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「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」
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†今月の聖句
プログラム
神はわたしたちの避けどころ、わたしたちの砦（とりで）。
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 ２－３節 （寺門 選）

司会

張替 滋夫 君

１．開会点鐘

岩﨑 弘 会長

２．今月の聖句朗読と祈祷

寺門 文雄 君

３．ゲスト＆ビジター紹介

岩﨑 弘 会長

４．食前の祈り

冨田 釮次 君

５. 会 食
６. 期末の評価：各自抱負を語る

☀ ６月例会プログラム
移動例会

会員在籍

１３名

出 席 率

８５％

２７日 寺門メネット

８．結婚記念日

２４日 小川 夫 妻

９. ニコニコ献金

と き ６月１９日（金）17：30～20：30
ところ ガーデンキッチン・湘南倶楽部（下北沢）
電話 ０３-３４６６-２３３６

５
月
の
デ
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７. ハッピーバースディ

10. 諸報告
11. 閉会点鐘

例会出席者
５／１５
会 員
11 名
メネット
1名
メイキャップ
0名
ゲスト
0名
ビジター
1名
―――――――――――――
合 計
13 名

５月のＢＦ
切手
０ｇ
現金
０ 円
累計切手 ０ｇ

第２例会 5/22 日（金）
（10 名出席）
すずらん会参加者 5/22 日（金）
岩﨑、石井、太田、小川、 ゲスト
41 名
12 名
小原、川嶋、竹本、冨田、 スタッフ
合 計
53 名
寺門、張替、
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岩﨑 弘 会長

ニコニコファンド
５月
8,520 円
年度計
90,535 円
JOCS累計
使用済み切手と併せて
円

東京世田谷ワイズメンズクラブは
注：JOCS 献金記録の掲載
2014 年 9 月 30 日 社団法人日本
すずらん会やコミュニティコ
キリスト教海外医療協力会に年会費 ンサートではかねてよりJOCSへ
の応援を行っている。
５千円を納入し継続しました。
使用済み切手とワンコインの
献金など。

☀ 本日のメインプログラム
今月は一年の締めくくりの月です。一年を振り返って
ワイズの活動は如何でしたか？
いつもの例会場を離れて、地元の世田谷を散策してから
「湘南倶楽部」での例会になります。梅雨時で天候が気
になるところですが、昨年のような良い天気になること
を祈りましょう。
散策・集合場所 15：30 小田急線・梅ヶ丘駅改札口
例会：

17：30 ガーデンキッチン・湘南倶楽部
▲和やかな会食の最中、突如天からの恵みと思しき讃

岐の稀少酒が振舞われ、皆さんご満悦。

☀ 第２例会報告
5/23（金）岩﨑、冨田、寺門、太田、張替、小原、
小川、川嶋、竹本、石井さんの 10 名が出席。
1.報告事項
① 5/23（土）東京 YMCA 在京クラブ会長・会員大

☀ 第１例会報告

会の開催案内

5/15(金)の第１例会には、ビジター１名をお迎えして、

② 5/23（土）下北沢都民教会で開催される「戦争

会員とメネット12名、合計13名の参加（ゲスト0名なが

体験を聴く会・語る会」の案内

ら）極上のライス・カレーを堪能し、アットホームな

③ 5/23～24 ユースオープンセミナーの案内

例会となりました。

④ 5/30（土）東新部新旧役員引継会の案内

そして「俊二 くんの北欧紀行」と題して、石井ワイ

⑤ 6/6（土）-7（日）第 18 回東日本区厚木大会の

ズによる卓話がスタート。北欧の魅力を余すところな

案内（厚木文化会館）

く紹介され、はるか１万キロの彼方、北緯60度～にい

⑥ 6/22～27 YMCA 芸術祭の案内（東陽町）

るような臨場感溢れる卓話に傾聴。酷寒の地での生活

⑦ 6/23（火）東京 YMCA 会員部役員会の案内

はさぞかし厳しいものと想像していましたが、実は全

⑧ 6/29（月）東京 YMCA 会員部運営委員会の案内

くのパラダイスであることを知りました。

⑨ 7/9～12 下北沢音楽祭の案内

とりわけアイスランド、グリーンランドの国名の由

（下北沢タウンホール）

来、ラップランド民族の装束は現代では観光客を迎え

⑩ 7/6-9 北京訪問の案内 〈寺門、小原さん訪問〉

入れる際に着用する等々、単なるアンデルセン、白夜、

現地 YMCA 及び障碍者連盟と交流を予定

サウナという類の観光客目線ではなく、まさに生活者

2. 協議事項

視点での解説はたいへん貴重なひとときでした。

① 6/19（金）第 2 例会の内容審議
テーマ：
「期末の評価と抱負を語る会」
場所：下北沢「湘南倶楽部」5：30ｐｍ
会に先立ち北沢川周辺の史跡を散策する予定
② 会員拡大策を審議
3 月合同例会（伊藤千尋氏講演会）でのビジタ
ー、出席者へのアプローチを行い会員拡大を図
る。また世田谷クラブ独自の分かり易いテーマ
を決めて案内書作成を検討する。
③ 今後例会の卓話検討。

