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アジア会長主題
東日本区理事主題
東新部部長主題
クラブ会長主題

「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」

Isaac
岡野
田中
太田
岩﨑

Palathinkal(インド)
泰和 (大阪土佐堀）
博之 (東京）
勝人 (東京世田谷）
弘
(東京世田谷)

Stay young in mind, act now
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†今月の聖句

計

小原 武夫
太田 勝人
山梨 雄一

プログラム

「いと高きところには栄光，神にあれ、
地には平和、御心（みこころ）に適う人にあれ。
」

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

“Glory to God in the highest heaven,and peace
on earth to those with whom he is pleased!”
新約聖書 ルカによる福音書 ２章 14 節

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

（寺門 選）

７. クリスマス奨励 経堂緑岡教会

松本 敏之 牧師

「その名はイエス・キリスト」

☀12 月例会プログラム

会員在籍

１３名

出 席 率

７７％

冨田 釮次 君

９. ハッピーバースディ

会員該当者 なし

結婚記念日

と き 12 月 19 日（金）18：30～21：00
ところ 東京 YMCA 南センター ３階
電話 ０３－３４２０－５３６１

11
月
の
デ
|
タ

８. オークション

会員該当者 なし

10. ニコニコ献金
11. 諸報告
12. 閉会点鐘

例会出席者

１１／２１日（金） １１月のＢＦ
切手
０ｇ
会 員
10 名
現金
０ 円
メネット
2名
累計切手 ０ｇ
メイキャップ
0名
ゲスト
3名
ビジター
1名
―――――――――――――
東京世田谷ワイズメンズクラブは
合 計
16 名

第２例会 11/28 日（金）
（9 名出席）
2014 年 9 月 30 日 社団法人日本
岩﨑、太田、小川、小原、 すずらん会参加者 11/28 日（金） キリスト教海外医療協力会に年会費
38 名
川嶋、冨田、張替、石井、 ゲスト
５千円を納入し継続しました。
スタッフ
10 名
山梨
合 計
48 名
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岩﨑 弘

会長

ニコニコファンド
１１月
9,472 円
年度計
47,794 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。

☀ クリスマスプログラム
１. 前奏
小川 礼子 さん
２．讃美歌 112 番「もろびとこぞりて」1＆5 節 一 同
３. 祈祷
司 会 者
４．聖書
マタイによる福音書 2章1～2、7～12節
マタイによる福音書 25章34～45節
５．讃美歌 115 番「ああベツレヘムよ」1＆4 節 一 同
６．奨励「その名はイエス・キリスト」
松本 敏之 牧師 （経堂緑岡教会）
７．讃美歌「その名はイエス・キリスト」
一 同
８．献金
一 同
９．頌栄 543 番
10．祝祷
松本 敏之 牧師 （経堂緑岡教会）
11．後奏
小川 礼子 さん

開きとなった。

（張替 記）

「世田谷ワイズメンクラブ」入会に際して

松本敏之牧師 プロフィール
1958 年、姫路市生まれ。立教大学、東京神学大学修士課
程、ユニオン神学大学大学院ＳＴＭコース終了。阿佐ヶ
谷教会、サンパウロ福音教会、ブラジル・メソジスト教
会、弓町本郷教会などを歴任し、2002 年より経堂緑岡教
会牧師。2015 年春より鹿児島加治屋町教会へ転出予定。
著書に「マタイ福音書を読もう」シリーズ、
「神の美しい
世界ー創世記 1～Ⅱ章による説教」など。恵泉女学園理
事。ＹＭＣＡプログラムの多くを指導。
石井 俊二さん

第１例会報告

仕事をリタイアーして日々怠惰な生活をしていました
が、
ワイズメンクラブの存在を知りこの度入会しました。
長く海外畑の仕事をしてきましたので、この経験を生
かしワイズメンクラブの理念と目的を理解し社会に貢献
して行きたいと思います。この活動が私にとって第二の
ライフワークになれば大きな喜びです。

