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☀ 10 月例会プログラム 

と き 10 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 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 

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              

６. 会   食 

７. 卓   話 南センターリーダーによる 

          夏のキャンプ体験談 

      堀内 昴 ほりうちあきら（ぐら） 君 

      山下 舞 やましたまい（くるとん）さん 

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 

   27 日 岩﨑メネット  28 日 岩崎 弘 君 

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 10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              ＊ ＥＭＣ/Ｅ・ＹＥＳ ＊ 担当主事 山梨 雄一  

                                 
                                                                   
       †今月の聖句 

   

    生涯の日を正しく数えるように 

       教えてください。 

  知恵ある心を得ることができますように。 

 

 （文語訳・参考） 

  願わくは われに おのが日を 

    かぞふることをして  

   智慧のこころを得しめたまへ。  

  Teach us how short out life is, 

   So that We may become wise. 

   旧約聖書 詩篇 90編 12節（ 寺門 選 ） 
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会員在籍  １１名 

 

出 席 率  ８２％  

 

 

 

第２例会 9/23 日（金） 

    （7 名出席） 

岩﨑、太田、小川、小原、

川嶋、寺門、張替、 

 
例会出席者   ９／１６ 
会  員              9名 
メネット             1名 
メイキャップ        0名 
ゲスト               1名  
ビジター        4名 
――――――――――――― 

    合 計       15名 
 

すずらん会参加者  9/23日（金） 
 ゲスト         31 名   
 スタッフ        11 名 
 合 計           42名 

 

９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 

９月         9,670円 

年度計       35,480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 

 この夏の異常な暑さ、立て続けに襲った台風、子供た

ちにとって、そのような中でのサマーキャンプはどうだ

ったのでしょうか？ 

 リーダーからお話しをしてもらいます。 

 

☀  第１例会報告  

 9月 16日(金)9月例会の卓話者として、入会早々の松

井直樹ワイズを迎え社会福祉の国際的視野からの話を伺

い啓発された。 

 彼の専門とする医療と介護の経営ジャーナル紙

Senior Communityの取材を兼ねた研修の記事は読者にと

り多方面からの視点に基づく学びと示唆を与えている。 

 団塊世代の高齢化に伴う 2025年問題（あと 10年も無

いのだが）について国の財政は逼迫し、認知症に苦しむ

者や年金減額により増加する生活困難者に対する支援の

遅れ等を懸念しつつ、世界の国々の社会福祉の事情を求

め先進的な政策や対策の取り組みを研究されている卓話

者の熱い思いにエールを送りたい。 

 小生も，是まで北欧やオセアニア地域・アジアの国々

の研修を共に学ぶ機会が与えられたが、映像を交え乍ら

の卓話により建国以来の福祉のあり方に各国の特色のあ

ることを知り得たことに感謝をしたい。 

 松井さんのこの度の訪問国は、主にキリスト教の伝

統・『隣人愛』に生かされた国々であると思われるが、

ボランティアへの参加・感謝の心を表す寄付文化に支え

られた人々による社会福祉は、今後の日本において実現

可能なのだろうか。 80歳を迎えた老人の老後（？）の

心配は誰が介護してくれるのか、睡眠薬に頼るしかない

のか不安が募る。 

 今日の卓話による指摘のとおり、その国の《文化度》

により福祉の尺度が計られるとすれば何時の日を待てば

良いのだろうか問いたいと思う。 

                   （寺門 記） 

 

 

冨田ワイズ：96 歳の誕生日をお祝いして  

 参加者からひと言 

          東京西クラブ 神谷幸男さん  

 太田勝人さんからのお誘いを受けて久しぶりに南セン

ターを訪れました。 

 「世界の主な国々の介護福祉について」との卓話題で、

私も地域で高齢者介護福祉活動しているＮＰＯ法人にか

かわっており、活動に直接かかわっている人たちから福

祉行政の矛盾の指摘を度々聞かされ、対応を検討したこ

ともありましたので、介護福祉先進国の最近の高齢者介

護事情を知る良い機会となりました。 

 私たちに余裕があれば介護福祉を支える地域の人々、

また行政の状況を実地で見聞きしたいなとも思いました。

講師の松井直樹さんに感謝します。 

 

☀ 第２例会報告 
１． 報告事項 

日時：９月 23日（金）16：00～17：00 

場 所：YMCA南コミュニティーセンター３階会議室 

出席者：岩﨑、太田 小原 小川 川嶋 寺門 張替 

打合せ事項 

１． 10 月度ブリテン 原稿担当 締切・印刷日決め 

２． 報告事項 

① ９月１０日（土）実施のＹＭＣＡ国際協力街頭募

金につき担当（張替）より報告（別項参照） 

② ９月 17 日（土）北東部部大会報告―太田さんより

９月 20 日（火）南センター活動委員会でのバザー

準備状況につき小原さんより報告－今年度は再度、

もちつきを 30ｋｇに復活、ジョンソンさんの応援

をいただき盛り上げたい。 

③ ９月 22 日（木）ＹＭＣＡインターナショナルチャ

リティーラン、イベント開始以来初めてだが悪天

候によりやむを得ず中止を決断－小原さん報告、

10 月１日（土）京急三崎口で湘南・沖縄部部大会

開催、10 月６日（木）ＹＭＣＡ国際委員会 於：

山手センター国際協力街頭募金評価及び今後の体

制について 

④ 10 月８日（土）十勝よりジャガイモの入荷、有志
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により南センターで荷卸し受け入れの後、 

