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☀ 2月例会プログラム 

と き 2月 19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. 卓話： オーストラリアのワイズの現状 

小山久恵さん （東京サンライズクラブ） 

８．ハッピーバースディ      ３日 小川 礼子さん 

  10 日 峰 朋子さん  13 日 張替 淳子さん 

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                2016年 2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               ＊  Time of Fast ＊ 担当主事 山梨 雄一 

                                                                   

        

†今月の聖句 

   わたしは世の終わりまで、 

いつもあなたがたと共にいる。 

 

And I will be with you always, 

to the end of the age. 

マタイによる福音書 28章 20節    

（小川 選） 
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会員在籍  １１名 

 

出 席 率  ８２％  

 

 

 

第２例会 1/22日（金） 

    （7 名出席） 

岩﨑、太田、小川、小原、

川嶋、張替、山梨 

 
例会出席者   １／１５(金) 
会  員              9名 
メネット             1名 
メイキャップ        0名 
ゲスト               0名  
ビジター        2名 
――――――――――――― 

    合 計       12名 

 
すずらん会参加者 1/22日（金） 
 ゲスト         39名   

 スタッフ        10名 
 合 計           49名 

 

1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

10,000 円を納入し継続しました。 

 

 

ニコニコファンド 

1月       9,380円 

年度計        80,995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 

 東京サンライズクラブ、小山久恵さんにお出かけいた

だき、BF代表として訪問されたオーストラリアの「ワイ

ズについて」のお話を頂きます。どんなお話をお聞かせ

いただけるのか？ 

小山久恵さんプロフィール 

東京サンライズクラブ 

1989年チャーター会員・メネット 

2002年ワイズメンとして入会 

クラブ会長：2回 

東日本区地域奉仕事業主任を経験 

現在ＬＴ委員 
 

☀  第１例会報告  
今年最初のクラブ例会ということで、新春にふさわし

くワイズの例会プログラムの中で「新春放談会」を持っ

た。会員の中で若くて将来クラブを背負って立つお一人

が東北地方へ行ったきり連絡が取れないことが起きたり、 

またメネットの方々で不幸にして重い病に侵されてしま

われたりして、私共一同は神に祈るばかりです。 

そうした中で、１月例会を明るくしてくれたのが沼津

クラブの渡邊美帆さんと東京たんぽぽクラブの小原史奈

子さんでした。 

川嶋ワイズと小原メネットと史奈子さんとで何種類か

の“おでん”を中心とした料理を作って下さり、新春の

例会をワインでお祝いした後、一人ひとり本年の「抱負」

を発表しあった。 

締めくくりは、渡邊美帆さんが情感たっぷりと“アメ

ージンググレース“を歌っていただき、苦労している友、

病と闘っているメネットの方々に届けよう、と聴かせて

いただいた。余韻を残しつつ、家路へと向かった。  

(太田 記)                   

● 美味しく温かい例会に参加して 

世田谷クラブ１月例会で美味しい手作りおでんを頂き

ながら、そういえば昨年も１月に参加させて頂いた事を

思い出しました。昨年初めて参加させて頂いたときに、

メネット手作りの温かいおでんと手作りおにぎりが出て

きて「びっくり！」感激しました。毎月この様な身も心

も温まるお食事を皆で食べていらっしゃる世田谷クラブ

さんが羨ましい。見習って沼津でも一年に一度は？こん

な温かいお食事を皆で食べたいと思います。 

２月は「すいとん」と聞いて、もしかしたら２月も参

加？美味しい誘

惑に負けそうな

私です。 

 

（沼津クラブ・渡邉実帆さん） 

☀ 第２例会報告 

 １月 25日 16：00より南センターにて出席者 7名（岩

﨑、太田、小川、小原、川嶋、山梨、張替）が参加。太

田直前会長の司会進行により下記事項の報告と協議がな

された。 

１． ２月度ブリテンのコンテンツと原稿締切、 

印刷日決め 

２． 報告事項 

① ワイズ緒献金 6,350 円/人を小原会計に支払 

② １月９日の 在京クラブ会長＆担当主事の会

（午前）在京ワイズ新年会（午後）於：桜美林

大学アカデミーヒルズについての日程・出席者

の確認 

③ 新潟ワイズメンズクラブ設立をめざしたフィー

ルドリサーチの一環として太田さんが１月

16・17 日、新潟パウロ教会の松本正俊牧師を訪

問、面談と趣旨説明を実施―３月号にて掲載 

④  １月 27 日開催の熱海グローリークラブ新年

例会に（於：熱海後楽園）岩﨑会長、小原さん、

太田さん参加 ２月６日 13：30 よりフレッシ

ュワイズセミナーを山手センター２階ＳＴＥＰ

にて開催予定 

⑤ ２月８日 16：00～18：00 山手センターにて国

際委員会開催予定 太田、張替委員が参加 

⑥ 東京センテ二アルクラブ 10 周年記念祝会 

２月 20 日 15：00 よりＡＹＣ９階にて、参加申

し込みは各自 

３． 協議事項 

① 次期会長に内定していた竹本さんの長期休会に

ともない岩﨑会長に続投を要請し健康診断の結

果を踏まえ後日決定の運び、副会長は寺門さん、

書記は石井さん、会計は小原さんに引き続きお

願いすることに、1 月 30 日に細川東新部次期部
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長に連絡のこと 