先般、急性心筋梗塞を発症緊急入院され、回復なかば
の岩﨑会長に代わり張替が今月の司会を担当した。先に
入会を表明されていた石井俊二さん
（太田さんの元同僚）
の入会式が、権藤監事、櫻井ＬＴ委員長の立会のもとし
めやかに執り行われた。先月入会された野元さんに引き
続き石井さんの力強い入会宣言でまた新しいパワーがク
ラブに漲る思いがする。豊富な海外ビジネス経験を生か
したご活躍を大いに期待したい。
卓話は例年
８月にお願いし
ているＪＯＣＳ
大江浩事務局長
による「平和～
分ち合うことを
通して」と題す
るお話し。先の
大戦の戦禍にた
いする贖罪を原
点とし京都大学医学部のみなさんのボランティアで始め
られた、アジア他発展途上国での医療支援活動の今日に
至る綿々たる無私の活動の歴史を、改めて感銘深くうか
がった。同じ敗戦国ドイツに比し、しばしば指摘される
日本の加害者意識を欠いた近隣諸国とのやりとりを補っ
て余りあるＪＯＣＳの無償の働きには改めて心からの喝
采をおくり尚一層の支援を誓いたい。小原さんご手配の
香り豊かなボジョレーと川嶋専属シェフ・小原メネット
コンビによる極上のサラダ・ポトフを味わいつつ無事お

☀ 第２例会報告
11/28（金）岩﨑、石井、小川、小原、川嶋、冨田、
張替、山梨、太田の９名が出席して開催した。特に
岩﨑会長が病気上がりにも拘わらず出席してくれて、
かつ石井君が入会後最初の役員会に出席してくれて、
全員大きな拍手でもって迎えて役員会が始まった。
１．報告事項
① 11/19（土）YMCA 国際プログラム報告会とク
リスマス祝会が東陽町 Y にて開催されるので
ご参加のほどを。
② 12 月の例会は南センターの休館となる都合上
12/19（金）に「YMCA すずらん会」
・
「第２例
会」
・
「第１例会」をまとめて行う事にした。
③ 来年１月例会（1／16）にて竹本良一さんが入
会されることになった。 大歓迎です！
④ 来年 1/10 在京ワイズ新年会への参加者を確認
して会費支払いを行い、小原会計担当から振
り込んでもらう事にした。
２．協議事項
① １月の例会と卓話について協議した結果、入
会式と会員全員による“新春放談会”を行い、
一年の抱負を語りあう事とした。
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② ３月は東京西クラブとの合同例会を行い、今
回は世田谷クラブがホスト役なので議論の末、
会場の都合上 3/19（木）18：30 より、下北
沢「東京都民教会」で開催し、卓話者に伊藤
千尋さんをお願いし快諾を得たことを報告。
会食と会費についても協議した。併せて、関
係先への連絡、動員、運営面についても配慮
を要する点で協議し、実行する事とした。
③ ２月第一週に沖縄に行き、DBC 提携先である
「沖縄那覇クラブ」との交流する事と心の健
康増進のため“沖縄の緋寒桜”を鑑賞するプ
ランについて提案あり、実施することに。
３．YMCA 報告
山梨担当主事より報告があり、冬のスキーキャ
ンプ等定員以上の申し込みあり、スタッフ一同
多忙とのこと。
（太田 記）

回世界大会レポート」を参加者 3 名の方々から、セッシ
ョンⅡ、「ユースボランティアに聞くＹＭＣＡ諸活動の
今」を、4 名のリーダー、山手学舎生に伺う。
昼食後、
「テーラー基金国際交流プログラム」の映像紹
介、リーダーによるアイスブレーキングの後、フォーラ
ム参加者を４グループに分けての分団協議に。
今回は、南センターリーダー、上垣内謙君による子供
たちとの活動報告及び、若者によるＹＭＣＡ諸活動報告
は「ユースを育てるＹＭＣＡユースが担うＹＭＣＡ」の
テーマにふさわしく、有意義なフォーラムとなった。
（小原 記）

☀ YMCA「国際プログラム報告会」
「クリスマス祝会」に参加して
さる 11/29（土）15：00～18：00 まで東陽町センター
にて開催され、わが世田谷クラブからは小原さん、張替
さん、太田の３名、それにリーダーの「フリスク」こと
山口君が参加。 張張さんは祝会にて仲間の“ロスコン
パ二ェロス”と共にギターを弾きラテン音楽を披露して
くれ大活躍でした。

