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☀10月例会プログラム 

と き 10月 17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 川嶋 良子 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 冨田 釮次 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「  体験談」  

元東京青果取締役蔬菜部長 川口  勤 氏 

 

８. ハッピーバースディ    １日 川嶋 良子 君 

１７日 峰  毅  君  

１９日 張替 滋夫 君 

２８日 岩﨑  弘 君 

結婚記念日       ２８日 山梨 雄一 君 

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 10 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                   ＊ EMC/E ＆ YES ＊ 担当主事 山梨 雄一                                                                    

       †今月の聖句 
             

 神はわたしたちの避けどころ、 

わたしたちの砦。 

苦難のとき、必ずそこにいまして 

助けてくださる。 

God is our shelter and strength, 

always ready to help in times of trouble.                       

旧約聖書 詩篇 ４６編２節 （冨田 選） 
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会員在籍  １２名 

 

出 席 率  ８３％  

 

 

 

第２例会 9/26日（金） 

    （8 名出席） 

岩﨑、太田、小川、小原、

川嶋、冨田、張替、藤田、 

      

 
例会出席者  ９／１９日（金） 
         
会  員             10名 
メネット             1名 
メイキャップ        0名 
ゲスト               7名  
ビジター        3名 
――――――――――――― 

    合 計       21名 

 
すずらん会参加者  9/26日（金） 
 ゲスト        43名   
 スタッフ        8名 
 合 計          51名 

 

９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 

９月     7,530円 

年度計    29,770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。 

 



2  

☀ 本日のメインプログラム  

本日は昭和 35 年（1960 年）東京丸一青果(株)に入社

され、以来 50有余年に渡って、神田市場、大田市場にて

主として野菜の市場取引に携わって参りました川口 勤

さんをお招きして皆さんと一緒に話を伺えることです。 

首都圏の消費者の胃袋を豊かにしてくれる市場の機能

や、50余年にわたる思い出話も飛び出して語ってくれる

のではないかと期待しております。 

色々な分野の卓話を毎月例会にて聴かせて頂けるのも

ワイズメンにとって誠に嬉しいことの一つでしょう。 

岩﨑会長の人脈に感謝し、楽しみにしております。 

           （太田 記） 

＜川口 勤さんの紹介＞ 

昭和 16年（1941年）青梅市の生まれで今年 73歳。 

昭和 35年（1960年）東京丸一青果(株)に入社。 

平成元年（1989年）神田市場から大田市場に移転。 

平成５年（1993年）野菜の担当取締役に昇格。 

平成 25年（2013年）東京青果を退職。 

平成 26年（2014年）(株)オオクラに入社し、 

今も活躍中。 

                 

☀ 第１例会報告  

卓話「若きリーダーによる夏季キャンプ体験談」の 

９月例会は、リーダー６名を含んでゲスト７名、メンバ

ー10 名、メネット１名、ビジター３名。合計 21 名参加

の盛況ぶりでした。食事は川島カレーに小原サラダ。寺

門ワイズの快気祝い？で、美味しいワインも戴きました。

世田谷名物の手作り食事は最高です。 

 パワーポイントを駆使した報告は、ＹＭＣＡキャンプ

の楽しさと指導に当たったリーダー諸君の汗と涙に満ち

ていたといえます。また、定番キャンプソング「ズンゴ

ロ節」の作曲者：浅羽俊一郎さん（東京山手クラブ会長）

のご参加を得て歌い方の指導を受けるなど、ＹＭＣＡキ

ャンプの優位性を立証するプログラムも楽しくて、10 月

に開かれる東新部会のリハーサルも兼ねた企画は成功裏

に終了しました。 

小川友人で、東京都民教会の竹本良一さんが初参加さ

れました。新しい仲間になれるといいですね。 

（小川 記） 

 

