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☀1月例会プログラム 

と き 1月 16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 小原 武夫 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. 入会式            竹本 良一 君 

６. 食前の祈り 冨田 釮次  君 

７. 会 食  

８.「新春放談会」  各自抱負を語る 

９. ハッピーバースディ     ８日：小原メネット 

22日：太田 勝人 

結婚記念日         18日：石井 俊二  

25日：岩﨑 弘 

10. ニコニコ献金  

11. 諸報告 

12. 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                2015 年 1 月会報 会   計 小原 武夫   

                               強調テ－マ 直前会長 太田  勝人 

書  記 石井 俊二                ＊ ＩＢＣ/ＤＢＣ ＊ 担当主事 山梨 雄一                                                                    

       †今月の聖句 
             

    新しい歌を主に向かって歌え。 

全地よ、主に向かって歌え。 

主に向かって歌い、御名をたたえよ。 

日から日へ、御救いの良い知らせを告げよ。 

Sing a new song to the LORD ! 

   Sing to the LORD, all the world ! 

   Sing to the LORD, and praise him ! 

    Proclaim every day the good news 

that he has saved us. 

旧約聖書 詩篇 ９６：１－２ （冨田 選） 
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会員在籍  １２名 

 

出 席 率  ９２％  

 

 

 

第２例会 12/19日（金） 

    （9 名出席） 

岩﨑、太田、小川、小原、

川嶋、冨田、張替、石井、 

寺門、  

 
例会出席者  １２／１９日（金） 
         
会  員             11名 
メネット             2名 
メイキャップ        1名 
ゲスト               6名  
ビジター        3名 
――――――――――――― 

    合 計       23名 
 

すずらん会参加者 12/19日（金） 
 ゲスト       ３６名   
 スタッフ        ９名 
 合 計          ４５名 

 

１１月のＢＦ 

切手   ０ｇ   

現金   ０ 円 

累計切手 ０ｇ 

 

     

東京世田谷ワイズメンズクラブは

2014 年 9 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 

１２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。 
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☀ 本日のメインプログラム 

みなさま、健やかに新しい年をお迎えのことと推察いたし

ます。新しいメンバーが加わり心強いかぎりです。今月はみ

なさんがれぞれ今年の抱負、希望を述べて戴くことから始め

たいとおもいます。また、他クラブとの交流を深めながらより

多くの仲間を誘う努力も継続していけたらとおもいます。 

 
☀ 第１例会報告  

 ☆  12 月クリスマス例会の報告 

 世田谷クラブでは、本例会（第一例会）の司会者が例

会報告を書く習慣です。失敗や反省を正直に記して、ク

ラブ運営の活性化に資するとの考えがあるのです。その

意味で、今回のクリスマス例会報告はチャーターメンバ

ーからの苦言を記し、来年のクリスマスに備えたい。そ

れは、牧師を招いての礼拝の持ち方。礼拝は最初の第１

部で執行する。祝会での食事とお楽しみは第２部にまと

めるべきである。というものです。それならば、通常例

会の開会点鐘などを何処でどう執行するべきか、筆者は

明確な式文を持ち合わせていません。他クラブでの模様

をワイズドットコムなどで学んでみましょう。来年のク

リスマスに向けて。それでも、ワイズは自画自賛クラブ

ですから、良い例会であったと自己肯定です。 

 ＹＭＣＡ

の子どもた

ち、スタッ

フがお世話

になってい

る経堂緑岡

教会の松本

敏之牧師と

八重樫伝道

師のほかに、来月入会予定の竹本さん、ビジター３名、

会友小宮路さんのご案内でカナダから癌検診専門医親子

と、国際色豊かな 21 名の例会。来年鹿児島に転任なさ

る松本牧師の奨励は、御著書「マタイ福音書を読もう」

シリーズの 3 冊目のタイトル「その名はイエス・キリス

ト」。腹話術を使いながら、キリスト降誕と貧しいブラジ

ルを繫ぐ深い内容の説教であった。鹿児島でのご活躍を

祈りたい。 

 メネット手作りの

食事と、張替ワイズ

差入れのグリューワ

インは、体と心を暖

めてくれる。冨田ワ

イズのＭＣ、クリス

マスオークションは

大賑わいで 26,600 円のファンドに。真に祝されたクリ

スマス例会となった。 

（小川 記） 

 

☀ 第２例会報告 

12/19（金）岩﨑、太田、張替、富田、大門、小川、 

小原、川嶋、石井の９名が出席して開催した。今年最後

の例会となったが来年に向けて飛躍を決意する例会でも

あった。 

１．報告事項 

① 12/12東京 YMCAクリスマス拝礼・祝会で当会メンバ

ーの寺門さんが「50年継続会員賞」、小原さんが「「25

年継続会員賞」を受賞。メンバー全員で両名を祝福し

た。 

② 12/18（金）太田さんが東京西クラブの例会に出席し

来年３月に合同例会の開催を決定した。 

③ 東新部の１月入会者の案内 

世田谷クラブ 1/16（金）竹本良一さん 

東京クラブで１名入会予定 

④ その他 

1/10（金）在京ワイズ新年会の確認 2/15までの各種献

金(CS、ASF、 etc)準備 

 