東新部部大会に参加の予定。 

⑤ 10 月８日（土）・９日（日）新装なった御殿場東

山荘にて日本ＹＭＣＡ大会開催予定 

⑥ 10 月 15 日（土）つくば国際会議場にて関東東部

部会開催―太田さん出席 

⑦ 10 月 22 日（土）あずさ部部大会 於：ＡＹＣ太

田さん出席 

３． 協議事項 

① ９月度ブリテンにて経過を既報のハワイ Kaimuki

クラブ－世田谷クラブ－台湾高雄クラブとのトラ

イアングルＩＢＣの可能性につき引き続き協議。検

討した。この日お招きしていた台湾現地事情に詳し

い羽鳥さんが交通事情で来られなかったため、再度

機会をもうけること、またその間ブリテン交換など

を通して高雄クラブとの交流を深めつつ、少し時間

をかけて関係をつくりあげ提携に向けた準備を進

めることで合意した。太田さんからその旨高雄クラ

ブと Kaimuki の Seto さんに連絡をとっていただ

くことで了解。関連して世田谷クラブとの提携の如

何にかかわらず Kaimuki クラブとしては高雄クラ

ブとの提携を実施する考えである旨、太田さんから

付言があった。 

② 今後の卓話について：別項参照 

３月の合同例会の卓話のテーマ、卓話者については 

早めに検討・要 

                   （張替 記） 

                                                                   

☀「東日本区北東部部会に参加して」 

 さる 9/17（土）盛岡市ホテルメトロポリタンにて開催

された北東部部会に参加して参り、86 名の参加者を得て

ワイズらしく和やかに大会が行われました。 

 当日は、午後 1 時～3 時まで部会を開催し、続いて「も

りおかクラブ 10 周年記念例会」を持ち、全員で祝うと

共に、次の 20 周年、30 周年に向かって発展されるよう

気持を伝えて参りました。 

 部会では、大関ワイズが司会をされ、長岡部長の開会

点鐘と挨拶のあと、ワイズソング、聖書朗読、そして利

根川理事による祝辞へと続き、式典が進みました。 

 今回特筆すべきことは、「デンマークより STEP 留学

生のエスベン君（20 歳代）」が参加され、デンマークの

ワイズメンの現状を英語で15 分ほど説明された事です。

デンマークは人口550万人ですがワイズメンズクラブは

１４０もあり、ノルウエーと共に人口比で最もワイズメ

ンズ活動が浸透している国とのことでした。我々もワイ

ズ発展の為に、北欧に学ぶものがあるかと思いました。 

「もりおかクラブ 10 周年記念例会」では、井上クラブ

会長が挨拶され、“ワイズは何と楽しいクラブか、ワイズ

を発展させましょう”と元気良く締めくくり、全員と握

手をして帰路に着きました。有難うございました！  

                  （太田 記） 

☀「東日本区富士山部部会に参加して」 

さる 9/25（日）１３：００から富士市浅間神社内「樟泉

閣」にて 100名のワイズを集めて１７：３０まで開催さ

れ、参加して参りました。特に熱海グローリークラブの

皆さんには東京世田谷クラブを代表してご挨拶してまい

りました。 

第 1 部は富士市青少年相談センター所長の丸山さんから

「青少年の現状とこれから」と題して講演を頂き、“いじ

め、不登校に至る現実の話しと、そこからどう立ち直ら

せるか”元校長であり教育者のご経験から話を拝聴いた

しました。 

第 2 部部会は、増田部長による開会点鐘で始まり、いつ

もの式典の中で①小長井富士市長、②利根川理事による

祝辞があり、その後各事業主査と事業主任がペアーを組

んで報告し、私は御殿場クラブ泉文雄主査と一緒に国

際・交流事業に関して報告とお願いを致しました。 

第 3 部に入る前、浅間神社の前で記念撮影をし、会場に

入ると吉原高校生 16 名による「筝曲演奏」で歓迎して

くれて懇親会へと続きました。 

 帰りの新幹線の中で、ワイズの仲間 4 人と大いに議論

を出来たのもワイズの交流の賜物と感謝しつつ、帰宅し

ました。富士山部の皆さん、有難うございました！  

                   （太田 記） 

 

☀ 国際協力街頭募金について 

 ９月 10日（土）10時～16時、恒例の国際協力街頭募

金が、会員、園児、学生、リーダー、ワイズのみなさん

及びバングラディシュ協会ラーナ理事長父子、チョトシ

ョプノ代表ほか 162名の参加のもと 昨年に続き新宿駅

駅頭で実施され、募金 146,684円の実績を得ることがで

きた。募金額は昨年を下回ったものの、参加人員は過去

５年で最多を記録した。台風の当たり年の中、この日一
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日は幸い晴天に恵まれ、東口本部、西口小田急前、南口