☀ 東新部第２回評議会を終えて
さる 11/15（土）午後１～５時まで在日本韓国 YMCA
センター９階の会議室にて 33 名の参加者を得て（委任
状 22 名）開催しました。
１．報告事項
部長報告、東日本区役員会報告、東新部役員会報告、
会計報告、事業主査による報告、委員会報告の後、東京
クラブを皮切りに９クラブの会長による活動報告（セン
テニアルはバザー実施中のため欠席）
、そして YMCA 報
告を行った。
２．審議事項
第１回評議会議事録、
第２・３回東新部役員会議事録、
第１８回部会・部会会計報告、次々期部長（東京クラブ
細川 剛さん）
・ 次期監事候補者、次期部役員、第１９
回東新部部会開催計画、パレスチナ・ガザ地区緊急支援
募金等々の案件に対する説明の後、審議の上全て全員一
致で承認されました。
３．課題
東京クラブの持田二郎さんから東新部の部長職をチャ
ーターナイトの順番でクラブから出すことで行ってきた
が世田谷クラブの次から部長職を出せないということで
次々期をまた東京クラブから出す事にしたが、「出せな
い」と言っているクラブを如何に強化していくかが課題
である。
今回の評議会での一番の議論の対象であった。
この点に関して早急に現在の幹部と次期部長伊丹さん
を入れて打ち合わせることとした。
（太田 記）

第一部のクリスマス礼拝が終わったころ、
「YMCA に
ほんご学院」にいる留学生（いまや 80 名ほどが学んで
います）やキッズワールドカップのサッカー大会に参加
されたお子さんやその母親さんが大勢到着され総勢 100
名ほどの方々の参加を得て行われました。
第二部国際プログラム活動では、北京 Y で水泳の指導
をされてきた保体の中島教員の体験談を手始めに７つの
プログラムの報告がなされた。
韓国で開催されたサッカー大会参加を通してアジアの
お子さんと交流したこと、 USA で開催された世界
YMCA 大会に参加された西東京 Y におられる永岡さん
からの報告等々に次世代を背負う若者の活躍とそれを支
える YMCA,ワイズメンの一員でいる事に誇りを感じま
した。

☀ ソシアスフォーラム 2014 に参加
11 月 15 日（土）10：00～15：30、東京ＹＭＣＡ山手
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰに於いて東京ＹＭＣＡ会員協議会「ソシアス
フォーラム」2014 が会員、リーダー、スタッフなど 40
名が集い開催された。
開会礼拝の奨励を、
マルコによる福音書 2 章 1～5 節を
受けて「4 人目の男」と題し、齋藤實氏にいただく。
引き続きセッションⅠ、
「世界に広がるＹＭＣＡ第 18

第三部クリスマス祝会では、張替さんが日頃世田谷の
各地で活躍している“Los Companeros”の皆さんと一緒
に明るく楽しいラテン音楽をギターと共に歌ってくれ、
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衣笠さん、浅羽さんによるキャンプソング、高橋さんに
よる楽しいゲームなどがあり、更に飛び入りでベトナム
からの留学生による横笛の演奏、中国からの留学生によ
る“時の移りに身をまかせ”の歌を中国語で歌ってくれ
て、それはそれは「国際色豊かな」祝会となり、かつ交
流がいたるところでありました。
この記事をお読みの皆さん、
来年はどうぞご参加下さい。
（太田 記）

たことは若いと自分だけ思っていても歳相応に注意をし
なくてはいけないこと、改めて日々の生活を見直す機会
を与えられたと思い、皆さんの足手まといにならないよ
うワイズの活動に頑張るつもりです。これからもよろし
くご指導ほどお願い申し上げます。
（岩﨑 記）
今後の卓話
１月 会員全員による「新春放談会」

☀ ガーディナ通信
今後のスケジュール
12/10（水）PM4 時ブリテン印刷
12/12（金）下北沢すずらん会
12/17（水）ボラセン歌の広場、三茶
12/19（金）YMCA すずらん会
第２・第１例会
12/23（火、祝）YMCA X’mas オープンハウス
東陽町センター
1/10（土）午前：在京ワイズ会長会
午後：在京ワイズ新年会
桜美林アカデミー（多摩センター）
1/16（金）第１例会
1/23（金）YMCA すずらん会
第２例会
2/7（土）東新部フレッシュワイズセミナー
2/13（金）下北沢すずらん会

