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☀ 1月例会プログラム 

と き 1月 15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 竹本 良一 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 

３．今月の聖句朗読と祈祷 寺門 文雄 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. 新年を迎えて「新春放談会」 

８．ハッピーバースディ          ８日：小原メネット 

22 日：太田 勝人君 

９. 結婚記念日                 18日：石井 俊二君 

25日：岩﨑  弘  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 「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                 2016年 1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             ＊ ＩＢＣ/ＤＢＣ  ＊ 担当主事 山梨 雄一 

                                                                   

       †今月の聖句 

   

 「いと高きところに栄光、神にあれ、 

地には平和、御心（みこころ）に適うひとにあれ。」 

 

  “Glory to God in the highest, And 

on earth peace, goodwill toward men!” 

 

   ルカによる福音書 ２：１４  （寺門 選） 
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会員在籍  １２名 

 

出 席 率  ８３％  

 

 

 

第２例会 12/18日（金） 

     （8 名出席） 

岩﨑、太田、小川、小原、

川嶋、竹本、寺門、張替、 

 
例会出席者   １２／１８(金) 
会  員             10名 
メネット             1名 
メイキャップ        0名 
ゲスト               4名  
ビジター        2名 
――――――――――――― 

    合 計       17名 

 
すずらん会参加者 12/18日（金） 
 ゲスト         44名   

 スタッフ        13名 
 合 計           57名 

 

１２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

2015 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

１万円を納入し継続しました。 

 

 

ニコニコファンド 

12月     11,250円 

年度計        71,615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 

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお

願いいたします。 

年の初めの例会は例年のように各ワイズそれぞれの抱

負を述べていただくことから始めたいと思います。 

 

☀ 第１例会報告  

 近隣教会の牧師をお招きしてのクリスマス礼拝は、東

京世田谷クラブの恒例行事です。今年は、就任間もない

経堂緑岡教会の増田琴牧師、世田谷では多分初めての女

性牧師です。 

予期できない大地震と津波被害の中で捧げられた礼拝、

ご自身のインドでの貴重なご体験を通して、キリスト教

の救い、とりわけ「イエス」をどうとらえるかという説

教でした。   

 東日本大震災の復興支援をするＹＭＣＡ活動とも通じ

るメッセージに深い共感を覚えました。経堂緑岡教会は、

南センターの子どもクリスマスの会場としてもお世話に

なっています。 

第二部の祝会は、すずらん会の伴奏サポートをお願い

したアルマムジカ合唱団の面々による演奏、おなじみの

オークション、美味しいお料理に舌鼓の充実例会でした。 

 

◆ アルマムジカ合唱団ご紹介 

小川夫妻の音楽仲間で、すずらん会の立ち上げに大き

く貢献していただいた皆さんです。 

ソプラノ＝片岡幸江さん、アルト＝鈴木信子さん、アル

ト=村田和子さん、ピアノ=武藤栄子さん。小川メネット

の病欠を皆さんでサポートして戴きました。深く感謝し

ます。                （小川 記） 

 

◆「東京世田谷クラブ 12月例会に参加して」 

1961 年５月に東京に２つのクラブがチャーターしま

した。それから 40年が経ち、2001年５月に東京むかで、

東京世田谷クラブが合同で 40周年記念例会・式典を開催

したのが“縁”で、毎年東京世田谷クラブの 12月クリス

マス例会に参加させていただいております。毎回会員及

びメネットの「手作り料理」とクリスマスに関する卓話、

楽しい音楽等にて幸せの一夜を過ごさせていただいてお

ります。感謝です。 

また、近年は、櫻井印の燻製をお買い上げに協力下さ

り、その一部を世田谷クラブのファンドへの献金に協力 

出来ました事、重ねて感謝いたします。又来年も参加 

致しますのでよろしく。 

（東京むかでクラブ 櫻井浩行さん） 

 

☀ 第２例会報告 

  12/18（金）メンバー12 名中 8 名の出席で開催され

た。 

1.報告事項 

① 12/ 5、12、19（土）下北沢駅北口広場にて 

クリスマスキャロリング実施 

② 12/5（土）ＹＭＣＡ南センター、経堂緑岡教会に

てクリスマス祝会実施 

③ 12/23（祝）ＹＭＣＡオープンハウス 

東陽町センターにて開催 

④ 1/9（土）在京クラブ会長会（午前）、在京クラブ

新年会（午後）桜美林大学アカデミア

（多摩センター）にて開催 

⑤ 1/19（火）ＹＭＣＡ南センター運営委員会開催 

⑥ 2/6 （土）フレッシュワイズセミナー開催 

山手センターにて 13：30～17：00 

2.協議事項 

➀ ワイズ献金；TOF/BF 各献金にご理解とご協力を 

2/10 までに東新部「今井会計」へ送金 

② 来期（2016～17 年度）役員体制について 

③ 4 月以降の卓話者について     （小原 記） 
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DBC クラブ 

