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☀ ７月例会プログラム 

と き ７月１７日（金）18：30～20：30 

ところ 東京ＹＭＣＡ南コミュニティーセンター3Ｆ 

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．ワイズソングとワイズの信条  一  同 

３．今月の聖句朗読と祈祷 小川 圭一 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. 東新部部長方針発表 伊丹 一之部長 

８．ハッピーバースディ １０日 石井メネット

１６日 山梨 雄一君 ２２日 小川 圭一君 

９. 結婚記念日   な し   

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 「信念のあるミッション」 （Mission with Faith） Wichian Boonmapajorn (タイ)  

ア ジ ア 会 長 主 題 「愛をもって奉仕をしょう」 （Through Love, Serve） Edward K.W.Ong (シンガポール）  

東日本区理事主題 「原点に立って、未来へステップ」 渡辺 隆 (甲府） 

東 新 部 部 長 主 題  「ワイズの良さを発信しよう 」 伊丹 一之 (東京むかで） 

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７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               ＊ キックオフ ＊ 担当主事 山梨 雄一 

 YMCAサービス ASF RBM                                                                    

       †今月の聖句 

    

私は裸で母の胎を出た。裸でそこえ帰ろう。 

主は与え、主は奪う。主の御名はほめたたえられよ。 

He said, “Ｉwas born with nothing, and I will die 

with nothing. The LORD gave, and now he has taken 

away.  May his name be praised!” 

                   ヨブ記 1:21 

さあ、あなたは勇士のように 腰に帯を締めよ。 

The LORD Now stand up straight,       

ヨブ記 38:3 40:7    

（小川 選） 

 

 

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） 
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会員在籍  １３名 

 

出 席 率  ７７％  

 

 

 

第２例会 6/26日（金） 

    （9 名出席） 

岩﨑、石井、太田、小川、

小原、川嶋、竹本、寺門、

張替、  

 
例会出席者  ６／１９ 
会  員             10名 
メネット             2名 
メイキャップ        0名 
ゲスト               0名  
ビジター        1名 
――――――――――――― 

    合 計       13名 
 

すずらん会参加者 6/26日（金） 
 ゲスト       45名   
 スタッフ       12名 
 合 計          57名 

 

６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 

６月    9,112円 

年度計    99,647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 

 今月は東新部伊丹部長の部長公式訪問です。 

伊丹部長、各事業主査、部会実行委員長などご一緒に来

会されますので、新年度スタート時にふさわしいお話を

伺うべき時間をとりました。 

            

☀ 第１例会報告  

６月度例会は、どこか場所を変えて期末を語ろうとの 

ご提案があり地元下北沢のガーデン・キッチン湘南倶楽

部での会食ということになった。 

その前にかねてより親交のある下北沢文化遺産保存会

の事務局「邪宗門」を、散策を兼ねて訪れることにした。

雨上がりで生き生きとした草花を愛でつつ緑道沿いを歩

き途中昭和の大詩人萩原朔太郎や三好達治の顕彰碑を見

学しながら「邪宗門」まで小半時の散歩を楽しんだ。邪

宗門は定休のところをこの時間だけ開けてくださり店主

の作道さんとお嫁さんがおいしいコーヒーで歓待してく

れた。何でも鑑定団にふさわしい数々のレトロなインテ

リアを楽しみながら作道さんのお話しを伺った。伝説の

作家森茉莉さんや吉本ばななさんのファンにとっての聖

地とて、遠方より未だに沢山のマニアが訪れるとのこと。 

次いで湘南倶楽部にはタクシーとバスにて移動、湘南鎌

倉出身のご主人のテイストあふれる湘南倶楽部は料理上

手のご一家が数年前に開いたとのこと、アット・ホーム

な雰囲気の中で持ち込んだ４本のワインを楽しみつつ心

づくしのコース料理を味わいながらアッと言う間に下北

沢の夜は更けて行きました。今回は未だ学生の峰さん、

ゲストの鬼塚さん、小宮路さんは残念ながら所用にて欠

席でしたが、東京たんぽぽクラブの小原史奈子さんのご

参加が大輪の華を添えてくれました。 

 