② ＩＢＣ Kaimuki Club との新たなＩＢＣ締結

希望についての「京都ゼロワイズメンズクラブ」

からの事前了解の連絡につき張替より経過説明、

了解される 

４． ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 山梨担当主事より説明 

別項報告 

（張替 記） 

    

☀ 在京ワイズ会長会に出席して 

1 月 9 日（土）在京ワイズ合同新年会に先がけて午前

10 時から桜美林大学多摩アカデミーヒルズで在京ワイ

ズの会長会が、担当主事、ゲストに島田茂日本 YMCA同盟

総主事、廣田光司東京 YMCA 総主事、金秀南在日本韓国

YMCA 総務をお招きし、戸坂昇子会長会担当主事の進行で

行われた。 

会長会幹事報告、会計報告、東京 YMCA会員部報告、在

日本韓国 YMCA 報告の後協議に移り、次年度在京ワイズ

新年会をホストクラブとして、東京たんぽぽ Yサービス

クラブが行うことが了承された。次回の在京ワイズ会長

会を 5月 28日（土）に行うこと。各クラブからの報告・

アピールがあり、12時定刻に終了した。 

（岩﨑 記） 

 

☀ 在京ワイズ新年会に参加して 

2016年の年明けにふさわしく１月９日、桜美林大学多

摩アカデミーヒルズに於いて在京ワイズ合同新年会（関

東東部・東新部・あずさ部 17クラブから約 130名の参加）

が開催され、桜美林大学チャプレン、シュエ牧師より『新

しい年、自分のタレントを生かして生きよう』との奨励

を頂き、高齢化の進展により活性化に迷いが生じつつあ

るワイズメン運動に対しての心構えとしてプラス思考で

対処されてはどうかと勧められた。 

部中心のクラブ活動によりマンネリ化の弊害に陥り勝

ちを打破するためにも合同の情報交換の場として大切に

発展させたいものと思う。 

暫くの懇親のひと時の後、6月 4日に予定される第 19

回東日本区大会が長野で開催されるとのアピールがあり、

祝福された 1年であることを祈りつつ散会した。（当クラ

ブより岩﨑会長、太田、張替、小原、寺門の 5名が参加） 

（寺門 記） 

☀ 熱海グローリークラブ新年会に出席して 

1月 27日（水）富士山もくっきり寒さがひと段落した

快晴の日、小原、太田ワイズと熱海後楽園ホテルで行わ

れた新年例会に出席、富士山部の久保田部長の公式訪問

があり、ビジターとして伊東クラブ、富士宮クラブ、熱

海クラブ、東京世田谷クラブからの出席がありました。 

竹内敏朗熱海 YMCA 理事長もお元気でご挨拶できたこ

とがなによりでした。クラブアワード、CS/BF、YMCA 表

彰といろいろ行われましたが、以前ほどの元気さが感じ

られないように思いました。 

午後 8時 30分定刻、谷口副会長の点鐘でお開きに。 

（岩﨑 記） 

☀ 沖縄便り 

沖縄那覇クラブ会長・屋良政旦 

 沖縄本島に雪が降ってマスコミやネットで騒がれ

ましたが、１月 24日は本当に寒い一日でした。湘南・

沖縄部長公式訪問の特別エクスカーションの下見に

古宇利島大橋まで行きましたがミゾレのような雨、何

十年ぶりの感触でした。復帰したら雪が降ると言われ

ていましたが、本当に祖国復帰したんでしょうかね？

新たな米軍基地が作られようとしていますが・・・。 

 １月 31 日のエクスカーションは皆様にご協力いた

だきました沖縄 YMCA公用車が満員（14人定員）。今帰

仁城址の桜まつり見学から辺野古新基地建設場所の

見学、チビチリガマ（集団自決の壕）、「さとうきび畑」

歌碑見学、そしてオスプレイ常駐の普天間基地の見学

など皆さん満足したご様子でした。今回は小原さんの

ご参加がなく大森さんが残念がっておりましたよ！               

 

 

