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☀ ８月例会プログラム 

と き ８月 21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 石井 俊二 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 竹本 良一 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. 北京訪問報告 寺門 文夫 君 

 小原 武夫 君 

８．ハッピーバースディ   該当者なし 

９. 結婚記念日  15日 張替夫妻  

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 8月会報 会 計 小原 武夫 

副会長 竹本 良一                強調テ－マ 直前会長 太田  勝人 

書  記 石井 俊二                ＊  ＣＳ ＊ 担当主事 山梨 雄一 

  地域社会・隣人奉仕活動                                                                 

       †今月の聖句 

    

怠け者の道は茨にふさがれる。 

正しい人の道は開かれている。  

 

"A lazy person's way is blocked with briers, 

but the path of the upright is an open highway." 

【箴言(Proverbs)15:19】 

（竹本 選） 
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会員在籍  １３名 

 

出 席 率  ７７％  

 

 

 

第２例会 7/24日（金） 

    （7 名出席） 

岩﨑、石井、太田、小川、

小原、川嶋、張替、  

 
例会出席者  ７／１７ 
会  員             12名 
メネット             1名 
メイキャップ        0名 
ゲスト               0名  
ビジター        7名 
――――――――――――― 

    合 計       20名 
 

すずらん会参加者 7/24日（金） 
 ゲスト       39名   
 スタッフ        9名 
 合 計          48名 

 

７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 

７月         14,020円 

年度計        14,020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 

 私が働く大田市場では早くも中国からの松茸が日に日

に多く入荷しております。 

今月の卓話はその中国を訪問された、小原会員と寺門

会員に最新の中国についてのお話をしていただきます。

本号にも寺門会員の訪問紹介記事もありますが、詳細に

ついてお話を伺いましょう。 

 

☀ 第１例会報告  

今月は東新部長公式訪問ということで、伊丹部長ほか、

森本書記、櫻井ＬＴ委員長、村野国際・交流事業主査、

佐藤茂美監事、権藤監事、そして太田直前部長と東新部

各役員の方々もご一緒に来会。恒例のメネット手作りデ

ィナーはカツカレーと果物たっぷりのヨーグルトでお腹

も満たされたところで、部長の活動方針を伺った。 

主題：ワイズの良さを発信しょう 

人が育つワイズ 

私にとって、ワイズマンとしての 40年は、人生の約 6

割にあたり、経験豊かで社会的地位も高い先輩方とお付

き合いすることによって、本当に育てていただいたとい

う感謝でいっぱいです。最大の「ワイズの良さ」は、ま

さに「人が育つ」ということだと思っております、と伊

丹部長の活動方針のコンセプトを語られ、『ワイズの良さ

を見つけよう』、『ブリテンを活用しよう』、『ＹＭＣＡの

良さも発信しょう』、『会員を増やしましょう』と今年度

部長活動方針を語ってくださり、引き続き各役員の方々

からも一言、二言、三言と語っていただき、部長公式訪

問にふさわしい７月例会となった。  （小原 記） 

 

☀ 第２例会報告 

  7/24（金）いつも通り南センターにて開催した。 

1.報告事項 

① 前期の決算報告。ここ数年少額だが黒字が定着 

② YMCA 国際委員より 9/5（土）新宿駅周辺で募

金活動を実施。新宿駅東口、西口、南口周辺を

予定 

③ 7/6－10 北京訪問（寺門、小原さん）の報告 

北京 YMCA との交流を深める 

詳細報告は 8 月の例会で報告 

④ 7/25（土）第 1 回部評議会開催（東陽町 Y） 

岩﨑、太田、張替、石井さん出席 

⑤ 7/31-8/2 アジア地区大会（京都）開催 

太田直前部長出席 

⑤ 8/10（月）東京町田、東京コスモス合同例会 

当クラブメンバー有志の出席を要請 

2.協議事項 

① 8/29（土）東京 YMCA 夏祭り協議 

昨年同様の出展内容とする（詳細は次回例会で） 

② 会員増強について 

今までのビジターに対するフォロー 

次回例会に会員候補者 1 名参加予定 

                   （石井 記） 

☀ 中国社会福祉の現状を訪ねて 

7月 6日～10日の 5日間に亘り東京 YMCAとキリスト教

社会事業同盟のキリスト教主義奉仕団体の第 1線で活躍

される方々10 名程で中国北京社会福祉の現状視察研修

を行った。世田谷ワイズから小原さんと小生の参加。 

東京 YMCA の福祉活動の将来を担う若手リーダー養成

を願い、小原さんのスポンサーにより YMCA福祉専門学校

の講師を務める寺口博貴さんを招き、車いす参加者の介

助に当たられ大奮闘されたことに感謝を捧げたい。 
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『群盲象を撫でる』の諺の示すように「中国は如何で