以下は、みなさんの今期への一言の抱負です。 

 

 

☆ 新年度に向けて 感謝と希望 

 ６月の例会は地元世田谷の散策ということで張替さん

の提案、とてもよかったです。世田谷にいながら地元の

ことを何も知らず、改めて世田谷の素晴らしさを知った

こと。湘南倶楽部での食事（例会）も満足。これからも、

もっと世田谷を知ろうと思います。    （岩﨑 弘） 

 

東京ＹＭＣＡから 2014 年度の「Volunteer of the 

Year」のクリスタル盾を頂戴しました。東日本大震災発

生以来の献身的な奉仕と意義ある活動に敬意と感謝を表

します・・・とありました。この経堂でスタートしたＹ

ＭＣＡすずらん会の、つまり世田谷クラブの最近十余年

の活動が基本です。新年度、もう１年。楽しみたいと願

います。               （小川 圭一） 

  

張替書記、寺門会計という良きパートナーに恵まれ、 

その上に世田谷クラブの皆様の応援を得て、東新部 

部長を勤める事ができました。 

皆様、有り難うございました。     （太田 勝人） 

 

前期は入会したばかりで余り役に立てなかったが、今

期は何とか戦力になりたい。家庭の事情はあるが全例会

に出席する。             （石井 俊二） 

 

入会半年の新参者ながら、皆様に温かく迎え入れら

れ感謝しております。 

これまでのLeisure,Tresure,Pleasureだけを求める自

己中心の生き方から、世代をこえて「Joyful」な日々を

分かち合えるように諸活動に取り組んで参ります。 

（竹本 良一） 

 

小雨にけむる北沢緑道の散策、さまざまな古物が展示

された可愛らしい喫茶店で一休み、下北沢駅近くのしゃ

れたレストランでの例会。毎月の食事担当を慰労されて

の特別例会に感謝して、今後もできる限り美味しい食事

作りに頑張りましょう。        （川嶋 良子） 
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原稿集めで夜も日も明け暮れた東新部づとめの一年、

太田さんの超人的貢献とスタッフのみなさんの励ましに

支えられ、結果はともあれ、なんとか期末に漕ぎ着け、

大いなる感謝です。世相騒然とする中 ―来た時より美

しく― あと何度の“時”が自分に残されているのか分

かりませんが、新しい期もまた一歩そうした心がけで臨

みます。               （張替 滋夫） 

 

少子高齢化がいよいよ本番を迎え、老々介護が真剣に

問われています。ワイズメンのコミュニティーサービス

の真価が問われています。ワイワイ語り合いながらより

よい方策を見出したいですね。      (寺門 文雄) 

 

私は終戦の昭和20年5月より立川の陸軍航空廠に勤務

していました。６月 10日に宿舎を出て勤務先の近くに来

た時、ゴーという大きな音がしたので近くの防空壕に飛

びこみました。防空壕を出てみると、今通った来た建物

がＢ29の 1トン爆弾の爆撃で燃えていました。もう 3分

遅く通っていたら、死んでいたのです。戦争ではちょっ

とした違いで生死が分かれるのです。毎年 6月 10日が来

ると、70年前の今日、自分は死んでいたのだと思い出し

ます。何度か死にかかりましたが、6月 10日のＢ29の爆

撃は私にとって生涯忘れられない日です。 

（冨田 釮次） 

 

ＹＭＣＡとの関わりもよりタイトとなる中、南センタ

ーでのスタッフ、リーダーとの交わりも大切にし、新し

く入会された会員の方々と共に、地域に根差した活動を

継続し、クラブライフを一層エンジョイできればと。 

（小原 武夫） 

 