冬が間近にせまり、もうすぐ感謝祭を迎え、すぐ後に
はクリスマスが控えています。本年はどこへ過ぎ去った
のでしょう。みなさまにお知らせせねばならないのは気
が重いですが、サウスサイド・ワイズのカーチス・ホプ
ソン会長が 10 月１日に逝去されました。 惜別の感ひと
しおです。彼は長年にわたりワイズメンの活動に熱心で
した。パンケーキ大会が 10 月 25 日に催され、YMCA と消
防署からの支援のおかげで成功しました。 収益は Time
of Fast に拠金されます。
クリスマス昼食会は 12 月 13 日に Marie Calendars に
て開催されます。よきひとときと交遊を楽しみにしてお
ります。今回は多くの人々が満たされるよう Gardena の
食料庫を助成します。Helping Hands へのギフト・カー
ドと拠金はガーデナ市へ寄付されます。
皆が楽しい感謝祭と素晴らしいクリスマスを迎えるよ
う願っております。
新年が健康と繁栄と幸福をもたらすようお祈りします。
敬白 ローレル会長
（小宮路 訳）

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
11 月 1 日~3 日にて東日本震災復興支援の一環であ
る被災地支援キャンプを担当させて頂きました。
日中、休むことなく、遊びに没頭する子ども達、夜の
懇親会では、保護者の方々との楽しいひと時を過ごさせ
て頂きました。震災から 3 年 8 か月の月日が経とうとし
ている今も、そしてこれからも支援は必要とされていま
す。
また同日程にて、全国リーダー研修会が、富士山
YMCA にて開催をされ、東京 YMCA 所属のボランティ
アリーダー4 名が派遣をされました。南センターからも、
上垣内 謙くん
（かみごうち けん）
が参加致しました。
同世代の仲間たちとの分団討議など、良い刺激を受けて
戻ってきた彼の表情は、とても充実感に満ちていたよう
に思います。これからの活躍に期待をしています。

☀ ミシガンの三上さん 元気で活躍のご様子
張替さんへのメールより
大変ご無沙汰致しております。皆様、お元気のことと
察し申し上げます。
こちら ミシガンは先日初雪でした。 この時期にして
は早い雪です。 早いものでまた一年 が終わろうとして
いますね。
例年ですと、秋に日本行きなのですが、今年は母のこ
とで結果的に春に二回太平洋を渡ることになりました。
先だった父もこの度の母もそれぞれある年齢を超えての
ことでしたので心安きでおります。
かようなことで今年は旧交歓談相成らずといったとこ
ろですが、津軽のりんごジュースにて代役とさせて頂き
たく、少しばかりですが、先日送りましたのでぜひお受
け取りください。来年、またの日本行きのおりにはお会
いできれば幸甚です。
ご厚情に心より感謝しております。季節柄、どうぞご
自愛ください。
（三上さんより）

＜南センタースケジュール＞
12 月 6 日（土）南センタークリスマス会
12 月 7 日（日）M1 チャレンジスキーキャンプ打合せ会
M2 リトルキッズスキーキャンプ打合せ会
12 月 7 日（日）座学リーダートレーニング
スキーキャンプの安全管理
12 月 12 日（金）座学リーダートレーニング
子どものためのスキー指導法
12 月 18 日（木）~12 月 22 日（月）
実技リーダートレーニング（尾瀬・妙高）

☀ 会長通信 １４１2
今月は健康について感じたこと
11 月の例会に出席できずメンバーの皆さんに、ご心配
をおかけしました。今まで自分自身の体調について病気
のことは思ってもみなかったことが、急性心筋梗塞とい
う病魔に襲われ 2 週間の入院を余儀なくされ、今はリハ
ビリを続け復帰に向けての状態です。今回のことで感じ

※南コミュニティーセンター年末年始特別休館日
2014 年 12 月 20 日（土）~2015 年 1 月 6 日（火）
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