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☀ 11月例会プログラム 

と き 11月 18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 張替 滋夫 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 「誰かのためなら人は頑張れる 

       国際自立支援の現場で見つけた生き方」 

       NPO法人「JEN」木山 啓子 代表理事 

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 11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              ＊   ワイズ 理解  ＊ 担当主事 山梨 雄一  

                                 ファミリーファスト  
                                                                   
       †今月の聖句 

  

あなたがたは、それぞれ賜物を授かっているのです

から、神のさまざまな恵みの善い管理者として、そ

の賜物を生かして互いに仕えなさい。 

 

Each one,as a good manager of God’s different 

gifts,must use for the good of others 

the special gift he has received from God. 

新約聖書 ペトロの第一の手紙 ４章 10 節  

（ 小川 選 ）   
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会員在籍  １１名 

 

出 席 率  ７２％  

 

 

 

第２例会 10/28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   １０／２１ 
会  員              7名 
メネット             1名 
メイキャップ        1名 
ゲスト               4名  
ビジター        3名 
――――――――――――― 

    合 計       16名 
 
すずらん会参加者 10/28日（金） 
 ゲスト         34名   
 スタッフ        11名 
 合 計           45名 

 

10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

2016 年 10 月 31 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 

10月         8,379円 

年度計       43,859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 

 第５回オープンフォーラム Yに於いてお話し頂いた木山啓

子氏をお招きしました。 

 世界各地の人道支援の現場で活躍された状況をお聴きで

きる、貴重なひと時となることでしょう。 

 

木山啓子氏 プロフィール 

 特定非営利活動法人ジェン（ＪＥＮ）代表理事。 

1992年米国ＳＵＮＹバファロー校社会学大学院修士 

民間企業勤務後、1994年ジェン創設に参加。 

旧ユーゴ地域代表、事務局長等を歴任後 2016年 

４月より現職。緊急支援がうむ依存に着目、緊急事態 

からの自立支援を提唱。アフガニスタン、パキスタン、 

イラク、ヨルダン、スリランカなど 24の国と地域で 

活動。日経ウーマン誌、ウーマン・オブ・ザ・イヤー 

2006大賞。著書「誰かのためなら人はがんばれる― 

国際自立支援の現場でみつけた生き方」（かんき出版） 

 

☀  第１例会報告  

 様々な理由で欠席のメンバーを思うと心配もあり、心

落ち着かない面もあります。それでも、南センターの若

きリーダーお二人のフォーラム初参加のレポートは、こ

れからのＹＭＣＡ活動の推進力となるぐら＆くるとん

の素直で希望に満ちた報告に、一同喜びを覚えました。

リーダー二人の、家庭料理の２色カレー！に対する喜び

の御礼は、当然とはいえ嬉しい限りで小原メネット＆コ

メットと川嶋さんに感謝です。 

 また、Ｄ

ＢＣの那覇

クラブから

大森節子ワ

イズが参加

されたこと、

１年ぶりで

出かける石

巻音楽ボラ

ンティアに、伴奏者として参加してくださる佐藤百合子

さんがワイズソングと誕生お祝いのピアノを弾いて下さ

った事はとても大きな感謝でした。 飛び入りのような 

目黒クラブ村野ワイズも大歓迎でした。 

                   （ 小川 記 ) 

 リーダーズフォーラム報告   

        (堀内晟) ぐらリーダー   

 私は 9月 9日から 11日にかけて行われたユースボラン

ティア・リーダーズフォーラムに参加しました。青山鉄

兵さんの基調講演では「関わること・遊ぶこと・悩むこ

と」をテーマに講演していただきました。 

 私が印象に残っていることは、遊びを工学用語の隙間

や緩みと考えることです。 

 遊ぶ内容を前

もって考えて準

備することも大

切ですが、時に

それは子どもに

とってこなす遊

びになってしま

います。 

 隙間や緩みの

ように遊心をもつことの大切さを知りました。講演を基

にグループで「今リーダーに求められること」について

話し合いました。お互いの悩みを相談し合ったり、自分

の活動を紹介したりいろいろな意見を交換し合いました。 

 基調講演、グループワークで自分の考えが変わったり、

またこれでいいんだと再確認できました。この経験をリ

ーダーで共有、より良い活動にしていきたいと思います。 

                      