したか」との問いに答えることは何と難しいか・・高度

経済成長により高層ビルが乱立し、世界中から押し寄せ

る膨大な車の洪水により交通渋滞・・息もつけない程の

スモッグに襲われ人間の生存すら危ぶまれ乍ら首都北京

の街にはブランド品が溢れている。 

13 億・日本の 10 倍に達する人口を如何にして西欧水

準に引き上げられるか難問山積に政府もなりふり構わず

対策に必死のようだ。 

＜一人子政策＞により既に始まっている膨大な老人介

護問題はまだ手付かずの状態のようだと思われる。隣国

にあり乍らも、過去の拘りの呪縛から競争原理のみが優

先され、来るべき困難に直視せず、ただ先送りしている

だけでは無いのかと思う。 

表面の海流は波浪が激しくとも、中・底層流の静かな

流れの中に身を置き来るべき困難に立ち向かうべき協力

したいと願いたい。          （寺門 記） 

 

☀ 下北沢音楽祭によせて 

 ＹＭＣＡすずらん会のコンテンツを、社会福祉協議会

と協働で展開した「みんなの歌声サロン」は 10 年の実

績です。今年も、賑やかに 200 名を超える参加者を数え

て盛会でした。 

 以前から企んでいたのがクラシックの若手奏者に演奏

の機会を提供するステージ。歌声サロン開催日の夜、せ

たがや音楽プロジェクトの応援を得て挑戦してみました。

ご存知チェロの井上とも子さんご推薦の３チーム（木

五・金五・ピアノトリオ）13 名が、戦後 70 年・子ども

の夢をテーマに、童謡「ふるさと」を演奏、会場の聴衆

も歌いだすという企画でした。 

 さらに、音楽祭最終日には音楽とリーディングの「勝

手にワールドツアー」女優の和泉ちぬさん率いる黒鯛プ

ロデュースの制作。２回公演はいずれも満員、泣きなが

ら表に出たお客様がその感動を伝えたので、２回目も満

席になったという、貴重な体験で、演劇と音楽の融合す

る新しい世界を見ました。 

 音楽祭の実行委員長が、準備中に区長選挙に立候補す

るという異例ずくめの下北沢音楽祭。記憶に残ります。 

               （小川 記） 

 

☀ 富士山部３クラブ合同例会に参加して 

１月例会にて私の入会式をアメージンググレースの讃

美で祝してくださいました沼津クラブの渡邉 実帆さん

のお招きにより、７月 14日(火曜日)、沼津、三島、御殿

場の三クラブ合同の初例会に小川さんと共に参加させて

いただきました。 

会場となったニューウェルサンピア沼津のグルメ料理

に舌つづみ。長谷川 等（沼津 YMCAセンター長）さんの

司会進行により久保田 康正富士山部部長のあいさつに

続き、各クラブ会長メッセージの後、渡邉さんのアメー

ジンググレースに導かれて東京むかでクラブから御殿場

クラブに転入された堀口 廣司さん（YMCA 東山荘所長）

の転入会式が厳かにとり行われました。 

そして歌声リーダー小川ワイズによる YMCA すずらん会

を再現（同沼津クラブでも、すずらん会の歌声がＣＳ活

動としてスタートする事になりました）、老いも若きも懐

かしの唱歌を楽しく大合唱してお披楽喜。 

富士山部全クラブのビジター、地元各界からのゲストを

含め 85名が一堂に会する盛大な例会でした。 

（竹本 記） 

  

☀ 「第２６回アジア地域大会」に参加して 

さる 7/31～8/2迄、京都“ウエスティン都ホテル”に

て開催された「第 26回アジア地域大会」に参加してきま

した。914名のワイズメン・YMCA関係者が参集し、その

上に 50名のユースの面々が招待され、合計９６０名を超

す大勢の方々が集いました。アジアからが圧倒的でした

が、USA,カナダ、デンマーク、ラトビア、ナイジェリア

などからも参加がありました。 

第１日目は夫々のお立場から挨拶があり、役員就任式
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が続き、基調講演として宇宙飛行士「毛利 衛」さんに

