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†今月の聖句
あなたがたも聞いているとおり、

司会

小川 圭一 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

『隣人を愛し、敵を憎め』と命じられている。

３．今月の聖句朗読と祈祷

竹本 良一 君

しかし、わたしは言っておく。

４．ゲスト＆ビジター紹介

岩﨑 弘 会長

敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。

５. 食前の祈り

寺門 文夫 君

(マタイによる福音書5:43-44)

６. 会 食

"You have heard that it was said,'Love your

７. 卓話：世界連邦運動とクリスチャ二ティー

neighbor and hate your enemy.'

平口 哲夫氏 （金沢犀川クラブ）

But I tell you: Love your enemies and pray for

８．ハッピーバースディ

１日 川嶋 良子さん

17 日 峰 毅 君

19 日 張替 滋夫 君

those who persecute you."
（竹本 選）

25 日 竹本 良一 君 28 日 岩﨑 弘

☀ 10 月例会プログラム

９. 結婚記念日

と き 10 月 16 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

10. ニコニコ献金

９
月
の
デ
|
タ

会員在籍

１２名

出 席 率

８３％

君

28 日 山梨 雄一 君

11. 諸報告
12. 閉会点鐘

例会出席者
９／１８(金)
会 員
9名
メネット
1名
メイキャップ
1名
ゲスト
3名
ビジター
3名
―――――――――――――
合 計
17 名

９月のＢＦ
切手
０ｇ
現金
０ 円
累計切手 ０ｇ

第２例会 9/25 日（金）
（9 名出席）
すずらん会参加者 9/25 日（金）
岩﨑、石井、太田、小川、 ゲスト
34 名
11 名
小原、川嶋、寺門、張替、 スタッフ
合 計
45 名
山梨
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岩﨑 弘 会長

ニコニコファンド
９月
8,420 円
年度計
30,400 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

はじめリーダーのみなさんの立派なロールモデルがあり、
との感がした。いつものことだが、自然の中の子供の笑
顔はすばらしい。この笑顔の環境をまもりぬくことが、
暑い夏の安保法制のドタバタ劇を経た、おじさんのまじ
めな自戒です。むかでの城井さんからは第１９回東新部
部会から部会参加へのあらためての呼びかけがあった。
いつもの温かい手作りのサラダ付きシチューも大好評、
感謝です。メンバー参加者は 冨田さん（自宅療養中）
小原さん（天津ＹＭＣＡ訪問中）峰さんを除く９名、他
に吉田司さん（むかでクラブ）小原史奈子さん（たんぽ
ぽＹサービスクラブ）にご参加いただいた。
(張替 記)

平口 哲夫氏（金沢犀川クラブ）に「世界連邦運動
とクリスチャ二ティー」と題しお話しいただきます。
プロフィール
ひらぐち・てつお：1945 年４月敦賀生まれの金沢育ち。
1974 年３月東北大学文学部大学院文学研究科博士課程
(考古学専攻)単位取得満期退学、同年４月金沢医科大学
教養部講師に就任、2011 年３月金沢医科大学一般教育機
構特任教授を定年退職、同年４月同大学名誉教授。環境･
民族考古学専攻。
主要著書：
『考古科学的研究法から見た木の文化・骨の
文化』
（クバプロ、2003、共著）
、
『縄文文化の考古学４ 人
と動物との関わりあい』
（同成社、2010、共著）
。日本セ
トロジー(鯨類学)研究会石川県支部長、日本人類学会評
議員、日本考古学協会会員、 日本文化財科学会会員、
石川県考古学研究会顧問、石川県埋蔵文化財センター評
議員、石川県自然史センター監事、世界連邦運動協会執
行理事･石川県連合会理事長、金沢 YMCA 理事、金沢犀
川ワイズメンズクラブ会長、
日本基督教団若草教会会員、

☀ 第１例会報告
中林 拓さん（れたすリーダー）
現在、私は南センターでＯＢとしてキャンプなどの野
外活動に参加しています。この夏も宿泊のキャンプにリ
ーダーとして、
第 28 回ユースボランティアリーダーズフ
ォーラムにカウンセラーとして参加させていただきまし
た。学生時代とは少し違った視点からキャンプやリーダ
ーたちを見ることによって、改めてリーダーやＹＭＣＡ
の素晴らしさを感じることができたと思っています。い
つでも子どもたちのことを考え、子どもたちの笑顔のた
めにできることを考えるリーダー、それと同時に自分自
身も常に笑顔であるリーダー。そんなリーダーでこれか
らもありたいと強く思っています。
9 月の例会ではこのようなことについて報告させてい
ただきました。このような機会を与えていただいたこと
にとても感謝しています。

