰めな

どの準備を行い、11時半から販売を開始し、午後３時に

は完売することができました。心配された天気も青空が

広がる好天に恵まれ、子供連れで大勢の参加があり盛大

な夏祭りになりました。 

（藤田 記） 

 

 

☀ 会長通信 １４０９  

例年にない夏の暑さ、予測がつかない豪雨が各地を襲

い、大きな被害がもたらされ、特に広島地方での被害の

大きさに心からお悔やみ申し上げます。 

加えて毎年これからの時期に襲来する台風で秋の農作

物にも影響がありそうですが、自然の脅威に負けずにお

互いに助け合って活動に励んで行きましょう。 

（岩﨑 記） 

卓話予告 

10 月  元東京青果取締役蔬菜部長 川口 勤さん 

 

今後のスケジュール 

9/ 8（月）「東京センテニアルクラブ」へ公式訪問 

9/12（金）下北沢すずらん会 

9/13（土）「東京銀座クラブ」へ公式訪問 

9/17（水）ボラセン「歌の広場」三軒茶屋 

9/19（金）第１例会 

9/20 (土)「東京ベイサイドワイズメンズクラブ」の 

     チャーターナイト、東陽町ＹＭＣＡにて 

9/23（火、祝）チャリティーラン、木場公園にて 

9/26（金）ＹＭＣＡすずらん会 

     第２例会 

10/11（土）東新部部会 13：00～ 

     銀座ライオン５階にて 

10/13（月、祝）ＹＭＣＡソフトボール大会 

10/18～19（土、日）ＹＭＣＡ妙高高原ロッジへ 

    バスツアー（チャリティーコンサート） 

 

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ  

今夏、12 のサマープログラムを実施し、321 名の子ど

も達が参加をしました。保護者の方から初めて離れての

大冒険をした子やダイナミックな沢登りに挑戦をした子

と幅広い対象に合わせた複数のプログラムも大きな事故

もなく概ね予定通り、実施することが出来たことに感謝

いたします。またその中にはボランティアリーダー達に

よる実施に至るまでの多大な準備と子ども達との暖かい

関わりがあったからこそ成し得た時間であったように思

います。 

 南コミュニティ活動委員の方々、世田谷ワイズメンズ

クラブ、目黒ワイズメンズクラブよりご支援を頂き、9

月 2 日（火）～3 日（水）にかけて今夏の評価と懇親会

を含めたリーダーズキャンプを川井キャンプ場にて行い

ます。 

 

＜南センタースケジュール＞ 

9 月 7 日（日）定例野外活動おひさま・あおぞら 

9 月 16 日（火）南コミュニティー活動委員会 

（南センターバザーについて） 

9 月 21 日（日）定例野外活動冒険くらぶ・ 

アドベンチャークラブ 

10 月 4 日（土）サマーキャンプ想い出会・報告会 

10 月 7 日（火）ウィンターキャンプ申込開始 

（会員及びプログラム登録者） 

10 月 9 日（木）ウィンターキャンプ申込開始（一般） 


