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☀ ８月例会プログラム 

と き ８月 12日（金）18：30～20：30 

ところ カフェ・ダイニング・エルヴェ 

    成城学園駅 成城コルティ２階 

電話 ０３-５４２９－１２８１ 

    開催日時、会場が変更しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 

司会 太田 勝人 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. Mr. Raymond Setoさんをお迎えして 

８．ハッピーバースディ       該当者なし 

９. 結婚記念日           該当者なし 

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 「私たちの未来は、今日より始まる」（Our Future Begins Today） Joan Wilson   (カナダ)  

ア ジ ア 会 長 主 題 「ワイズ運動を尊重しよう」 （Respect Y`s Movement） Tung Ming Hsiao (台湾）  

東日本区理事主題 「明日にむかって、今日動こう」 利根川恵子   (川越） 

東 新部 部長 主題  「今チャレンジ、明日に向かってワクワク東新部」 細川 剛 (東京） 

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 8月会報 会 計 小原 武夫 

副会長 寺門 文雄                 強調テ－マ 直前会長 太田  勝人 

書  記 張替 滋夫                   ＊  C S ＊ 担当主事 山梨 雄一  

                               Community Service  
                                                                   

       †今月の聖句 

 

神はわたしたちの避けどころ、わたしたちの砦。 

苦難のとき、必ずそこにいまして助けてくださる。 

わたしたちは決して恐れない 

God is our shelter and strength, 

Always ready to help in times of trouble. 

So we will not be afraid, 

       旧約 詩篇 46 編２節～（寺門 選） 
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会員在籍  １１名 

 

出 席 率  ９１％  

 

 

 

第２例会 7/22日（金） 

    （6 名出席） 

岩﨑、太田、小川、小原、

川嶋、張替、 

 
例会出席者   ７／１５(木) 
会  員             10名 
メネット             1名 
メイキャップ        0名 
ゲスト               2名  
ビジター       12名 
――――――――――――― 

    合 計       25名 
 

すずらん会参加者  7/22日（金） 
 ゲスト         41名   
 スタッフ        10名 
 合 計           51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

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 

７月         12,410円 

年度計       12,410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 

 ＩＢＣ先のハワイ Kaimuki Clubの Mr. Reymond  

Setoさんをお迎えして、場所を成城学園に移動しての例

会になります。幅広く、いろいろな方々と知り合えるこ

とがワイズのよさだと思いますが。楽しい例会を期待し

ています。 

 
☀  第１例会報告  

  東新部部長公式訪問 

 ７月 15日（金）新年度初例会は、細川 剛東新部部長

（東京クラブ）より、部長主題「今チャレンジ、明日に

向かってわくわく東新部」楽しみながら協同と共感を持

って支え合うクラブライフを送りましょうと、東新部第

20代目の部長として力強いご挨拶を頂いた。 

 同伴頂いた、伊丹一之直前部長、田中博之部書記、村

野繁部大会実行委員長、吉岡紀久雄部大会副実行委員長、

進藤重光部国際・交流事業主査、佐藤茂美部監事に、そ

れぞれの思いもお話いただけた。 

 会員増強、ＣＳ活動へのチャレンジを確認した新年度

初例会でした。 

◎ 第 20回東新部部大会ご案内 

開催日：2016年 10月 8日（土） 

会 場：アジア青少年センター・スペースＹ 

第 1部：10：30～11：30 東新部部会 

第 2部：14：00～16：00 ファミリーステージ 

     マラリアから子供を守ろう 谷本健一郎氏 

 

松井直樹さんを新入会員としてお迎え出来、 

入会式を部長立ち合いのもと行えた。 

 

松井直樹さんより一言 

生まれたのは東京都中央区馬喰町です。1988年から高

齢化問題の専門新聞社に入社して、現在、高齢者の医療

と介護の経営ジャーナル誌「シニア・コミュニティ」を

発行している（株）ヒューマン・ヘルスケア・システム

の代表をしております。 

寺門先生と小原様には、オーストラリアや中国の高齢

者問題の研修ツアーを通して、大変お世話になっており

ます。また、昨年 12月に召天された神山巍様が所属して

いた日本基督教団三鷹教会の教会員です。どうぞよろし

くお願いします。 

 

☀ 第２例会報告 

 日時：７月 22日（金）16：00～17：30 

場所：経堂南コミュニティセンター２階会議室 

出席者：岩﨑会長、太田、小原、小川、川嶋、張替 

 