例年にない猛暑の夏も漸く終わった９月 18 日、
恒例に
なった南センターボランティア・リーダーズ報告をメイ
ンプログラムに９月例会が開催された。スピーカーは現
役リーダー長谷井滉平君および五加みゆきさんとリーダ
ーＯＢ１年目の中林拓君。長谷井君は塩沢と道志のキャ
ンプ中林拓君と五加さんは妙高山の子キャンプおよび山
中湖のＹＶＬＦへの参加体験を、それぞれ音響入りのス
ライドを駆使しテンポ感のあるプレゼンテーションで生
き生きと語り伝えてくれた。キャンプは子供達にとって
貴重な体験であると同時に、指導にあたるリーダーのみ
なさんにとってもまた大きな学びの場であることが見て
とれる。
特に今回ＯＢカウンセラーとしてＹＶＬＦに参加した
中林君の、グループリーダーとしての役割を通じて“改
めてＹＭＣＡ全体を知り、リーダーに求められるものを
認識できた”との言葉が印象に残った。呼応してゲスト
として参加してくれたむかでクラブの城井さんが小学生
時代から 60 余年にわたるＹＭＣＡとの関わりを
“ＹＭＣ
Ａはわが人生”と感想を述べてくれたが、ここに中林君

☀ 第２例会報告
9/25
（金）
メンバー12 名中 9 名の出席で開催された。
1.報告事項
① 小原さんの「天津 YMCA120 周年記念式典」参加
報告
② 9/26（土）DBC 沖縄那覇クラブとの交流確認
③ 9/5（土）実施した「YMCA 国際協力募金活動」
の報告（17 万円余りを集めた）
④ 北沢川文化遺産保存会が主催する来年度の「戦争
経験を聴く会・語る会」の実行計画の中間報告
（世田谷クラブ協賛で 2016.05.21 実施予定）
⑤ 太田さんから東新部関係の報告
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・多摩センター地区にて新クラブの設立の動きが
あること
・東新部会員減少の現実と財政対策について報告
・部長輪番制の現状報告
・新潟地区での新クラブ開拓について報告
11 月東新部評議会（信越妙高）の機会を利用し
て新潟訪問予定
⑥ 9/11-13 YVLF（河口湖）の報告
南センターが事務局だったが大成功だった
2.協議事項
① 世田谷クラブと YMCA 南センターのリーダー
との交流を深めるため YMCA と協議する
10/25（日）実施予定の南センターでのバザーの
機会を利用してリーダーとの交流会を計画
② 会員増強を協議（現在 12 名➡15 名を目標）
（石井 記）

☀「第 19 回湘南・沖縄部部会」に参加
DBC「沖縄那覇クラブ」と懇親会を開催

さる 9/26(土)横浜山下町にある「ワークピア横浜」に
て開催された湘南・沖縄部部会に参加して参りました。
わが世田谷クラブからは小原さんと小生が参加し、部会
終了後の懇親会に岩﨑会長、張替さん、竹本さんが加わ
りました。部会は林 茂博メン（横浜つづきクラブ）が
司会をされ、今城部長が開会点鐘して開始。相賀牧師に
よる聖書祈祷、渡辺理事、田口横浜 YMCA 総主事の挨
拶、田中直前理事から「ブースター賞」を金沢八景クラ
ブの峯尾直前部長に対して表彰され、
式典を終えました。
続いて清泉女学院ボランティアセンター長かつ横浜 Y 常
議員を勤めておられる岡戸良子（おかどながこ）氏によ
る「ボランティア活動の勧めと喜び」と題する講演を拝
聴し、
私共日頃世田谷区内並びに YMCA との協働で色々
と奉仕活動しているその根本の”意義“を再確認すると
共に、私はもっと皆で「喜び」を表わせるようにしたい
ものだと思いました。部会終了後、DBC 先の「沖縄那覇
クラブ 屋良会長」と我々5 人それに横浜とつかクラブ
の加藤利栄会長が加わって合計 7 人にて近くのレストラ
ンで懇親会を開いて交流を行いました。色々と話題が発
展いたしましたが、屋良会長から；
①「沖縄」の今を語っていただき、
②併せて我々の世田谷クラブブリテンに「沖縄通信」と
して折に触れて沖縄での活動を寄稿してくれることにな
りました。皆さんと一緒に楽しみが増えたと思います。
こうして沖縄の方と会って話す事で、ワイズメンの広が
りを感じ、豊かな気持で帰宅いたしました。感謝。
（太田 記）