田邊京花さん（パレットリーダー） 

9/2～9/3 にてリーダーズキャンプを実施致しました。

「Come on！ぼくらの仲間たち！」という狙いをもとに、

それぞれが夏のキャンプを終え、夏の最後に楽しもう！

南センターのリーダー達とたくさん関わりを！という事

で、今年も川井キャンプ場へ行ってきました。 

天候にも恵まれ、川では石切り、大きな岩からのジャ

ンプ、石積みなど遊びを自ら思いつき、それを周りに 広

げながら楽しく過ごしました。その後は、各グループに

分かれて、ゲームをしたり、スキルアップのため火付け

から自分達で行ってパエリヤ、中華丼などキャンプとは

違う野外炊事にチャレンジをしたり、互いに声を掛け合

いながら協力して美味しいご飯を作りました。夜は大き

な火を囲みキャンプファイヤーをして、今年の夏の事を

みんなで振り返りました。夏を終え、きっとそれぞれに

想いがあり、火を見つめていたのだと思います。すごく、

私にはその時間が心地よく、南センターのリーダーで良

かったなと改めて実感しまし た。 

２日間を通して、普段あまり関わらないリーダーとも

関わりを持つことができたり、更に仲を深めたりととて

もいい時間でした。ワイズメンズクラブの方々にもご支

援をいただき、本当にありがとうございました。これか

らも、南センターで素敵な仲間達と一緒にがんばります。 

 

☀ 第２例会報告 

９月 26日（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、

藤田の８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．太田部長から埼玉浦和在住でヤマハ OBの石井俊二さ
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んの紹介があり、11月予定で世田谷クラブ入会を希

望とのこと。席上本人から自己紹介と入会の意思表

示があった。 

２．10月 13日（月・祝日）YMCAソフトボール大会が午

前 9：30～午後 4：00の予定で東京健保組合大宮運

動場内、出版健保グランドで開催されます。応援宜

しくお願いします。 

３．10月４日（土）ワイズポテトが南センターに配送さ

れます。積み下ろし、受け取り宜しくお願いします。 

４. 藤田さんから 11 月末をもって世田谷クラブを退会

したいとの申し入れがあり、席上本人から退会理由

の説明があった。止むを得ないものと判断し、受け

入れることとした。 

協議事項 

１．10 月 11 日（土）開催の東新部部会のスケジュール

及び参加予定人員について張替さんから説明があり、

各自の役割について協議した。全員の協力で部会を

成功させましょう。 

２．10月の卓話者として元東京青果取締役蔬菜部長  

川口勤さんを予定。 

（藤田 記）         

 

☀ 第 28回東京 YMCAチャリティーランの 

ボランティアに参加して 

9月 23日（火）多くの企業・団体の協賛で、絶好の運動日

和のなか、木場公園内特設コースで小原実行委員長の掛け

声で始まりました。私達はボランティアでの応援ということで

午前8時半に集合して会場のコース作りから選手への声援、

ラストの選手がゴールするまで見守るという作業をしました。

午前 10時 300名以上の小学生・幼児達参加をしてスタート

中にはお父さん、お母さんに手を曳かれてランニングを楽し

んでいるほほえましい光景も。 

12時いよいよ 85チームが参加する駅伝大会が始まりまし

た。若い人からかなり高齢の方、外国の方と多士済々、それ

ぞれチームのために一生懸命、頑張っていました。 

南センターの選手の皆さんも頑張って 44位、優勝した富士

ゼロックスのチームとはわずか10分位の差は立派でした。御

苦労さまでした。 

（岩﨑 記） 

 

☀ Gardena通信９月～10月号 

秋が来て、夏は事実上終わりです。 

太平洋南西部の年次大会が９月５，６，７日にカリフ

ォルニア州ジュリアンのキャンプ・マーストンで開かれ

ました。これは参加された家族にとって素晴らしい経験

でした。この集まりでキャンプファイヤー、ハイキング、

カヌー、ロック・クライミング、アーチェリーの試合や

エンターテインメントを楽しめました。多くの若者や年

長者が集い、友好を深める良い機会でした。来年の大会

はウィッティヤーで開かれます。 

９月 29日の YMCAゴルフ大会のイベント開催を手伝っ

てくれた皆さん有難う。また 10月 25日にはパンケーキ

朝食会がガーデナの食料室で催されます。日頃とは、ひ

と味違った集まりとなるよう、資材を集め、これまで同

様に YMCAと地域からの支援を楽しみにし、成功の一日と

なりますように。 

ハロウィンの祝福とともに、 

Laurel会長 （小宮路 訳） 

 

 