報告事項 

１． 小原会計より 27 年度会計決算報告 

収入 1,386,887 円 

支出  833,831 円 

収支  553,056 円＝次年度繰越 

  対予算 150,808円オーバーの順調な決算 

２． 以下太田直前会長より報告と確認 

① 期初東新部半年報（７月１日付）会員数：90 名 

② ７月 15 日 東新部細川新部長及び役員による 

「公式訪問」にあわせ松井直樹氏の入会式を実

施在籍会員 11 名となる 

③ ７月16日開催の東京西クラブ 40周年記念祝会参

加者：岩﨑会長他、太田、小原、小川、寺門、張

替 ６名 
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④ ７月 17 日開催の新クラブ東京多摩みなみクラブ

チャーター・ナイトへの出席者：岩﨑会長 

太田、小原、寺門、張替の 5 名 

⑤ ７月 23 日 第１回東新部評議会の会場は社・体・

専で岩﨑会長以下太田、小原、張替の４名の出席

を予定していたが、寺門、松井両氏も遅れて加わ

り６名参加 

⑥ ８月４日－７日 台北にて開催のワイズ国際大

会には太田直前会長及び小原会計・メネットが参

加 

⑦ ＩＢＣ先のハワイ Kaimuki Club の Reymond  

Seto さんが来日。世田谷クラブ担当日の８月 12

日は 10 時に日暮里駅にて太田、小原、張替が出

迎え、スカイツリーにご案内、ランチの後散策、

夕方成城学園に入り駅２階カフェダイニング

「エルヴェ」にて８月例会に臨む。吉田紘子夫

妻、今村讃ワイズも出席予定。 

 

３． 協議事項 

① ７月 20 日喪中の石井さんより太田さんに電話に

て退会の意向が伝えられるも、当面休会扱いとさ

せていただくことで一致。 

② ８月 27 日（土）の東京ＹＭＣＡ夏祭りの役割分

担を確認―全員 10 時集合・11：30 開始に備える 

４． ＹＭＣＡ報告―別項参照 

（張替 記） 

                                                  

☀ 七夕の日に合わせて７秒間の黙祷 

 第 26回下北沢音楽祭・みんなのうたごえサロン 2016 

メネット不帰となって４ヶ月、月命日の本番に、喪主の

気持ちは複雑でしたが、委員長の朝日さんのご配慮で、

７秒間の黙祷を頂きました。このプログラムが地域に喜

ばれていることを改めて知りました。入場者数は昨年よ

りも多い２５０名ほど。勿論北沢小の合唱は大好評で、

アンケート回収率も高く、厳しくて温かい激励の感想に

とても慰められました。ワイズを通して地域に拡げたい

音楽の輪のひとつが、将来に繋がる形で継続できた事は

喜びです。伴奏者や司会サポート、ＰＣオペレーション

はもとより、支えてくださる友人の優しさに感謝です。 

 このプログラムを 11 月には石巻へ再展開したいもの

です。                （小川 記） 

  

☀ 東京西クラブ４０周年記念祝会に 

                   参加して 

 さる 7/16（土）13：00 より「中野サンプラザ」にて 

開催された記念祝会に参加して参りました。わが世田谷 

クラブからは岩﨑会長、小原、小川、寺門、張替ワイズ 

と太田の６名が参加し、永年親しく交流をしているクラ

ブとして心からお祝いの気持を伝えて参りました。 

 第１部では、高嶋会長による開会点鐘で始まり、チャ

ーターメンバーである山田利三郎ワイズが想い出深い話

しをされ、理事はじめ皆様方の祝辞と共に拝聴いたしま

した。 

 第２部で

は記念講演

としてラク

ビー界で輝

かしい実績

を残してき

た今泉 清

氏を招かれ

て選手とし

て、指導者として得た経験に基づいて ①チームビルディ

ングの作り方や ②モチベーションを高めるやり方等々

をマネジメントの現場を織り交ぜながら、熱く語ってい

ただいた。大変有益でワイズメンの生き方にも大いに参

考になる内容でした。 

 東京西クラブの皆さん、有難うございました。来年３

月には“合同例会”を開催し、今度はわが世田谷クラブ

がホスト役を勤めますので、全員お越し下さい。お待ち

しています。            （太田 記） 
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☀ 東京多摩みなみワイズメンズクラブ 