☀ 「ユースボランティア
リーダーズフォーラム」に参加して
さる 11/11-13,YMCA 山中湖センターにて開催された
「第 28 回ユースボランティアリーダーズフォーラム
（YVLF）
」に参加して参りました。わが世田谷クラブか
らは小原さん、
張替さん、
と小生の 3 人が参加しました。
特に今回は南センターがホスト役を務め、沖理事、山梨
担当主事、小宮さん、それにカウンセラー役としてキャ
ンプネーム「レタス君」と「エルモ君」が他のカウンセ
ラーと共に指導する役割を果たしました。
（当センター所
属のリーダーから他に 2 名参加）
。東日本区の中の 8 つ
の YMCA から 36 名のリーダーが参加され
（栃木 YMCA
の小山市在住の方豪雨にて交通網が遮断され不参加とな
ってしまわれたのが残念でした。
）
7 つのグループに編成され、そのグループのまとめ役が
カウンセラー、3 日間の濃密なプログラムの中にもリラ
ックスする時間を随所に取り入れ、
初日篠田秀樹さん
（江
東クラブ）による基調講演「今リーダーに求められてい
るものは何か」といった素晴らしいテーマを各グループ
が考えて発表するというキャンプでした。圧巻は 2 日目
の夜行われた“キャンプファイヤー”でした。山梨担当
主事の若者を魅きつける数々の“みわざ”を持って初め
から終わりまで全員をワイズメンも入れて老いも若きも、
YMCA キャンプの醍醐味を体験する素晴らしい夜でし
た。 彼の弾くギターもひと際フォルテッシモに鳴り響
き、山中湖センターの雑木林にも木霊してそれはそれは
感動的でした。特に 36 名のリーダー達にとって青春の
一ページを飾るよき思い出となった事でしょう。
最終日の各グループからの発表もとても工夫され、主題
である「今リーダーに求められているもの」を色んな角
度から掘り下げて考えに考えた素晴らしい内容でした。
リーダー達は夫々所属する YMCA に帰って、プログ
ラムを通して参加する学童を今度は自信に溢れた
“笑顔”
をもって指導され、学童本人とその保護者からも YMCA
のプログラムに参加して良かったと言われる様な声が聞
こえてくるようなユースボランティアリーダーズフォー
ラムであったとご報告できます。
(太田 記)

☀ チャリティーランに参加して

９月 23 日に行われたチャリティーランに、南センタ
ーの代表として参加させて頂きました。当日は定例野外
活動「アドベンチャークラブ」のリーダーとして子ども
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達を引率し、５人の中高生と共に自分もランナーとして
１．３キロを走りました。ＹＭＣＡに関わる多くの方々
がランナーに声援を送る中、アドベンチャークラブのメ
ンバーは緊張感が高まっていました。それでも走順が回
ってきて襷を受けとる時は引き締まった表情を見せ、勢
いよく走り出していました。自分はチームのアンカーを
務め、繋いできた襷を掛けて無事ゴールする事が出来ま
した。このチャリティーランを通してチームの団結力を
更に強められた事を嬉しく思っています。チームを支え
て下さった南センターの方々に感謝しております。
ありがとうございました。
保坂天蒼（ほさか たかお・てんぐリーダー）記