バスタ前の三手に分かれ、終日元気いっぱいに活動を展

開した。 

 昼から本部脇の広場ステージで人気タレントの新曲発

表会、また同時に広場前の新宿通りが秋の交通安全パレ

ードの終着点になったことも重なり、午後に入りにわか

に足早の交通量が大幅に増え、募金の呼び声もかき消さ

れ気味に、集中力がそがれたのは誤算。とはいえ、新宿

に拠点を移して未だ２年目、今回また新たな問題点が見

いだせた収穫もあり、全体として準備段階から目標とし

てきた募金活動を通して、事業全体を考えるという方向

性が参加者全般に少しながら浸透しつつあることを期待

し、来年を期したい。       

                   （張替 記） 

☀ 沖縄だより 

    子供の貧困 
          沖縄那覇クラブ 大森節子さん 

 沖縄の経済は観光客の増加、外資の流入、情報通信産

業の成長等により好調ですが、反面、一人当たり所得や

賃金等が国内下位にあり、とりわけ子供の貧困は全国で

最も深刻な状態にあります。保護者の経済的要因が主た

る原因ですが、離婚率が全国でワーストワン、夜型社会

等で子供たちが不幸せな日々を送っている現状といえま

す。 

 ９月 25日の琉球新報の記事で、学費が払えず休学する

学生が 230人、退学する学生が 41人、奨学金を利用して

いる学生でも奨学金が家族の生活費にまわり授業料が払

えなくなった学生も相当数いるってことらしいのです。 

 子供の貧困は沖縄だけの問題でないことがわかりまし

た。それは「信徒の友」（日本キリスト教団出版局発行）

の特集で、タイで「サンタの家」を開園した吉田登さん

が帰国し、子供のために教会で取り組めることはないか

との発案で 2015年に「サンタこども食堂」が始められた

との記事でわかりました。もちろん教会で取り組むこど

も食堂の紹介で、沖縄の「こども食堂」のことも出てい

ますが、その他に NPOや民間の食堂もいくつかあります。 

 毎日充分に食べることが出来ない子どもたちがいるこ

とを、自分の問題として、真剣に考えて行動していかな

ければいけないと思っています。 

 

☀ 会長通信 １６１０ 

 10月に入ってもまだ暑い日が続いております。この夏、

東北、北海道地方を襲った台風の影響でしょうか、私の

働く市場にはここ何年も経験したことがないくらいに、

これらの地方からの松茸の入荷があり、市場らしく活況

を呈しております。 

 ワイズの活動もこの月はいろいろ予定されております。

頑張って活動に励んでいきましょう。 

 

 今後の卓話予告 

11月 NPO法人「JEN」代表 木山啓子さん 

12月クリスマス祝会 

    増田 琴牧師（経堂緑丘教会） 

1月 今村 讃ワイズ（横浜クラブ） 

    「尊敬する賀川豊彦先生」 

＊ 今後のスケジュール 

10/6（木）YMCA国際委員会 

10/8（土）朝「十勝じゃがいも」 

     東新部部大会（AYCにて） 

10/ 8-10  日本 YMCA大会、東山荘 

10/14（金）下北沢すずらん会 

10/15（土）関東東部部大会、つくば国際会議場 

10/19（水）ボラセン歌の広場、三茶 

10/21（金）第 1例会 

10/22（土）あずさ部部大会、AYC 

10/23（日）YMCA南センター、バザー 

10/28（金）YMCAすずらん会 

      第 2例会 

10/31-11/2 YMCA東京－ソウル－台北（STT） 

 

 
☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 
今秋、東京 YMCAから三浦、岡田、山梨の 3名が 75日

間の STEPⅡ研修と呼ばれる日本 YMCA スタッフ研修に参

加をさせて頂いております。通算 24期目となる今年度は

9つの都市 YMCA（盛岡・仙台・とちぎ・茨城・東京・横

浜・大阪・神戸・せとうち）から 14名のスタッフが東山

荘に集い、様々な研修を受けさせて頂いております。 

さて 10 月には南センター恒例のバザーが 10 月 23 日

（日）に予定をされております。地域の方々、ボランテ

ィアリーダー、会員、ワイズメン、スタッフが協働にて

行う大切なプログラムとなります。模擬店や子どもコー

ナー、ラッフル、そして長い歴史を誇るお餅つきなどご

用意していますので、お越し頂けることを楽しみにお待

ちしております。バザーの益金については熊本地震支援

募金、リーダー養成募金として大切に使わせて頂く予定

です。 

＜今後の予定＞ 

10月 23日（日）南センターバザー 

11月 26日（土）東京 YMCAソシアスフォーラム 

12月 3日（土）経堂エリア・クリスマス会 

                 （経堂緑岡教会） 

12月 10日（土）田園調布エリア・クリスマス会 

                 （田園調布教会） 

12月 26日－12月 30日 M1チャレンジスキーキャンプ 

12月 27日－12月 30日 M2リトルキッズスキーキャンプ 

1月  4日－ 1月 7日 オール東京スキーキャンプ 


