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☀ 1月例会プログラム 

と き ２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. 食前の祈り 冨田 釮次  君 

６. 会 食 

７. 卓話  「先端技術あれこれ」 野元 邦彦 君  

８. ハッピーバースディ     ３日：小川メネット 

10日：峰 メネット 

13日：張替メネット 

９. 結婚記念日         12日：峰  毅 君 

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 2 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             ＊ＴＯＦ（Time of Fast）＊ 担当主事 山梨 雄一                                                                    

       †今月の聖句 
             

  疲れた者、重荷を負う者は、だれでも 

わたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。 

 

Came to me, all of you 

who are tired from carrying heavy loads, 

and I will give you rest. 

 

新約聖書 マタイによる福音書 11章 28節 

（寺門 選） 
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会員在籍  １３名 

 

出 席 率  ９２％  

 

 

 

第２例会 1/3日（金） 

    （10 名出席） 

岩﨑、太田、小川、小原、

川嶋、冨田、張替、石井、 

寺門、山梨  

 
例会出席者  １／１６日（金） 
         
会  員             11名 
メネット             2名 
メイキャップ        1名 
ゲスト               1名  
ビジター        4名 
――――――――――――― 

    合 計       19名 

 
すずらん会参加者 1/23日（金） 
 ゲスト       43名   

 スタッフ       10名 
 合 計          53名 

 

１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 

１月    13,270円 

年度計    61,064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 

節分、立春、窓越しの日差しからも春に向けてのこの

頃ですが、まだまだ寒い日が続きます。流行のインフル

エンザには充分注意してください。 

さて、今月は昨年に新しくメンバーになられた、野元

ワイズの卓話“先端技術あれこれ”を、どんなお話か興

味を持って伺いましょう。 

 

☀ 第１例会報告  

 司会予定の小原ワイズ、大流行の風邪を押しての例会

参加で司会はお休み。先月に続き小川が代役を務めまし

たのでご報告します。 

新春例会の目玉は、川嶋うどんを偲びながらの川嶋お

でん、そして縁起の良い入会式。３つ目は大喜利よろし

く全員の３分間スピーチでした。 

 竹本良一

さんは、東

京都民教会

のメンバー

で、すずら

ん会繋がり。

富士山部か

ら馳せ参じ

て の 奉 唱

“アメージ

ング・グレース”に導かれての入場と、ロウソクの火に

よる演出の中、会長の式辞に続いて入会の宣誓がおこな

われた。続く讃美歌はスコットランド由来のＮＨＫドラ

マのごとく渡邉実帆ワイズのソプラノで高らかに奏され

た。厳粛かつ

気品にあふれ

る入会式であ

りました。竹

本さんワイズ

ライフを楽し

みましょう。 

 最後の新春

放談は、年齢の話題や意外な趣味特技の披露から理想主

義者たちの夢が語られ、豊かに祝された例会でありまし

た。沼津からの渡邉ワイズをはじめ、６名のゲストビジ

ター各位に感謝します。 

ニコニコ献金は 13,270円。      （小川 記） 

                   