今月も仕事に負けずにワイズの活動を頑張ろうと思っ
ています。
（岩﨑 記）

＊ 今後の卓話予告
11 月 「変貌する渋谷駅周辺｣(仮)
都市開発を担当されている柴田史朗氏
12 月 クリスマス礼拝と祝会
経堂緑岡教会の増田琴牧師
＊ 今後のスケジュール
10/5(月) 10 月ブリテン印刷、発送
10/6-7 YMCA 歌声広場、石巻へ(14 回目)
10/9(金) 下北沢すずらん会
10/10(土) 東新部部会 １３：３０－東陽町
10/12（月・祝）YMCA ソフトボール大会、大宮
10/13(火) 南センター活動委員会
10/16(金) 第 1 例会
10/21(水) ボラセン歌の広場、三茶
10/23(金) YMCA すずらん会
第 2 例会
10/25(日) YMCA 南センターバザー
11/7(土) YMCA ソシアスフォーラム、
10：00～16：00 山手センター

☀ ガーデナ通信 ９月号
秋が来て夏は正式に終わりです。９月６日は素敵なレ
イバー・デー、その前日は５日の週末となり、Foxes に
てフィッシュ・フライのパーティーを催し素晴らしいひ
とときでした。よき食事会となりヘンリー有難う。第６
８回太平洋南西地域の年次総会が10月２～４日にかけて
Whittier のラディソン・ホテルで開催されます。登録費
は９９ドル、ホテル宿泊は１２９ドル、朝食・駐車場費
込み。この会議期間中に美しい Whittier の街を周遊し、
昼食・夕食会はホテルの外で行われます。こぞって参加
ください。7月、８月は皆さんの集いはなかったけど、今
月は例会を再開する時。次回は10月10日に開催します。
よき、ハロウィーンをお迎えください。
ローレル会長
（訳 小宮路）

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
9 月 11 日～13 日、南センターは第 28 回ユースボラン
ティアリーダーズフォーラム事務局として運営に携わら
せて頂きました。8 つの YMCA より総勢 34 名の若きリ

☀ アメリカ通信

ーダーが集い、山中湖センターにて 3 日間、非常に有意

シルバーウィークに河口湖近くで Japanese Christian
Network Fellowship 主催 Global Returnees Conference
2015 があり、来日。主に海外でクリスチャンになり帰国
された方々の大会で、子ども合わせて約４５０名が集い
ました。帰国後も教会に繋がり、よき働きに導かれてい
けばきっと新しい風が漂うはずです。
さて、
アメリカでは６月２６日に連邦最高裁判所が同性
婚を憲法上の権利として認めるとするまで、13 の州が同
性婚を認めていませんでした。ノーザン・バイブル・ベ
ルトに位置するミシガン州もその一つで、この先どうい
う変化が当地にもたらされるのか気になるところです。
私には真偽のほどは分かりませんが、教会が同性婚の結
婚式を断るならば、宗教法人としての非課税の権利を失
う可能性云々の記事を目にしたことがあります。もし、
そうなったら、憲法上保障されている信仰の自由とから
んで複雑な展開になっていくかも知れません。世とどう
向き合うか、、、（Mr. Yohsuke Mikami さん寄稿）

義な時間を過ごせた様に思います。また当センターから
も 4 名のリーダーと 2 名のカウンセラーに参加の機会が
与えられた事にも感謝致します。
また 9 月 23 日に行われたチャリティーランでは、定
例野外活動アドベンチャークラブ（小 5～高校 1 年生）
のメンバーがチームとして参加をし、39 位と健闘致しま
した。襷を繋ぐという強い思いを持ち、子ども達の真剣
な眼差しはとても印象的なものでした。
10 月 25 日に行われます南センターバザーでは、彼ら
も出店を予定し、多くの会員、ワイズメン、リーダーと
の交流もまた楽しみの一つとなります。ぜひ多くの方の
お越しを楽しみに準備を進めて参ります。
＜今後の南センタースケジュール＞
10 月 25 日（日）11 時 30 分～15 時 30 分

☀ 会長通信 １５１０
秋も深まり、ワイズの活動はもとよりお陰様で仕事の
面でもこのところ忙しく、なんとか職場での仕事には慣
れましたが日々追われているこのごろです。
市場の様子をお伝えすると各地から集まる（外国から
も）果実をはじめ、この季節松茸をはじめとするいろい
ろのきのこが出回りとても賑やかです。

南センターチャリティーバザー
11 月 1 日（日） 定例野外活動冒険くらぶ例会
11 月 15 日（日）定例野外活動あおぞら・おひさま例会
11 月 23 日（月）定例野外活動
アドベンチャークラブ例会
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