☀ 第２例会報告 

 6/26（金）岩﨑、寺門、太田、張替、小原、小川、 

川嶋、竹本、石井さんの 9名が出席し開催した。 

1.報告事項 

① 6/6-7 第 18 回東日本区大会（厚木）の報告 434

名参加（岩﨑、太田、張替、小原、石井が参加） 

6/6（土）DBC の「沖縄・那覇クラブ」と交流。 

表彰式で世田谷クラブは 11 部門で表彰された。 

② 5/23（土）下北沢都民教会で開催された「戦争

体験を聴く会・語る会」の報告、65 名の参加が

あり冨田、竹本、石井が参加 

③ 東新部関連のスケジュール報告 

＊7/15（土）部役員会開催 

＊7/17（金）第一例会に伊丹部長および役員の 

公式訪問をうける 

＊7/25（土）第 1 回部評議会開催（東陽町 Y） 

④ 7/31～8/2 アジア地区大会（京都）開催  

900名以上の参加が見込まれている 

⑤ 6/22～27 YMCA 芸術祭の報告（東陽町センタ

ー）世田谷クラブは 6/25（木）受付を担当した。 

2.協議事項 

① 今後の卓話スケジュールの協議 

② EMC（会員増強）：15 名以上の会員を確保する

活動             （石井 記） 

 

☀ 第 18回東日本区大会に参加して 

昨年 11月にワイズメンクラブに入会したので、東日本 

区大会は初めての参加だった。 

当初は東日本の地区の幹部が参加する会なので、会社

の株主総会の様な大会を想像していたが全然違っていた。 

地元の「白龍太鼓と舞」のセレモニーで始まりバナー 

セレモニーに続き理事会、代議員会、事業主任、各部報 

告がされた。その後行われた「未来へ」と称する生活支

援ロボットを紹介する講演会を聴いた。興味のある分野

だったので楽しめた。 

二日目は表彰式と役員引継、次期役員表彰式が行われ

た。この大会には東日本各地（沖縄を含む）から 400名

以上の参加があり、志を一にする同志が年１回交流を深

める良い機会だったと思う。       （石井 記） 

  
☀ 沖縄・那覇クラブとの交流 
２月に沖縄を訪問した折に、東日本区大会でお会いす

るお約束を。区大会では、屋良会長、呉屋さん、大森さ

ん、比嘉さん、屋比久さんと再会でき、懇親会でも楽し

いひと時をご一緒することとなりましたが、せっかくの

再開ですから、もう少しお時間をということで駅前の「お
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「東日本区大会にて頂いた表彰」 