よる“宇宙よりの贈り物“と題して興味あるお話を伺い

ました。森田実行委員長（京都パレスクラブ）は本大会

の主題を“Start Future Now “—未来を始めよう今すぐ

に—と設定され若いメンバーが活躍する大会にした 

と語っておられました。岡野泰和さん、西村隆夫さん、

山田公平さん、田中博之さんなど日本人の活躍とともに、

ウッチャン国際会長、エドワード・オンアジア会長（シ

ンガポール）、など中心人物とも３年前に水道橋 AYCにて

アジア会議の折に、張替さんからのお誘いで名刺交換も

していた関係で親しみがありました。 

２日目は礼拝の後、４つの分科会に分かれて議論し、

午後エクスカーションで６種類の行動となり、夫々交流

を深め、かつ古都の伝統を楽しみました（39度の猛暑で

したがそれも思い出の一つでした）。 

３日目は前日の分科会の要点報告、ユースの皆さんに

よる報告のあと、表彰、引継ぎ式、来年は台北にて第７

２回国際大会が 8/4～7 まで開催されるので台湾にいら

してください、とのアッピール等で締めくくりました。 

なお、私は期間中「マーシャル」という任務をボラン

ティアして案内、誘導、エクスカーションの時の説明、

応対などを行い、少しですが「東京世田谷クラブ」の役

割を果たして参りました。 

                （太田  記） 

 
☀ 会長通信 １５０８ 

 梅雨明けしたと思ったら、台風が続けて襲来して、各

地に被害を及ぼしております。また、連日の暑さは熱中

症で救急車で搬送される人が多いとの報道がされており

ます。私達においても体調に充分気を付けて、無理をせ

ず活動していきましょう。 

 

＊ 今後の卓話予告 

９月：YMCA 日野枝里子さんによる話しと 

   リーダーによる「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による 

   「変貌する渋谷駅周辺」（仮） 

12 月：クリスマス祝会 

 

＊ 今後のスケジュール 

8/7(金) 下北沢 すずらん会 

8/19（水）ボラセン歌の広場、三茶 

8/20(木) YMCA 午餐会 １２時―１３：３０ 

    石浜 みかる氏「キリスト者かちが通った 

    アジア太平洋戦争期」、東大 YMCA にて 

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 

9/5(土) YMCA 国際協力部 街頭募金 

    今年 新宿駅周辺にて実施 

9/11(金) 下北沢 すずらん会 

9/11-13 YLF-ユースリーダーズフォーラム 

    山中湖センターにて 

   （南センターが幹事役です！） 

9/15（火） 南センター運営委員会 

9/16(水) ボラセン歌の広場、三茶 

9/18(金) 第１例会 

9/19(土) 「音楽は自由を目指す」 

    世田谷区民会館にて１４時から 

    （世田谷区役所の隣です） 

9/23（祝・水）YMCA チャリティラン 

     木場公園 

9/25(金) YMCA すずらん会 

     第２例会 

                 

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

７月 19 日（日）～７月 20 日（月）東京ＹＭＣＡ山中

湖センターにて今夏、南センター主催のキャンプ「はじ

めてのおとまり」が行われた。年少児から年長児という

小さな小さな子ども達とのキャンプは、「泣き虫くじらの

おとちゃん」という物語仕立てに進みました。 

 また９月には恒例となりました南センターに所属をし

ますボランティアリーダー主催のリーダーズキャンプを

現在、計画をしております。若者同士の交流やキャンプ

リーダーとしてのトレーニングも彼ら自身が考え、計画

をしております。 

 

＜南センタースケジュール＞ 

８月 サマーデイキャンプ・サマーキャンプ実施の為、

南センターは休館となります。 

８月 29 日(土）東京ＹＭＣＡ夏祭り＠東陽町センター 

９月４日(金）～６日（日）リフレッシュキャンプ 

＠東京ＹＭＣＡ山中湖センター 

９月５日(土）～６日（日）冒険くらぶグループキャンプ 

＠千葉市少年自然の家 

９月 11 日(金）～13 日(日）第 28 回ユースボランティア

リーダ－ズフォーラム 

９月 14 日(月）～15 日（火）南センターリーダー主催の

リーダーズキャンプ予定 