☀ 第２例会報告 
日時：10月 28日（金）⒗：00～⒘：30 

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、小川、小原、川嶋、寺門、張替 

    村野（ゲスト：目黒クラブ） 

1. 打合せ事項 

  １．11月度ブリテン：原稿分担、締切日・印刷日 

２．報告事項 

① 東日本区各部会参加報告―出席者太田さんより 

１日湘南沖縄 ８日東新部 15 日関東東部 

22 日あずさ部―別項参照 

② 10 月６日 YMCA 国際委員会―街頭募金評価他

につき 出席者・張替委員より 

③ 10 月８日 東新部部会、じゃがいも入荷・配送 

④ 10 月 18日 南センター活動委員会・バザー準備                 

「No More Japan 」主催パーティーで―太田さ

ん、対外人脈づくりとテーマの共有ができた。 

10 月 23日南センタ―バザー、成功裡に開催 

⑤ 目黒クラブ解散につきー目黒クラブ村野会長よ

りいきさつと今後の展望につき説明と世田谷ク

ラブ転入希望の表明ありー正式手続きを進め11

月より例会への出席を要請。 

⑥ 10 月度第２例会時の申し合わせに従い、台湾高

雄クラブ宛て、太田さん 10 月ブリテンを郵送。 

３． 協議事項 

① 世田谷区地域支援事業による、すずらん会への

支援金についてー担当の小川さんが中座したた

め後日改めて検討することにした。 

② ＹＭＣＡすずらん会剰余金とその活用について 

金額確認をし全体経費バランスを見ながら後日 

配分決定することに。 

③ 会員増強キャンペーンについて―太田さんよ

 り。東日本区菊池事業主任主導―1000 名を目

 標世田谷クラブも目標にむけ相応の尽力が必

 要。 

④ 東京西クラブとの合同例会（3 月 17 日）と卓話
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 者候補者：伊藤千尋さん、松井さん、ラーナさ

 ん伊藤さんの可能性をメインに日程等をまず

 確認同時に会場候補・経堂生協クラブ会議室の

 予約可能性を張替が急ぎ確認する。 

⑤ 東西２区分離後 20 周年誌のクラブコンテン

 ツ 11 月 10 日締切日までに対応 

                   （張替 記） 

                                                                   