        チャーターナイトに参加して 

 2016年 7月１７日Ｃｏｎｔｉ多摩センターにて、東京

多摩みなみワイズメンズクラブチャーターナイトが開催

され、岩﨑会長・太田・小原・張替・寺門の５名のメン

バーでお祝いに参加した。 

 前々期東新部

長の太田さんの

熱心な協力など

により 15名の

会員を有する新

クラブが発足し

た。西日本区宝

塚・北東部仙台

青葉城ー石巻広域クラブ等からも駆けつけられ、総勢

101名もの参加者と共に、『国際協会加盟認証状伝達式』

に参列、クラブメンバー全員の決意表明に賛同し将来へ

の夢を語り合い懇親を深める一時を持つことが出来たこ

とに感謝した。 

                   （寺門 記） 

 

☀ 東新部第 1回評議会に出席して 

 7月 23日（土）13：30～16：00 

東陽町東京ＹＭＣA社・保専門学校において開催され、

世田谷クラブからは太田、小原、張替、寺門、松井、各

ワイズと岩﨑が出席。 

 細川部長の開会点鐘に始まり部長引継式・部旗引継式

に続き部役員就任式があり部長の挨拶・所信表明の後各

議案の審議がおこなわれた。 

 休憩の後、前年度東日本区第 4回役員会報告、前年度

東日本区年次代議員会報告今年度東日本区第 1回役員会

報告、部大会についての説明があり各クラブ報告があっ

てのち監事講評そして定刻に閉会。 

                   （岩﨑 記） 

 
☀ 会長通信 １６０８ 

  梅雨があけて、いよいよ夏本番、厳しい暑さが続き

ます。暑さが強くなり身体の調子をとるのが大変な季節

です。特に高齢者にとって水分の不足に気付かないで体

調を崩すかたがよくおられるそうです。適度に水分を補

給して体調を管理しワイズの活動をしましょう。 

                         （岩﨑 記） 

        

＊ 今後の卓話予告 

 ８月：Kaimuki Club Seto さんスピーチ 

 ９月：松井直樹ワイズによる卓話 

10 月：南センターのリーダーによる 

    夏のキャンプ体験談 

11 月：木山啓子氏による卓話（交渉中） 

12 月：クリスマス祝会 

    増田 琴牧師（経堂緑丘教会） 

 

＊ 今後のスケジュール 

8 /4-7  ワイズ国際大会、台北にて開催 

8 / 9（火）たんぽぽクラブの納涼例会 

8/12（金）下北沢すずらん会 

    ８月移動例会、成城学園前駅ビル２階 

8/17（水）ボラセン歌の広場、三茶 

8/26（金）ＹＭＣＡすずらん会 

     第２例会 

8/27（土）ＹＭＣＡ夏祭り 

    東日本区北海道部部大会、帯広 

 
☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

 熊本地震発生から３カ月を迎えた7月14日(木)に復

興支援の為の街頭募金活動を経堂駅前にて実施致しまし

た。南センター活動委員の方 3名、学生リーダー8名、

スタッフ 2名が集い約 1時間の呼び掛けで 19,095円の募

金が寄せられました。 

また今年も夏休みのシーズンプログラムがスタートを

し、7/17-7/18にて「はじめてのおとまり」キャンプが

実施されました。その名称の通り、年少から年長の幼児

を対象に初めて保護者から離れて山中湖センターでの 1

泊 2日、豊かな自然と優しいリーダーに囲まれて、そし

て次はどんな楽しいことが待っているんだろうといつも

わくわくしながら、過ごすことが出来ました。特にこの

プログラムは毎年人気があり、今年度も定員数を 5名増

やして 35名の子ども達が参加を致しました。ＹＭＣＡな

らではの野外教育キャンプへの入り口のプログラムとし

て高い人気を誇っています。 

 

■ＹＭＣＡスケジュール 

9月 5日（月）－6日（火）南センターリーダー主催 

   トレーニングキャンプ（川井キャンプ場予定） 

9月 9日（金）－11日（日）第 29回ﾕｰｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾘｰﾀﾞｰｽﾞ 

   ﾌｫｰﾗﾑ（山中湖センター） 

9月 12日（月）～14日（水）東京ＹＭＣＡリーダーズ 

   キャンプ（山中湖センター） 

 

【南センター夏季休館日：8月 1日（月）～8月 31日（水）】 

8 月 27 日（土）東京 YMCA 夏祭り（東陽町センター） 

8 月 28 日（日）ASCA クラス全体講師会 