☀ 山中湖センター支援の 

チャリティコンサート 

第二例会の後、小原ワイズと共に霊南坂教会に向った。

世田谷の連絡主事でもあった飯忍さんのご家族、顕さん

ヴィオラと靖子さんオルガンのコンサートが開かれ、東

京ＹＭＣＡ関係者や教会関係者が参集した。 

特にヴィオラのソロでヒンデミットのソナタ（難解な

曲！）が、緊張感を持って演奏された事に、感動を覚え

た。顕さんの祖父である、飯清牧師は、霊南坂教会で、

山口百恵さんの結婚式を司式された方で、世田谷ワイズ

30 周年記念礼拝も、同志社同級の冨田ワイズの紹介でお

願いしている。アンコールで顕さんは、忍さんの愛唱曲、

キャンプソングをギターを弾きながら歌いました。引継

がれるキャンプソング文化を感じました。世田谷でも応

援しましょう。 

（小川 記） 

 

☀ 楽しかったペンキ塗り 

南センターの３階ホールの古くなってしまった壁をワ

イズの方々と協力して白いペンキで塗る作業を行いまし

た。キャンプのこと、定例野外活動のことなどのリーダ

ー会や、キャンプの説明会、発達障がい児の為の支援ク

ラスでも使用するホールの壁をみんなで綺麗にすること

が出来、嬉しく思っています。 

白いペンキで塗った後には、マスキングテープを使っ

て白くなった壁を装飾しました。見ていてワクワクする

ような四季折々の模様を壁に描き、更に美しい南センタ

ーになったと思っています。また、ワイズの方々と一緒

にペンキを塗りながらたくさん話す中で、交流を深める
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ことが出来たことも嬉しかったです。 

 

 

 

 

 

） 

 

 

 

 

南センター ボランティアリーダー 

保坂 天蒼（てんぐ）君 

 

☀ 会長通信 １４１０  

今月は韓国の仁川で行われている、アジア大会で我が国

の選手の活躍で盛り上がっていたところ悲しい出来事が。 

紅葉の季節で大勢の登山客が訪れている、御嶽山が突

然噴火して、多くの方が犠牲になったのは大変悲しく、自然

の怖さを改めて感じさせられました。 

このようなとき、私達はなにができるのかを考えながらワイ

ズの活動の輪を拡げて行こうと思います。 

ここのところで新しい仲間が増えるのはうれしいことですが、

逆に都合で会から退かれる方がいるととても寂しいことで

す。 

いろいろなことがありますが、皆で頑張っていきましょう。 

（岩﨑 記） 

今後のスケジュール 

10/8(水)10月のブリテン印刷 

10/11(土)東新部部会 

    13：00～銀座 音楽ビアプラザ・ライオンにて 

10/13(月、祝)ＹＭＣＡソフトボール大会 

10/15(水) ボラセン「歌の広場」、三茶 

10/17(金) 第１例会、18:30より 

10/18-19 ＹＭＣＡ妙高ロッジにて 

        チャリティコンサート、他 

10/21(火) 南センター活動委員会 

10/24(金) ＹＭＣＡすずらん会 

      第２例会 

10/25(土) バザー準備 

10/26(日) 南センターバザー 

11/5 (水) 東新部部役員会 

11/7 (金) 下北沢 すずらん会 

11/8 (土) 東日本区役員会 

11/15(土)第２回東新部評議会 

        13:00～ＡＹＣにて 

      

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ  

秋はイベントの多い季節ではありますが、南センター

も年に一度のビッグイベントである 10 月 26 日（日）開

催の南センターバザーの準備がいよいよスタートを致し

ました。今年度のバザー実行委員長には、保坂天蒼くん

（てんぐリーダー）、副実行委員として山田真由さん（サ

ーフリーダー）、渡辺桜子さん（ぐーリーダー）と若きボ

ランティアリーダー、ワイズメンズ、メネット、会員、

スタッフとが協働してのイベントとなります。 

益金の使途については東日本震災復興支援募金ならび

にボランティアリーダー養成募金とさせて頂きます。 

ご協力を頂ける方はぜひ南センターまでご連絡をお待

ちしております。 

9/6（土）渋谷駅街頭募金が 13：00～17：00 実施さ

れました。 

 

＜南センタースケジュール＞ 

10 月  7 日（火）ウィンタープログラムリーダー 

キックオフミーティング（山手） 

10 月 21 日（火）南コミュニティー活動委員会 

10 月 25 日（土）バザー準備日 

10 月 26 日（日）南コミュ二ティーセンターバザー 

（11 時 30 分オープン 15 時 30 分終了） 

11 月 1 日（土）～3 日（月）リフレッシュキャンプ／ 

こひつじキャンプ（山中湖） 