２．協議事項 

① ２月例会の卓話者を決定今回は ITに詳しい当会の野

本さんに依頼 

② 3/19（木）東京西クラブとの合同例会担当者を決定。

実行委員長に太田さんを指名した。 

その他役割も決定した。 

場所・時間：「東京都民教会」18：30～当日は元朝日

新聞記者 伊藤千尋氏の講演を予定。1/10（土）の在

京ワイズ新年会で他支部ワイズメンバーにもチラシを

作成し参加を要請する。 

③ 他クラブとの親睦を深めるため 1/28（水）熱海クラ

ブとの合同例会を提案 

④ 11月に当クラブを退会した藤田さんの後任の書記に

石井俊二君を指名した。 
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☀ 東京 YMCA 

クリスマス礼拝・祝会に参加して 

さる 12/12（金）18：00 より東陽町センターにて

開催され、わがクラブから寺門さん、小原さんと太

田の 3 名が参加してきました。 

公益財団法人東京 YMCA・YMCA 学校法人・YM サ

ービスの3法人が主催するものでYMCA活動にこの

1 年携わってこられた方々に声を掛けられ、毎年 12

月に開催しているものです。 

第 1 部クリスマス礼拝（城西教会の飯島牧師によ

る説教と祈祷）、第 2 部表彰、第 3 部クリスマス祝会

とオルガンによる奏楽とあいまって豊かなときを過

ごしてまいりました。 

特に今回は、寺門さんが「50 周年継続会員賞」を、

小原さんが「25 年継続会員賞」を受賞され表彰され

ました。50 年、25 年継続して YMCA の会員となら

れて数々の奉仕活動をされて来られた事に対して、

お二人に最大の敬意を表したいと存じます。これか

らも益々お体に気をつけられ、ご活躍されますよう

心から願っております。     （太田 記） 

 

☀ 東京西クラブの 12 月例会に参加して 

12/18（木）１８：４５より杉並区荻窪天沼にある 

レストランを貸し切って 12 月の“クリスマス祝会”

が開催され、参加してまいりました。 

今回の参加の目的は、2015 年 3 月に開く西クラブと

の“合同例会”――伺いますと 1983 年より継続して

両クラブの交流が行われており、今度はわが世田谷

クラブがホスト役をつとめます――について 12 月

の役員会にて協議した、（3/19 木曜日 18：300 より

下北沢“東京都民教会”にて開催し、卓話者として

伊藤千尋氏と予約がとれたこと、かつ会員以外の

方々をも動員して頂きたい旨）、アッピールして参り

ました。 

当日は木原会長はじめ西クラブの皆さんはもとよ

り、江東クラブの藤井寛敏さん、たんぽぽクラブの

藤江さん、中澤さん、等々が加わり、参加者全員ク

リスマスプレゼントを持参し、交換し合ってピアノ

伴奏による讃美歌を歌ったりして 12 月のワイズメ

ンにふさわしい楽しい例会になりました。感謝。   

（太田 記） 

                   

☀ キャロリング in Shimokita  

「クリスマスには教会へ！」 

 武蔵野市のカトリック吉祥寺教会で開催される「０４

２２クリスマス」に触発されて、下北沢駅でのキャロリ

ングを始めました。 アドベントの時期に、教会を超えて、

讃美歌の好きな人々が集まり「クリスマスには教会へ」

とチラシを配るのです。ＹＭＣＡすずらん会の名前では

じめました。下北沢すずらん会の放課後に開催している

讃美歌を歌う会のメンバーをコアに、ワイズや近隣教会

にお声をかけました。願いは、ＹＭＣＡ街頭募金のよう

に年中行事にして、教会とＹＭＣＡの活動を地域社会に

お知らせする事です。 

すずらん会メンバーのひとりは、近隣の教会やＹＭＣ

Ａ、ＹＷＣＡ、ＪＯＣＳのような親戚グループ！が「フ

ラッシュモブ」のような展開でイベントを興したら楽し

いし元気になれますね！といって参加して下さいました。

地元の町会や商店街も会場の確保に協力していただきま

した。耐久性のある横断幕を用意しましたので、年中行

事になるようにしましょう。 

 神戸市民クリスマスは、50 年続いているそうです。高

崎市民クリスマスや、芦屋ワイズの２００万円をＹＭＣ

Ａを通して献金するチャリティコンサートもあります。 

                  （小川 記） 

                                                                       

☀ 東京 YMCA  

X’mas オープンハウスに参加して 

 