☀ 東京世田谷ワイズメンズクラブに入会して 

このたび小川圭一様の紹介により入会いたしました竹

本良一でございます。 

1955年生まれの年男ですが、還暦前に尊いおはたらき

に加えて頂けますことを光栄に思います。ワイズメンズ

どころか YMCA の活動すら関わることのなかった私です

が、昨年より下北沢すずらん会をとおして諸先輩方との

交わりの機会を得られ、僅か２回の例会参加にもかかわ

らず自然な形で入会へ導かれました。仕事柄週末の活動

には参加できませんが、その分平日の活動であれば積極

的に参加させて頂きます。 

鎌田實氏（医師）の著書に『逆境の時こそ人間の真価

は問われる、上り坂の人生を送るには生きがいや目標を

持ち続け、絆を強くすることが必要』とありますが、未

だ争いと悲惨が繰り返される困難な時代にあって、奉仕

という新たな「生きがい」「目標」そして「絆」を強くす

る使命を与えて頂きましたことを感謝いたします。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

☀ 竹本良一君のご入会を祝します 

    東新部・会員増強事業主査 神山 巍（東京）   

 東京世田谷クラブは、1 月例会におきまして、今期 3

人目となる新入会員竹本良一君の入会式を、いとも厳粛

なキャンドルサービスの下に執り行いました。心から、

お祝い申し上げます。 

当夜わざわざお越しいただいた沼津ワイズメンズクラ

ブの声楽家渡邉実帆さんの「アメージンググレース」の

歌に先導され、竹本良一君の宣誓の言葉は、我々の心に

強く残りました。感謝です。 
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☀ 第２例会報告 

1/23（金）岩﨑、太田、冨田、寺門、張替、小原、 

小川、川嶋、山梨、石井君の 10名が出席し開催した。 

今年は新たにメンバーが１名増え活気ある活動を行う。 

１．報告事項 

①東新部関係行事 

 1/31（土）「時期役員準備会」実施 

 2/7（土）「フレッシュワイズマンセミナー」 

  YMCA山手センター（野元、竹本、石井君 参加） 

 2/27（金）世田谷クラブ役員会に部長公式訪問 

②3/7（土）Libyへの参加を促す 

③3/7-8 次期区役員・会長研修会（於：東山荘） 

④2/5-7沖縄ワイズ訪問（メネット含む 9名参加） 

⑤２月の卓話演題決定 

 「先端技術あれこれ」 卓話は当会 野元邦彦君 

⑥その他 

 5/23（土）「戦後 70年 戦争を語る会」 

       主催：北沢川文化保存の会 

（於：下北沢・東京都民教会）協賛を検討する  

２．協議事項 

①1/28（水）熱海クラブ。グローリークラブ合同例会 

 参加者を決定した（岩﨑会長以下 5名） 

②世田谷クラブの次期役員体制を協議 

 会長には岩﨑君に次期も継続要請 

 副会長候補には竹本君に要請 

 会計：小原君（現）、書記：石井君（現） 

直前会長：太田君（現）の継続を決定 

  

☀ 在京ワイズクラブ会長会 

ワイズ合同新年会に参加して 

2015 年 1/10（土）10 時から東京 YMCA が主催する

クラブ会長会が桜美林大学 多摩アカデミーヒルズにて

開催され、小原さん（YMCA 会員部運営委員長として活

動を報告されました）、山梨担当主事、と太田が参加しま

した。 

今年は会長会幹事を武蔵野多摩クラブが担当され、同

クラブの山口ワイズの司会で始まり、島田同盟総主事、

金在日本韓国 YMCA 総務、廣田 YMCA 総主事、田中東

日本区理事の挨拶のあと、各分野の報告がなされ、来年

の幹事は「東京八王子クラブ」が担当することが決まり

ました。 

続いて各クラブからのアピールがあって 11：45 に閉

会。特に今回より「東京ベイサイドクラブ」が加わり、

工藤会長の“ワイズとしての取り組み、クラブ内での教

育”に対する話がとても印象的でした。 

12：30 より同じアカデミーの中で「在京ワイズ合同新

年会」が開催され、岩﨑会長、小原さん、寺門さん、張

替さん、山梨さん、太田の６名が参加した。 

今回は東京まちだクラブ、と東京コスモスクラブが合

同でホスト役を担当され、第１部礼拝・奨励を桜美林大

学三谷学長がなされ、第２部で同校の素晴らしいハンド

ベル演奏も聴きながらワイズメン一同の懇親会となり、

総勢 134 名参加と盛大にかつ楽しい会となり、会員同志

の交流ができた新年会となりました。 

ホスト役を勤められた両クラブに感謝申し上げます。 

（太田 記） 

 

☀ 熱海クラブ、熱海グローリークラブ 

合同例会 参加報告  

熱海クラブ、グローリークラブの新年最初の合同例会 

は 1/28（水）熱海市のホテルニューアカオ本館で 18時 

30分から開催され、それぞれ活動、委員会報告がされた。 

当日はゲストとして熱海市の教育長をはじめワイズの

富士山部、伊東、三島、御殿場、沼津クラブなど 70余名 

列席した。世田谷クラブからは岩﨑会長、太田、小原、 

張替、石井、各会員が参加した。 

ゲストには熱海市長にも参加を要請していたが公務と

重なり出席はできなかったが挨拶文が寄せられた。 

熱海クラブが実施した中学生を対象とした第 4回年賀

はがきコンテストの表彰式も行われ、市長賞など 6名が

受賞した。また、中学生英語スピーチコンテストも実施

しており、地域に密着した活動に感服した。 

その後ビュッフェスタイルの会食会を楽しみ、各クラ

ブと交流を深め 21時に終了した。 

会に先立ち世田谷クラブ 5名は、当日の日中は熱海で

は珍しい雪が舞い散る寒い天気だったが、文化勲章を受

章した彫刻家の澤田政廣記念美術館、熱海梅園などの散

策を楽しんだ。            （石井 記）                   

 