☀「湘南・沖縄部」、「関東東部」、「あずさ部」 

３部会に参加して  

10/1三浦半島、三崎口にて開催された「湘南・沖縄部」 

部会。10/15つくば市、国際会議場にて開催された。 

「関東東部｣部会。10/22東京水道橋 AYCにて開催された 

「あずさ部」部会に参加してまいりました。 

３つの部会はいずれもいつもの式典通りに進み、記念

講演のあと懇親会があり、同じワイズの仲間同士の交流

を深めることが出来ました。 

私は、国際・交流事業主任として、懇親会の中でアッ

ピールタイムを頂き、①今年度の「BF代表」募集につい

て、②「TOF 献金」に関して、国際協会が選定した８件

の事例など実際に活かされている実態をお話しし、そし

て③使用済み切手の継続と“無から有を生む”ワイズの

伝統、一方送料を節約する方策などを夫々の部の事業主

査と共に皆さんに伝えてきました。 

湘南・沖縄部の加藤利栄ワイズはじめ、各部の方々と

話し、交流し、「ワイズって素晴らしいなあ！」と感じた

次第です。それもわが世田谷クラブの皆さんからの支援

があって出来ることであって、感謝に耐えません。 

北海道部会には台湾での国際大会参加を優先した為、

参加出来ませんでしたが、それ以外の全ての部会に参加

して交流に努めて参りました。 有難うございます。 

（太田 記） 

第 20回東新部大会に出席して 

10月 8日（土）YMCAアジア青少年センターに於いて、目

黒クラブがホストで、「今チャレンジ、子どもをマラリア

から守ろう！」をテーマに開催された。 

第一部：10 時 30 分、田中東新部書記の司会により細川

部長の開会点鐘、挨拶。引き続き、村野実行委員長より、

東京目黒クラブ 50周年の挨拶、来賓の東京 YMCA菅谷副

総主事、利根川東日本区理事からの祝辞をいただき、東

新部の各役員が紹介され、太田会員増強事業主任を始め

各主査のアピール、前年度の事業表彰が伊丹直前部長か

ら。その後、松井直樹さん他、新入会員の紹介の後、伊

藤幾夫次期東新部部長の閉会の挨拶で終了となりました。 

14時から第二部へ。 

「蚊はなぜこわー

いのか？」国立国

際医療センターの

狩野繁之先生の講

演、テレビでおな

じみの谷本賢一郎

さんによるファミ

リーステージ「子

どもをマラリアか

ら守ろう」が 2部

から参加された大

勢の子供さんたち

を含めて家族の皆

さんに好評のうち

に開催されました。

我がクラブから太

田、小原、張替、

松井、岩﨑各ワイズが、参加予定の小川、寺門ワイズは

ちょうどワイズポテトの到着に立会って参加できません

でした。                （岩﨑 記） 

 

☀ ソウル・台北・東京 YMCA指導者協議会 

  （S・T・T）－第１９回－に出席して 

 10月 31日～11月２日スカイツリーの御膝元『リッチ

モンドホテルプレミア東京押上』にて東京 YMCA主催の協

議会が 67名の参加者のもとに開催された。 

 世田谷クラ

ブから張替国

際委員会委員

長・太田・小

原・寺門の４

名が参加した。 

 ２日目の朝

礼拝の後『高

齢社会におけ

る YMCAの役

割』と題する

山田公平氏

(前アジア・太

平洋 YMCA同

盟総主事） 

の８項目のテ

ーマに沿って

アジアの高齢者問題を丁寧に分析された後、「YMCAの役

割について」の各国の参加者より熱心な質疑が繰り返さ

れ理解が深められた。 

 その後、各国の YMCAの取り組む高齢者対策について報

告がされた。これまで青少年中心に行われてきた YMCA

運動が、どの国においても増え続ける高齢者福祉支援の

問題への対応が求められていることを痛感した。 

 国際平和の伝道者の役割を担う YMCAとして、この様な

情報交換の場を与えられる機会が多くなることを念じて 

います。                （寺門 記） 

                    

☀ バザー報告 

     (菅野攻太) アタックリーダー 

「おいでよ！南の島！」これが今年のバザーのテーマで

した。このテーマには、南センターの温かい雰囲気を地

域の方にも知ってもらいたい、という想いが込められて 

います。準備は８月後半から本格的にスタートし、バザ

ー１週間前からは毎日多くのリーダーが準備を進めてく

れました。 
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 当日は見事な

秋晴れに恵まれ

ました。各ブー

スではリーダー

同士で協力をし、

どうしたらもっ

とうまくいくか

を考え、一人一

人が積極的に動

いてくれていま

した。実行委員の私達は、外や室内の各ブースを回りま

した。どのブースも笑い声は絶えず、南センターの温か

い雰囲気がでていたと思います。 

 準備、片付けを含め反省はたくさんあります。しっか

りと評価をし、来年度に活かしていこうと思います。多

くの方々のご協力があり、バザーを成功させることが出

来ました。大変だと思うことももちろんありましたが、

何よりも楽しく、充実した時間を過ごし、最後には大き

な達成感を得ることの出来たバザーでした。 

 

☀ 今年も「のぞみの家」に 

 十勝のワイズポテトをお届けしました。突然の訪問で

したが、責任者の山崎先生は喜んでくださり「とても困

難な時代です。世田谷クラブの皆さんが覚えてくださる

事で元気が出ます。皆様に宜しくお伝え下さい」と。 

 児童福祉の最前線に立ち続ける「のぞみの家」のため

に祈ります。会議を中座してのお届けで、写真撮影を逃

しました。               （ 小川 記 ) 

 