▲「俊二 くんの北欧紀行」を卓話する石井ワイズ。

7 月：卓話をなしとし伊丹新会長の公式訪問を

（竹本 記）
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受け、新方針を聴く。またキャビネットの話を

したが、銀座クラブ、白金高輪クラブがこの６月末を以

伺う。8 月：7 月北京訪問の寺門、小原さんから

って、解散するという自体を迎えてしまいました。
でも、どんな黒い雲が空を覆っていても、その雲の切

訪問報告。 9 月：東京 YMCA 日野枝里子さん
又はリーダーによる「夏季キャンプ体験談」
。

れ目には「Silver Line」（希望の光）があるものです。

10 月：金沢犀川クラブ 平川さんの卓話

志のある仲間と共に微力ではありますが、打開して発展
に向かって前進して参ります。

（石井 記）

張替書記、寺門会計と良きパートナーに恵まれ、私の
弱点を補ってくれ、感謝に耐えません。

☀ 「戦争を聴く会・語る会」の参加報告

また、世田谷クラブの皆さんからも折に触れて、励まし

6/23（土）下北沢都民教会で「第 8 回戦争を聴く会・

の言葉を頂き、ここまで全うする事が出来ました。

語る会」
（主催：下北沢文化遺産保存の会、世田谷ワイズ

皆様、
本当に有り難うございました。

（太田 記）

メンズクラブ後援）が 65 名の参加で行われた。
太平洋戦争

☀ 在京ワイズメンズクラブ会長会に出席して

当時の昭和

５月 23 日（土曜）10 時より、東京ＹＭＣＡ 東陽町

20 年 3 月

センターに於いて、島田 茂日本ＹＭＣＡ同盟総主事、

世田谷から

廣田光司東京ＹＭＣＡ総主事、田中博之東日本区理事、

小学校 7 校

小原東京ＹＭＣＡ会員部運営委員長が出席し、在京クラ

約 2500 名

ブ会長会が開催された。

の小学生が

我が世田谷クラブをはじめ、八クラブの会長は引き続

松本市の浅

いての担当。会長会幹事、山口ワイズの司会で定刻に会

間温泉に集団疎開し、陸軍松本飛行場に飛来していた特

は始まり、それぞれ来賓の方々からのご挨拶の後、報告

攻隊員と交流した。

及び協議に。

会には疎開していた方々も参加してくれたが、当時 10

次回、2016 年在京新年会と会長会の予定が、1 月 9 日

歳前後だった子供たちが当時の事を鮮明に記憶している

（土曜）と八王子クラブ久保田会員より報告され、定刻

のには驚かされた。それほど戦争体験は強烈だったので

11 時 30 分閉会した。

（岩﨑 記）

あろう。

☀ ユースオープンフォーラムに参加して

その中の一人秋元佳子さん（現那覇市在住）が記憶し

さる 5/23～24

ていた特攻隊員との交流の場で歌われた「浅間温泉望郷

と２日間に渡って代々木オリンピッ

の歌」がプロの作曲家明石隼汰さんの手により譜面に起

クセンターにて開催された「第４期ユースオープンフォ

こされ披露された。この模様は取材に来ていた NHK によ

ーラム」に 24 日、参加してまいりました。
（23 日はＹＭ

り当日のローカルニュースでも放映された。

ＣＡ会員大会に出席）東日本区が主催し、ユース事業主

会では多くの戦争体験者も参加され、それぞれから戦

任の衣笠さん（埼玉クラブ）が全体をリードし、講師に

争体験の悲惨さも語られた。多くは高齢者だったので戦

山本 和さん（東京クラブ）
、浅羽さん（山手クラブ）を

争体験を知る人の伝承が今後は風化しないか危惧する。

迎え、次世代を担ってもらうユースの皆さんに、講師の

戦争の悲惨さを風化させない取組みの必要性を切に感じ

方々は自分の体験を語ると共に、期待と思いを語り、ユ

た。

ースの皆さんもそれを吸収し、かつ自分の今後の進むべ

（石井 記）

き方向に対しての考え等を発表しあい、議論しあった２

☀ 東新部新旧役員引継ぎ会を終えて

日間でした。ユースの皆さんは、中央大学、獨協大学、

さる 5/30(土)東新部役員引継ぎ会を東陽町Ｙの１階に

清泉女子大学、国際キリスト教大学（ＩＣＵ）等々から

て開催し、１年の東新部活動を総括しながら夫々の事業

10 名ほど参加され、それに栃木ＹＭＣＡの荒井さん、学

分野での引き継ぎを次期伊丹体制（東京むかでクラブ）

Ｙからワイズに入った渡邊大輔さん
（武蔵野多摩クラブ）

のご担当の皆さんに行いました。

など若者が活発な議論をして“明日のリーダー”になり

日本区全体を東西に分けて 18 年、東新部は残念なが

得る頼もしい皆さんでありました。私もその雰囲気に溶

ら高齢化の波の中で停滞しているのが現実です。

け込み、一言元気付けるスピーチをして参りました。

ウルマンの詩「青春とは」を初めに披露させて頂き、

（太田 記）

何とか全会員の心に“青春の火を灯そう”と努めてきま
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☀ 東京ＹＭＣＡ会員大会に参加して