会員増強事業表彰： 

「インビテーションキャンペーン優秀クラブ賞」 

全クラブの内、4 番目でした！ 

「EMC－M 優秀賞」－3 名の入会者を得て表彰！ 

1、 地域奉仕事業表彰： 

「CS 献金達成賞」・「ASF 献金達成賞」 

「FF 献金達成賞」 

2、 国際・交流事業表彰」 

「BF 献金達成賞」・「TOF 献金達成賞」 

「RBM 献金達成賞」「YES 献金達成賞」 

「グランドスラム賞」 

 グランドスラム賞」とは一人当たりの目標額以上

を BF、TOF, RBM, YES の全てで達成し

たクラブに与えられる賞です。 

3、 ユース事業表彰： 

「ロースター広告協力賞」 

以上、１１の賞を頂きました。皆様のご理解と、

ご協力に対し感謝申し上げます。  

（ 岩﨑会長、太田 記 ） 

店」へと繰り出し、太田さん、小原さん、張替さん、わ

たくし岩﨑、そして横浜とつかクラブの加藤さんとご一

緒し、さらなる懇親の時を過ごし、ＤＢＣならではの楽

しい時を過ごしました。         （岩﨑 記） 

 
☀ 東新部部長を終えて 

当初、東新部の中でチャーターナイトの順番でわが世

田谷クラブに廻ってきた時、非力な自分がこの伝統ある

ワイズメンの東新部部長を勤め上げる事ができるのか不

安でしたが、張替さんや小川さん、小原さんから「応援

するからやりなさい」と励まされ、引き受けることに致

しました。 

東新部内の各クラブの皆さんをまだ知らなかった事が

不安でしたが、積極的に各クラブの例会やワイズの活動

そして YMCA の色々な活動に出かけていって「人」を

知ることに勤めました。入会してまだ年数が経っていま

せんが、それゆえ自分の方で出席回数を増やしていって

先輩の中に溶け込めるよう努めることにしました。 

田中博之先輩が講師を勤めて開催された「フレッシュ

ワイズセミナー」や世田谷クラブの中で開催された小原

さんによる「セミナー」にも参加して色々と知識を吸収

してきました。 

でも何と言ってもこうして今ワイズの会員でいられる

ことは、紹介してくれた張替さんのお陰だと思っていま

す。寺門会計と共に東新部の三役の一角を背負って一年

間活動ができ、お二人と共に世田谷クラブの皆様の応援

の結果だと思います。皆さん、本当に色々と有り難うご

ざいました。             （太田 記） 

 

☀ 会長通信 １５０７ 

 何もできないうちに、一年が過ぎてしまいました。そ

れでも何とかやってこれたのは皆様のおかげと感謝して

おります。任期の途中に病気になりご心配をかけたこと

も反省して、これからは体調に気を付けて、今期もワイ

ズ活動に励んでまいります。よろしくご支援ご指導くだ

さいますよう。 

＊今後の卓話予告 

  ８月 北京訪問の報告 寺門文雄君・小原武夫君 

  ９月 東京 YMCA 日野枝里子さん（国際担当）＆ 

     リーダーの「夏季キャンプ体験談」 

  10 月 金沢犀川クラブ 平口哲夫さん 

11 月 都市開発を担当している柴田さんの卓話 

内容は「変貌する渋谷」 

＊ 今後のスケジュール 

7/3（金）YMCA 国際委員会 

7/6～10  寺門君、小原君 北京訪問 

7/9～12  下北沢「音楽祭」 

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―「部長公式訪問」 

7/24(金) ＹＭＣＡすずらん会 第２例会 

7/25(土) 東新部第 1 回評議会、東陽町Ｙ 

7/31(金)～8/2(日)アジア地域大会、京都 

8/8 (金) 下北沢 すずらん会 

8/19 (水) ボラセン歌の広場、三茶 

8/21 金） 第 1 例会 

8/28 金）ＹＭＣＡすずらん会 第 2 例会 

8/29(土) 東京ＹＭＣＡ 夏祭り 

8/31(月) ＹＭＣＡ会員部 役員会 

  

               

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

6 月 2 日（火）よりサマープログラムの受付が一斉に開

始となり、南センターとしては、昨年同様に、好調な申

込者数のスタートとなっている。 

 6 月 11 日（木）～13 日（土）にかけて全国野外事業

担当者研修会が高尾の森わくわくビレッジにて行われま

した。日本 YMCA 同盟発行のキャンプディレクター、

プログラムディレクターなどの資格取得を目指し、全国

より 18 名の野外担当スタッフが集い、PFI 事業の取り

組みや指定管理、またはプロジェクトアドベンチャー体

験など実りある研修が行われました。 

 サマーキャンププログラムに向けて 6 月 19 日（金）

～6 月 21 日（日）には山中湖センターにて、また 6 月

26 日（金）～28 日（日）には野尻湖キャンプ、ぐんま

YMCA 赤城キャンプにてボランティアリーダー達のリ

ーダーとしての資質の向上、野外キャンプにおける技術

習得また向上を目的に実技トレーニングが行われた。 

 

＜南センタースケジュール＞ 

※8 月 1 日～31 日 南センター特別休館日 