☀ 沖縄・那覇クラブのみなさまと交流 

2 月 5 日～7 日、冨田会員の思いを受け、沖縄の緋寒

桜を尋ねる旅が実現した。 

沖縄本島南部の糸数アブチラガマへの入壕体験、南西

端の摩文仁、と平和学習の修学旅行のように戦跡をめぐ

り、北部・八重岳の緋寒桜鑑賞と、誠に内容の濃いプロ

グラムを実現していただいた那覇クラブの皆様に感謝を

申し上げて、詳細は次月ブリテンでご紹介できればと。 

（参加者：冨田、岩﨑、寺門夫妻、小宮路、山梨主事、

保坂リーダー、小原、小原史奈子） 
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☀ ガーディナ 通信  

素晴らしいクリスマスを過ごし、そして新年が皆様に

健康と幸福をもたらすように希望します。 

ベッツイー・ヴァスケスさんの逝去を報告せねばなら

ず残念です。彼女は2014年11月24日に他界しましたが、

1982年５月以来私たちワイズメンの会員でした。彼女の

ことが偲ばれます。 

私たちは 12月 13日にマリー・カレンダーにてクリス

マス昼食会を開き、多くの方々が参加し盛況でした。

Targetギフトカードを集め、Helping Handsへ寄付しま

した。レイ・ハーボルドが小切手をギフトカードと共に

ガーディナ市へ 12月 16日に贈りました。 

国際会長の晩餐会が 2015年１月３日にレジャー・ワー

ルド・シール・ビーチにて催されました。南西地区への

訪問が今年はありませんので、晩餐会では現、前、元国

際会長の面々が一堂に参り、敬意を表しました。美味し

い料理かつ楽しく交誼を結び、参会者の皆がエンジョイ

しました。ワイズメンのチャーチ・デイは１月 11日で、

私たちはガーディナの St.Johnのルーテル教会に集まり

礼拝の後ブランチをとります。例会は昼食会にて 10日マ

リー・カレンダーで。 

2014年は素早く過ぎ去りました。2015年の新たな年を

楽しみにしつつ。             敬白 

ローレル会長          （小宮路 訳） 

 

☀ 会長通信 １５０２ 

 年の初めにいつも思うこと、出来るだけ多くのワイズ

メンとの交流を、このことを目標に活動をしていきます。

１月、熱海クラブ、熱海グローリーの合同例会に出席、 

今月は冨田さん、小原さんに同行して沖縄クラブを訪問

するように積極的に活動をと思っております。 

（岩﨑 記） 

今後の卓話予告 

  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 

   

4 月 卓話者 星野弥生氏 

        被災 4 年目を迎え 被災者は（仮題） 

 

＊ 今後のスケジュール 

2月 13日（金）下北沢すずらん会 

2月 17日（火）南センター活動委員会 

2月 18日（水）ボラセン 歌の広場 三茶 

2月 19～20日  石巻 「YMCA歌の広場」 

 

2月 20日（金）YMCA国際部「スピーチコンテスト」 

                10：00－東陽町    

第一例会 

  2月 23日（月）YMCA会員部役員会 

  2月 27日（金）YMCAすずらん会 

・ 第二例会（公式訪問あり） 

  3月  7日（土）Liby、早稲田奉仕園 

・ 次期部長、会長役員研修会 

  3月 13日（金）下北沢すずらん会 

   3月 18日（水）ボラセン 歌の広場、三茶 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ  

12月年末に行われたスキーキャンプでは、チャレンジ

スキーキャンプ 40 名、リトルキッズスキーキャンプ 39

名の子ども達が参加をした。尾瀬戸倉のスキー場には、

東京、ぐんま、茨城、千葉の YMCAの子ども、リーダー、

スタッフ総勢 600人ほどが集い、それぞれキャンプをは

りました。季節がら、疾病による途中帰宅のお子さんも

3 名ほどおりましたが、大きな事故などはなく、みな充

実感に満ちた表情で戻ってくる事が出来ました。 

また 1月 24日～25日にてわくわく雪遊びキャンプ（年

少～年長）を実施し、ふかふかのパウダースノーの中、

かまくら作り、そり遊び、大きな雪だるま作りと大はし

ゃぎの 1泊 2日を過ごしました。 

 

＜南センタースケジュール＞ 

2月 3日（火） 春季スキーキャンププログラム 

在籍者受付開始 

2月 5日（木） 春季スキーキャンププログラム 

一般受付開始 

2月 8日（日） 冬季スキーキャンプ想い出会・報告会 

2月 11日（水・祝日）ＡＳＣＡクラス体験会 

（発達障がい児教育支援プログラム） 

2月 17日（火） 南コミュニティー活動委員会 

2月 26～27日  南センターリーダー交流会（スキー） 

３月８日（日） 南センター街頭募金実施予定 

☀ 東京西クラブとの３月合同例会予告 

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」 

 