☀ 沖縄だより 世界のウチナーンチュ大会            

          沖縄那覇クラブ 大森節子さん     

世界のウチナーンチュ大会は５年に一度行われ、今

年は第６回目となりました。10月 26 日の前夜祭を皮

切りに 27日～30 日の期間中さまざまなイベントが催

されました。 

 大会のテーマは『ウチナーの躍動・感動 世界へ響

け！』。沖縄と海外のウチナーンチュが手を携え、沖

縄の魅力と可能性を世界に発信しました。 

 10月 26 日の前夜祭は、３時から始まり６時まで、

国際通りでパレードが行われました。私も国際通りは

家から近いので見に行きました。28 の国から 7,000

人余の方々が、各々の国の衣裳で、何箇所かで踊り、

笑顔で行進する姿を見て、まさに祖先を同じくするウ

チナーンチュと思いました。沿道の人々は「お帰りな

さい」と声をかけていました。 

 沖縄の移民は、1889 年米国本土に渡航、1900 年ハ

ワイへ、1906 年ペルー、1908 年にはブラジル到着。

奴隷制度が廃止されたばかりのブラジルでは、初期移

民は奴隷の代替労働力として使われるなど苦境の中

に置かれました。想像を絶するような苦難を乗り越え、

ブラジルの県人会は、今では一番多く 16 万人超、ペ

ルーが７万人超、アメリカ本土６万人超、ハワイ４万

５千人超、アルゼンチンやボリビアにも多くの沖縄の

人が移住定着しました。現在、世界のウチナーンチュ

は 42万人を超えています。 

 渡航した一世の方々は、未開地の開墾、奴隷のよう

な労働契約、差別等の苦難・苦悩を乗り越えて各地で

根付いていきました。 

 

☀ 会長通信 １６１１ 

  この一年、各地に起きた地震、大雨、夏の干ばつ、

自然の脅威に悩まされました。11月に入り、年に一度の

お取引先からお正月のお飾り用の橙の注文が入りました。

いつもこのころになると、一年を振り返ってみてやはり

充分な活動ができなかったことを今年も反省しています。 

 

 今後の卓話予告 
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」 

2月 & 3月 企画中 

今後のスケジュール 

11/５（土）第２回東日本区役員会 四谷 

11/11（金）下北沢すずらん会 

11/12（土）東新部第２回評議会 

      高尾わくわくビレッジ 13：30 

11/16（水）ボラセン歌の広場、三茶 

11/17（木）YMCA/YWCA合同祈祷会 AYC・9F 

11/18（金）第 1例会 

11/21（月）YMCA午餐会 東大 YMCA 12：00 

    卓話：松香ワイズ「ミツバチと蜂蜜」 

11/24（木）YMCA国際委員会 

11/25（金）YMCAすずらん会  第 2例会 

11/26（土）YMCAソシアスフォーラム 山手 

       
☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 
 10 月 23 日（日）天候にも恵まれて毎年恒例の南セン

ターバザーを実施致しました。世田谷、目黒両ワイズメ

ン、会員、ボランティアリーダー、スタッフとの協働に

て賑やかな一日を過ごすことが出来ました。売上概算と

しては、約 40万円となり、益金については、リーダー養

成募金、支援募金等々に用いさせて頂きます。 

 STEPⅡ研修（日本 YMCA同盟スタッフ研修）では 10月

24日～28日にかけて韓国ソウル YMCAへ訪問させて頂き

ました。ツアーにて板門店へも行かせて頂き、日韓の歴

史と南北の現状などについて、実り多き研修を過ごさせ

て頂きました。 

 

＜南センタースケジュール＞ 

12月 3日 経堂エリア・クリスマス会 経堂緑岡教会             

12月 4日 冬季スキーキャンプ打ち合せ会 

12月 10日 田園調布エリア・クリスマス会 田園調布教会                  

12月 15日～18日 スキー実技 リーダートレーニング                

12月 26日～30日 M1チャレンジ スキーキャンプ 

12月 27日～30日 M2リトルキッズスキーキャンプ 

2017年 1月 4日～7日 オール東京 スキーキャンプ 


