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☀ 1月例会プログラム 

と き 1月 20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 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 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  

６. 会   食 

７. 卓   話 「賀川豊彦先生について」 

           今村 讃 ワイズ(横浜クラブ) 

８．ハッピーバースディ ８日 小原 詔子さん  

 22日 太田 勝人 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                2017年 1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                ＊ I B C / D B C ＊ 担当主事 山梨 雄一  
                                                                                                    

       †今月の聖句 

  一粒の麦が地に落ちて死ななければ、 

  それはただ一粒のままである。 

  しかし、もし死んだなら、 

  豊かに実を結ぶようになる。 

I am telling you the truth : a grain of wheat 

remains no more than a single grain unless 

it is dropped into the ground and dies. If it 

does die,then it produces many grains. 

 

新約聖書 ヨハネによる福音書 12:24 （小川 選） 
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会員在籍  １１名 

 

出 席 率  ８１％  

 

 

 

第２例会 12/16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    １２／１６ 
会  員              9名 
メネット             1名 
メイキャップ        0名 
ゲスト               4名  
ビジター        4名 
――――――――――――― 

    合 計       18名 
 

すずらん会参加者 12/16日（金） 
 ゲスト         32名   
 スタッフ        10名 
 合 計           42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

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 

12月           0円 

年度計       51,859円 

*オークション 18,400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 

 昨年８月 ハワイ・カイムキクラブの Setoさんをお迎

えして成城学園カフェダイニング・エルベでの移動例会

に参加してくださった横浜クラブの今村ワイズに卓話し

ていただきます。 

 題して「賀川豊彦先生について」です。どのようなお

話を聴かせて下さるのか？ 

 

☀  12 月クリスマス特別例会報告  

 例会当日のお昼は、15 年続くクラブ伝統の YMCA す

ずらん会(童謡・唱歌を歌う集い)で、クリスマス特別プ

ログラムを開催しました。 用意するお菓子は「シュト

－レン｣ビンゴゲームでプレゼントを頂きました。 小川

メネット亡き後ですが、アルマムジカの応援団がお世話

して下さり、喪主は哀しさを抱きしめました。クラブに

感謝します。 

 続いてもたれた役員会をはさんでの、クリスマス特別

例会です。第一部礼拝は、昨年に続いて経堂緑岡教会の

増田琴牧師。サイモン＆ガーファンクルの歌う「聖しこ

の夜」をモチーフにしたクリスマスメッセージは印象に

残りました。奏楽はすずらん会と同じ応援団の武藤栄子

さんです。 

 第二部のお食事と祝会も楽しく、恒例のオークション

は 18,400 円の売り上げ。また新たにプレゼント交換も

行って、大いに盛り上がりました。特筆は、先月からゲ

ストでご参加の佐藤百合子さん。勇気を持ってワイズソ

ングの伴奏をして下さり、12 月の誕生祝ではイエス様と

二人でお祝い。ハッピーバースデイの伴奏までお願いし

たのです。来年は、ワイズソングも含め生演奏のある東

京世田谷クラブになりたいですね。     

（小川 記） 
参加者から一言 
                佐藤百合子さん 

 初めて世田谷Y's mens clubのクリスマスに出席しま

した。まずミサから始まり、それから食事とクリスマス 

プレゼントの交換です。これほど豊かで、心暖まるクリ

スマス会は、近年ないことでした。皆様方に感謝いたし

ます。牧師先生のお話も、心に思うことがあり、それか

ら皆様の余興も素晴らしかったです。 

 ありがとうございました。 

  

☀ 第２例会報告 

日時：12月 16日(金)16：00～17：00 

場所：ＹＭＣＡ南コミュニティーセンター３階大会議室 

参加者：岩﨑、太田、小川、小原、川嶋、寺門、張替 

今月はクリスマスのため役員会を第一例会と同日開催 

とし時間を１時間に短縮しておこなった 

 

打合せ事項 

１． １月ブリテン内容確認決定―12 月 30 日原稿締切 

１月６日印刷とする 

 

２． 報告事項 

① 下北沢キャロリングについて―小川さんより 

昨年に続き下北沢駅北口前広場でアドベント期

間中東京都民教会はじめ近隣の教会員を中心と

してクリスマスキャロルを歌い、クリスマスの

メッセ―ジを発信し、ゆくゆくは地域の伝統行

事に育ててゆきたい 

② ２月 18 日（土）開催の「ＥＭＣシンポジュウム」 

の準備状況について―太田さんより 

日時：2017 年２月 18 日 13：30～16：30 

会場：山手センター２階「ＳＴＥＰ」の間 
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主催：東新部 協賛 東日本ＬＴ委員会年来の

テーマである会員増強について若手会員による

問題提起を中心にグループディスカッションを    

おこない具体的提言をまとめたい。パネリスト

として、世田谷クラブから松井直樹さんが参加

予定。 

③ 12 月 14 日(水)YMCA３法人合同クリスマス会 

④ １月７日（土）の在京ワイズ新年会及び参加者

確認 ホストクラブは「たんぽぽクラブ」 

⑤ １月 10 日（火）東京クラブ１月 100 人例会 

卓話者 元日銀総裁白川氏 

⑥ １月 10 日 後期半年報提出―山梨主事を記載 

 

３． 協議事項 

① ２月例会の卓話者について 

毎月上馬のボラセン歌ごえの会の伴奏を担って 

いただいている佐藤百合子さんを第一候補とし、 

小川さんから打診をしてもらうことに。 

② ２月４日―５日東山荘にて開催される「第２回 

東西日本区交流会」の参加者の確認－太田さん 

が準備委員として企画に参画中、多勢の参加者

が望まれる中、世田谷クラブからは当面６名の 

参加の予定。 

③ 西日本区ＤＢＣの候補について 

太田さんより提案―今後幾つかのクラブを念頭

にパートナー探しに努める 

               （張替 記） 

                                                              