12/23（火、祝）10 時より東陽町センターにて開

催された“X’mas オープンハウス”に参加して参

りました。日頃 YMCA の色々なプログラムを利用な

さっているご家族の皆さんや、地元東陽町の皆さん

が来られ、東京クラブ、むかでクラブ、銀座クラブ、

江東クラブ、ひがしクラブ等々のワイズのみなさん

が屋台を出して腕を振るい、またバングラデッシュ

の子供たちを支援している“チョトショプノ（小さ
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な夢）”や、東京 YMCA 会員部の屋台、吹き矢のコ

ーナー、など大変な賑わいでした。 

昨年は大雪に見舞われた後での開催でしたが、今

年は天気にも恵まれ、外では江東消防署による地震

震度 6 強の体験など、YMCA―ワイズメン―地域住

民の皆さんの輪が広がった年末を締めくくるにふさ

わしいイベントであったと実感いたしました。 

来年は皆さんも足を運んでみては如何でしょうか。               

（太田 記） 

☀ 会長通信 １５０１ 

 昨年の１１月には病に倒れ、皆様にご心配をお掛けし、

申し訳ございませんでした。お陰様で順調に回復にむか

っております。 

今年の目標は健康に充分注意を払って、ワイズの活動、

次に仕事、をこなしていきますのでよろしくお願い申し

あげます。 

（岩﨑 記） 

今後の卓話予告 

  2 月 野元邦彦君による卓話 

  3 月 卓話者 伊藤千尋氏 

     会場：下北沢「東京都民教会」 

     日時：3/19（木）18：30～20：30 

＊ 今後のスケジュール 

1/7 （水）ブリテン印刷 

1/9 （金）下北沢すずらん会 

1/10（土）YMCA 新年会（会長、担当主事） 

     ワイズ新年会（在京ワイズ対象） 

1/16（金）第 1 例会（入会式があります） 

1/21（水）ボラセン歌の広場、三茶 

1/23（金）YMCA すずらん会 

     第 2 例会 

1/28（水）熱海梅林散策と熱海グローリー 

     クラブの 1 月例会に参加 

1/31（土）東新部次期役員準備会 

2/7 （土）東新部「フレッシュワイズセミナー」 

     13 時より山手センターにて開催 

2/13（金）下北沢すずらん会 

東新部関係：2 月は「公式訪問」あり 

 

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ  

 12月 6日（土）経堂緑岡教会にて南センターに集う

多くの子ども達、リーダー、スタッフにてクリスマス会

を行いました。第一部では、松本敏之牧師の指人形を使

った楽しいクリスマスのお話があり、また第二部の祝会

では、松ぼっくりツリーを作りました。あわてんぼうの

サンタクロースも登場し、みなで楽しいひと時とともに

イエス・キリストの誕生をお祝いすることが出来ました。

会の中ではクリスマス献金を募り、10,000円のご寄附を

お預かり致しました。 

12月 18日（木）～21日（日）、12月 19日（金）～22

日（月）には冬季リーダースキー実技トレーニングが妙

高高原、尾瀬高原に分かれて実施されました。総勢 130

人を超える若きリーダーが参加をし、スキー指導の実践

に向けた実り多きトレーニングとなりました。 

 

＜南センタースケジュール＞ 

1月 4日（日）東京 YMCA ASCAクラス講師会 

南センター 

1月 10日（土）在京ワイズ会長会/在京ワイズ新年会 

1月 24日～25日（日）M3わくわく雪遊びキャンプ 

（年少～年長）：尾瀬高原 

1月 28日～30日（金）全国 YMCAスキーディレクター 

研修会：妙高高原ロッジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☀ 東京西クラブとの３月合同例会予告 

去る 10月 11日（土）に銀座ライオンに於ける東新部

会の講演で大変好評をいただいたジャーナリスト伊藤

千尋氏（元朝日新聞社海外特派員）を再び卓話者として

お迎えし、東京西クラブとの合同例会を下記の要領にて

開催致します。卓話は先般の講演を敷衍しつつ世界と日

本の平和の在り方をさらに語っていただく予定です。 

ワイズメンのみならず YMCA・ワイズの活動に関心を

お持ちの一般の方々にも幅広くご参加をよびかけたく

関係各位のご支援ご協力をお願い申し上げます。 

 

日時：2015年３月 19日（木）18：30～20：30 

会場：下北沢「東京都民教会」  

小田急線・下北沢 西口より徒歩 3分 

卓話：伊藤千尋 氏 

ジャーナリスト（元朝日新聞海外特派員） 

「一人の行動が平和を創る 誰もが愛される社会を」 

会費：1,000円（食事付） 

登録締め切り：2015年２月 28日 

主催：東京世田谷ワイズメンズクラブ 

連絡先：張替滋夫 ☎：03-3426-8191 

Ｅメイル：S-hari@xg8.so-net.ne.jp 

 

尚 開催日時が  

通常の世田谷クラブの例会日の金曜日とは異なる

木曜日開催となっています。 

お間違い無きようご留意の程お願いします。 

 

 