☀ 沖縄だより 沖縄那覇クラブ・屋良政旦会長 

今月末の部長公式訪問団の受け入れで悩んでいます！

特にエクスカーションは何度も沖縄を訪問されている

方々と初めての方々では観光する場所が違ってきますし、

どちらに照準を合わせるか！？ 私どももそろそろネタ

切れになっております。とつかクラブの加藤利榮ワイズ

はほとんど観光する所がないのではと思うぐらい沖縄通

の方ですし「今年もよろしく」との年賀状をいただいて

も、さぁーどうしようか？ どこへご案内できるのか悩

んでおります！ 

 今ホットな辺野古新基地建設場所や戦跡での平和学習、

また早咲きの観桜の希望もありますし・・・。１月３日

現在、何名の方が来沖されるのか人数未定のため、沖縄

YMCA の公用車で間に合うのかどうかも決められない状

況です。本当に悩みますねー！ 

 

☀ キャロリング・イン・シモキタ二年目 

 2014 年のアドベントにスタートした下北沢駅前のキ

ャロリングは、期間中の土曜日午後３時から、すずらん

会と近隣教会、道行く人々がクリスマスキャロルを歌う

という企画です。地元商店街が場所を確保してクリスマ

スツリーを飾ってくださいました。ＹＭＣＡがサポート

する「0422 クリスマス」がお手本です。「クリスマスに

は教会へ」というメッセージを、毎年発信して参ります。 

（小川 記） 

 

☀ YMCA X'mas オープンハウスに参加して 

さる 12/23(祝)東京 YMCA 東陽町センターにて開催 

された X’mas オープンハウスに参加してきました。 

これは毎年この季節の恒例行事となっており、東陽町 

にお住まいの皆さんや東京 YMCA の皆さんにとって待

ちに待った楽しい X’mas 行事の一つとなっています。 

朝 10 時の開始時間前から大勢の方々が長蛇の列をな

して今や遅しとばかり待っていました。 

ワイズメンでは、東京グリーン、東京ひがし、東京江

東、東京北、東京ベイサイド、東京クラブ、東京むかで

の各クラブが屋台を出して焼き鳥、クレープ、おでん、

カレー、コロッケ等々を作って販売していました。 

また、江東区深川消防署から大地震の揺れの体験がで

きる移動カーが来ていて東陽町センターの屋外にて体験

教室を開いていました。 

こうして、「地域住民の皆様方」と「東京 YMCA」と

YMCA を支援する「ワイズメンクラブ」とが一体となっ

て交流し、かつ楽しむ暮れの一日でした。  

(太田 記)  

  

☀ IBC ハワイ Kaimuki クラブよりのお知らせ 

２年前の夏、我々世田谷クラブと IBC 締結している 

ハワイの”Kaimuki Y’s Men’s Club” が 50 周年迎えられ

たことを機会に、小原ご夫妻と小生とがクラブを代表し

てハワイでの 50 周年記念式典に参加して参りました。 

このたび、同クラブの Mr.Raymond Seto からメール 

が入り、2016 年８月４～７日まで台湾は台北にて開催さ

れる「ワイズメン国際大会」に出席し、大会後、台北か

ら東京に入り、わが世田谷クラブの皆さんと交流を持ち

たい、という内容でした。詳しい日程はまだ決まってい

ませんが、情報が入り次第皆さんにお知らせいたします。 

わが世田谷クラブは「歌の世田谷」と共に「IBC の 

世田谷」と言われ続けられるよう努めたいと存じます。 

                   （太田 記） 

 