☀ 東京世田谷クラブがＪＯＣＳの社員会員に   

 ワイズの得意技のひとつは無から有を生む「使用済み

切手の収集」で、誰でも出来るチャリティ活動です。神

戸ＹＭＣＡから横浜へ転勤してきた大江浩さんが、公益

社団法人日本キリスト教海外医療協力会・ＪＯＣＳの総

主事として情熱を傾注されるとのことに、お話を伺いＹ

ＭＣＡすずらん会として応援させて頂くことになりまし

た。１０年を超えて継続できている活動の結果、ＪＯＣ

Ｓ理事会の承認により社員会員として登録されました。

これからも応援を続けるという思いを新たにして、励ん

で行きたいものです。 

（小川 記） 

 

☀ カイムキクラブからの 大事なお尋ね 

中国・天津でお会いした、カイムキ YMCAスタッフの 

Mr. Anthony Yeeさんからのメールで、ウィルソン小学

校から千羽鶴を東北の学校へ寄贈し、交流を求めている

旨のご連絡をいただき、東京 YMCAスタッフの伊藤さんへ

依頼しました。今後の交流へつながることを願って。 
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Aloha Ohara San, 

Happy New Year to you! I hope you are doing well. 

At Kaimuki we work with closely a public elementary 

school here called Wilson School. They want to do 

something special to show support for the survivors 

of the Tohoku earthquake. I still remember clearly the 

video of the great work your Y's Men's club did with 

some members of that community. 

Wilson school wanted to send 1000 tsuru or some goods 

the community might need. 

Do you have a good contact person in the Tohoku 

Fukushima community? We are trying to help Wilson 

school find out if there is anything that might be 

needed or appreciated. 

 

Dear Mr. Anthony Yee, 

Greeting from Tokyo YMCA, Japan. 

I'm Goshi Ito, a staff of Tokyo YMCA. I am a program 

staff of Tohoku area YMCA branch where affected by 

the earthquake and tsunami. 

Ohara-san introduced you to me and he told that Wilson 

School are looking for some activity to show support 

for Tohoku area. I do appreciate that kids there are 

still remembering us. 

I will be able to help to tell what kind of activity 

to be appreciated. In fact, sending 1000 paper tsuru 

sounds nice idea. I can help to bring stuff kids make 

to local community such like local school. 

If I can help you, please feel free to contact me. 

Thank you. 

 

Regards, 

Goshi Ito 

 
☀ 会長通信 １６０１ 

 春はそこまで来ているのに東京では 2月は一番寒さが

厳しいように感じます。不自由なく食事ができることを

感謝しながら、厳しい寒さに負けずに健康に注意を払っ

て活動しようと思います。 

                  （岩﨑 記） 

 

＊ 今後の卓話予告 

  ３月 東京西クラブとの合同例会 

    3/17(木)PM6:45- 山手センター１階 

  ４月 企画中 

＊ 今後のスケジュール 

2/5(金)17：00よりブリテン印刷 

2/12(金)下北沢すずらん会 

2/17(水)ボラセン歌の広場、三茶 

2/19(金) 第１例会 

2/20(土)東京センテニアル１０周年祝会 

  15：00― AYC９階にて 

2/26(金) YMCAすずらん会 

     第２例会 

3/5-6 東日本区次期役員研修会 

   東山荘にて 

3/11(金)下北沢すずらん会 

3/13(日)15：30より経堂駅前、田園調布駅前 

    にて YMCAと協働して「街頭募金活動」 

    を行います。ご参加下さい。 

                 

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

年末のスキーキャンプでは、全国的な降雪量不足の中

ではあったものの妙高エリアについては、3 コースがオ

ープンをし、限定的な状況ではあったもののスキーレッ

スンを実施することが出来ました。 

 東京 YMCA では、会員増強キャンペーンとして 2016

年 3 月末までに会員総数 1,200 名を目標に掲げ、募集強

化を行っています。南センターにおいては 12 月～1 月に

かけて新たに 2 名の新規会員を得ることが出来ました。

「YMCA 会員」としての支援の仕方には YMCA に集う

会員、支える会員と様々なもの参加の仕方があるように

も思います。今後も参加者保護者、関係ワイズメン、リ

ーダーOB・OG を中心に協力の呼びかけを積極的に行っ

ていきます。ぜひご協力、ご支援を頂ければ幸いです。 

 

■南センター・今後のスケジュール 

2/28（日）～3/1（火）  

南センター特別リーダートレーニング（志賀高原予定） 

3/ 6（日）春季スキーキャンプ打ち合せ会 

東日本震災合同祈祷礼拝（：山手センター） 

3/13（日）南センター街頭募金活動 

15：30～16：30 （経堂駅前・田園調布駅前） 

3/18（金）―3/21（月） 

春季スキー実技リーダートレーニング 

3/26（土）―3/30（水） 

チャレンジスキーキャンプ（小学生） 

3/27（日）―3/30（水） 

リトルキッズスキーキャンプ（年中～小 2） 