今後の卓話予告
7 月：伊丹新会長の公式訪問を受け 新方針を聴く。
8 月：7 月北京訪問の寺門、小原さんから訪問報告
9 月：東京 YMCA 日野枝里子さん
10 月：金沢犀川クラブ 平川さんの卓話
今後のスケジュール
6/12(金) 下北沢 すずらん会
6/17(水) ボラセン歌の広場、三茶
6/19(金) ６月例会（散策と会食と語りあう会）
6/22～27 ＹＭＣＡ会員芸術祭、東陽町
6/26(金) ＹＭＣＡすずらん会
第２例会
6/29（月）ＹＭＣＡ会員部運営委員会
7/9～-12 下北沢音楽祭（タウンホールにて）
９日： 歌声サロン、クラシック・ラウンジ
12 日： リーディングライブ・ワールドツアー
7/10(金) 下北沢すずらん会
7/15(水) ボラセン歌の広場、三茶
7/17(金) 第１例会、
「公式訪問」あり
7/24(金) ＹＭＣＡすずらん会
第２例会
7/31～8/2 アジア地域大会 （京都にて開催）

５月２３日（土）午後、東陽町で開催された２０１４
年度の会員大会に参加しました。ご存知のとおりＹＭＣ
Ａは会員組織ですから、会員大会はオール東京の懐かし
い会員たち、職員・スタッフ・リーダー・レイマンが一
同に会する楽しい行事です。南センターからも、期待の
リーダーがたくさん参加して存在感を示しました。
そんな中で、すずらん会のコンテンツを提供し、石巻・
女川で
「ＹＭＣＡ歌の広場」
を展開した世田谷ワイズが、
東陽町チーム、山手チームと共に顕彰されました。
＜東日本大震災発生以来の献身的なご奉仕と
意義ある活動に敬意と感謝を表します＞
頂戴したプレ
ートに刻まれ
た顕彰のメッ
セージです。
僕は、20 年前
の阪神淡路大
震災をきっか
けにワイズに
入会し、ＹＭ

☀ ＹＭＣＡ

ＣＡを通して小さなボランティアが出来ています。感謝

5 月 1 日（金）から 3 日（日）にかけて東京 YMCA 野外

をするのは、わたしの方です。世田谷クラブに支えられ
て活動が継続出来ました。

ＮＥＷＳ

ディレクター研修会が山中湖センターにて行われました。

（小川 記）

日本 YMCA 同盟発行のプログラムディレクター、
インスト
☀ ガーディナ通信

ラクターなどの資格取得を目指し、実りある研修が行わ

５月－６月号

れました。

本稿でまずマーサ・カワダの逝去にあたり心から哀悼
の意を表します。マーサは 38 年間ワイズの会員でした。
そして彼女の夫と共に YMCA、ワイズだけでなくガーディ
ナ市にも深く関与しました。彼女の貴重な時間と才能を
費やす中で示した情熱と親愛が偲ばれ寂しいことです。
YMCA のパンケーキ朝食会と健康子供の日が４月２５
日に開かれました。共に大成功でした。
もうすぐ夏が来て、７月４日は独立記念日です。花火大
会の資料作りを終えました。観覧席のオープンは６月
28 日から７月４日まで。今年はよきイベントとなるでし
ょう。
敬白
ローレル会長
（訳 小宮路）

5 月 23 日（土）には第 13 回東京 YMCA 会員大会が行わ
れ総勢 108 名の参加者を迎え、会が持たれました。南セ
ンター所属のボランティアリーダーも委嘱を受け、また
今年 3 月に卒業を迎え、社会人の一歩を踏み出したリー
ダーへも感謝状の授与式も行われました。
第 28 回ユースボランティアリーダーズフォーラムが
9 月 11 日（金）～13 日（日）山中湖センターにて行われ
ます。
これに先立ち第一報が各都市 YMCA へと配信されま
した。
（参加者申込締切：7 月 31 日）
＜南センタースケジュール＞
6 月 19 日（金）～6 月 22 日（日）
リーダー実技トレーニング（山中湖）
6 月 26 日（金）～6 月 29 日（日）

☀ 会長通信 １５０６
ワイズのことをよく知るには会長を引き受けること、
小原さんに言われてお引き受けし一年、何とかワイズ活
動をやってこられたのは皆様のおかげと感謝しておりま
す。
先輩の方々と各クラブを訪問して挨拶することができ
たこと。
沖縄那覇クラブの皆さんにお世話になったこと。
また、会議に出席する機会では多くのワイズメンと交流
が持てたことはこれからの活動に大いに役立つことと思
います。
（岩﨑 記）

リーダー実技トレーニング（赤城/野尻）
7 月 12 日（日） 定例野外活動オープンプログラム
（あおぞら・おひさま）
7 月 19 日（日）～20 日（月）M1 はじめてのおとまり
（山中湖センター）
7 月 25 日（土）～26 日（日）どきどき Day Camp
（二子玉川）
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