☀ 新クラブ「(仮)多摩センターワイズ」の動向 

2015 年１月に東京まちだ と東京コスモスとが連携

して「在京ワイズ新年会」を多摩センター桜美林大学に

て開催したのを契機に、東京コスモスの伊藤幾夫ワイズ

が実行委員長となって準備を進めて参りました。 

伊丹東新部長、太田も会員増強事業主査として関わっ

てきました。また近くにある東京八王子や東京武蔵野多

摩のクラブもスポンサークラブとなっています。 

2015 年 11 月までにワイズの現会員から推薦者を出し

て新クラブのメンバー候補をリストアップし、12 月に第

１回準備会を開催して「ワイズは何を目指しているのか」

と題して田中博之東日本区直前理事が説明し、１月の第

２回準備会では①実際に新クラブに参加される方の確認 

と②クラブ会長といったキーマンを選び、新クラブの目

的、会則等を打ち合わせる段取りです。 

今の予定では、2016 年５月に設立総会を持ち、チャー

ターナイトはその後となるスケジュールです。皆さんと

共に東新部に加わる新クラブの誕生を祝いましょう。 

一方、新潟市にも足を運び、11 月に「敬和学園」小西

理事長にお会いし、ワイズに関してプレゼンテーション

をし、１月には再度新潟市に行って「新潟聖パウロ教会」

松本牧師とアポが取れましたので話し合ってまいります。 

                   （太田 記） 
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☀ 童謡・唱歌を歌いつないで 12年 

日本のなつかしい童謡・唱歌、世界の民謡などを歌う

「ＹＭＣＡすずらん会」は、スタートの 2003年 9月から

12年となりました。 

峰毅会長年度（2002年～2003年）地域社会への奉仕活

動プランとして、高齢者福祉事業の一つとして立案され、

地区社会福祉協議会、東京ＹＭＣＡ、東京世田谷ワイズ

メンズクラブの三位一体での活動として始まりました。 

そうです、小川夫妻の出番です。歌声リーダーの小川

圭一会員、そしてピアノ伴奏を礼子（のりこ）メネット

が、歌詞はプロジェクターで前面に大きく映し出され、

みなさんの生き生きとした合唱に。即座にメロディーを

奏でる礼子メネットの伴奏、小川会員の当意即妙な話術

と相まって、歌声サロンは毎回盛り上がります。 

歌声サロンはその後、下北沢の東京都民教会でも小川

夫妻のコンビで開催され、他クラブへも伝播、各地で生

き生きとした歌声が聞かれるように。 

東日本大震災後の 2011年 12月より、宮城県石巻を拠

点に、出前・歌声サロンも当クラブ担当で 12回あまりに

なります。歌声サロンＹＭＣＡすずらん会開催により当

クラブも元気をいただいています。 

（小原 記） 

 

☀ 会長通信 １６０１ 

 年の初めには、いつも今年こそはより多くのワイズと

の交流を広げようと思うのですが、どうもそうならずに

反省の繰り返しです。仕事のほうも 6月ぐらいで退くつ

もりなので、そのあたりからワイズ活動に、より力を入

れられたらなぁーと思っております。 

                   （岩﨑 記） 

 

＊ 今後の卓話予告 

2 月 小山久恵さん（東京サンライズクラブ） 

「オーストラリアでのワイズ最新動向(仮)」 

3 月 東京西クラブとの合同例会 

   3 月 17 日(木) PM6：45～ 

 「東京ＹＭＣＡ山手センター」にて 

開催日 ＆ 開催場所にご注意 

 

＊ 今後のスケジュール 

１/７ (木) 12 月ブリテン印刷、16 時経堂 

１/８ (金) 下北沢すずらん会 

１/９ (土) 午前：「在京クラブ会長会」 

       午後：「在京ワイズ新年会」 

１/19（火）YMCA 南センター運営委員会 

１/15（金）第 1 例会 

１/20（水) ボラセン歌の広場、三茶 

１/22（金) YMCA すずらん会 

      第 2 例会 

2 /６（土）「フレッシュワイズセミナー」 

     13：30～17：00 山手センター２F 

2 /８（月）YMCA 国際委員会 

2 /12（金) 下北沢すずらん会 

2 /19（(金) 第 1 例会 

2 /26（(金) YMCA すずらん会 

      第 2 例会 

                 

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

12月 5日（土）経堂緑岡教会、12月 12日（土）田園

調布教会にて南センター定例野外活動に在籍をする子ど

も達、そのご家族を中心にクリスマス会を実施致しまし

た。総勢 55名の子ども達が参加をし、第一部クリスマス

礼拝、第二部クリスマス祝会と暖かく楽しいひと時を過

ごすことが出来ました。またクリスマス献金として

12,000円が募られ、国際協力募金として、大切に使わせ

て頂きます。 

 1月 27日（水）～29日（金）全国 Dirスキー研修会が

妙高高原ロッジにて実施を予定しています。日本 YMCA

同盟発行のウエルネス資格取得も含めた研修会には 20

名のスタッフが集う予定となっております。 

 

＜南センター・今後のスケジュール＞ 

1月 10日（日） ASCAクラス講師会（西東京センター） 

1月 11日（月） アドベンチャークラブ定例会 

1月 20日（水） スプリングキャンプリーダー 

キックオフミーティング 

1月 23日（土）～24日（日）M3それいけ！ゆきんこ 

レンジャー（尾瀬高原） 

2月 2日（火） スプリングキャンプ申込開始 

（プログラム登録者・会員とその家族（2親等）） 

2月 4日（木） スプリングキャンプ申込開始（一般） 