☀ ミシガン州より Happy New Year！ 

                三上 洋輔さん  

 

稀にみる熱を帯びた昨年の大統領選挙は、一般投票で

過半数を制しても、州ごとの選挙人（計 538人）の過半

数を取り、最終的に選挙人による選挙で過半数を取って

大統領が決まる選挙人制度でのトランプ氏勝利でした。 

州ごとに取った選挙人数がイコールで選挙人による選

挙に反映されると思いきや、トランプ票から２人、クリ

ントン票から５人が造反し第三者に投票したようですが、

トランプ氏優勢は変わらずに終了。理屈の上では、選挙

人による選挙で多くの票の造反があれば、最後でドンデ

ン返しの可能性があります。選挙人数で圧勝のトランプ

氏ですが、クリントン氏が一般投票数で上回ると言われ

ると果たして民意はどちらにあるのでしょうか。 

開票に一番時間がかかったのは当地ミシガン州で、か

なりの日数を要した結果はトランプ氏に。労組の影響が

強い東部に有権者が多く、伝統的に民主党の基盤でした

が、地元産業が国外勢に押されて仕事を失ったことに対

する不満が沸騰したという面は事実だと思います。 

外野席の私に、もし、投票権があるとしたら、トラン

プ氏に投じたでしょう。エンタメ的言動や政治キャリア

の無いことは問題ですが、最高裁判所判事任命に関する

大統領の権限を考えるとクリントン氏では不安です。 

今や、米国は複雑かつ多層化した移民の国ですから、

建国の理念とかバックボーンの価値観は色あせていくの

かも知れません。それでは寂しいではないかというのが

私見で、現在空席になっている一席に誰が座るのかによ

ってそのような理念や価値観の行方は左右されるはずで

す。ここの判事の任期は大統領と違って終身ですから、

決定事項は政策の変更のようには変えられません。私の

肌感覚ではここに注目してトランプ氏に投票した有権者

がそれなりにいたと思います。何れにしても地に平和を

と願わざる得ない世界に新大統領が良き指導力を発揮さ

れることを期待しています。 

 

☀ YMCA３法人 

合同クリスマス祝会に参加して 

 

師走の 12/14（水）東陽町センター１階にて、東京

YMCA,YMCA 学校法人、（株）YM サービスの３法人合

同のクリスマス礼拝・祝会に わが世田谷クラブから小

原、寺門ワイズと太田の３名が出席して参りました。 

第１部礼拝では、学生キリスト教友愛会の野田 沢牧

師による祈祷・説教・祝祷を頂きました。一年を締めく

くるにふさわしい“聖霊”を心と体に吹き込んで下さい

ました。 

第２部で、50 年・25 年会員継続賞と YMCA25 年勤続

者賞等表彰式があり、第３部で「クリスマス祝会―懇親

会」へとプログラムが続いていきました。各表彰者より

YMCA の会員となったきっかけや友人との思い出など

を発表してもらい、皆様 YMCA に入ってよかった、と

ユーモアを交えて語って下さいました。 

“YMCA”の持つ伝統やブランドの力等々強く感じ取る

と共に、積極的に YMCA の諸行事に参加すると共に、

友情の輪を広げていくことの尊さを痛感した次第です。 

終わりに、全体を通して飯 靖子理事によるオルガン奏

楽が全て心に浸み込む素晴らしい演奏で、想い出の一つ

として残る 2016 年となりました。 感謝しつつ、 

      （太田 記） 
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☀ YMCAオープンハウスに参加して 

  12月 23日、YMCA東陽町センターに於いて開催され

たオープンハウスに初めて参加。東京クラブ、東京むか

でクラブ、東京グリーンクラブなどによる模擬店やバザ

ー、地元の消防署職員による地震体験車での体験、AED

の講習、バングラデシュを支援しているチョトショプノ

の方々もブースを出展されているなど、多くのイベント

に大勢の参加者で大盛況でした。 

（岩﨑 記） 

☀ キャロリング in 下北沢 

 YMCA すずらん会の活動を下敷きに、2015 年のアド

ベントからスタートしました。 

駅の大改装に伴う下北沢駅前は、外国人も多い繁華街

です。そして周辺にたくさんの教会。讃美歌好きのすず

らん会有志が呼びかけて、市民クリスマスを目指してい

るのです。 今年はお天気に恵まれました。 道行く家族

や、外国人が一緒に歌う一幕もありました。最終日には

ピアニスト一家がピアニカ持参で飛び入り参加。のべ九

つほどの教会が集いました。 

(小川 記） 

 

☀ 会長通信 １７０１ 

 あけましておめでとうございます。お変わりなく新し

い年をお迎えのことと思います。昨年はオリンピックで

多くの感動をいただきましたが、熊本での大地震をはじ

め、東北、北海道を襲った台風は自然の驚異を見せつけ

ました。今年もイベントが多くありますが楽しいワイズ

を目標に頑張りましょう。 

 今後の卓話予告 

  ２月：佐藤百合子さんによる「老年学について」 

  ３月：東京西クラブとの合同例会 

   松井直樹ワイズによる「先進主要国での福祉介護」 

   

＊今後のスケジュール 

  1/7 (土)  在京ワイズ新年会、山手センター 

  1/13(金) 下北沢すずらん会歌声広場 

  1/18(水) ボラセン歌声広場、三茶 

  1/20(金) 第１例会―村野繁さんの入会式 

  1/27(金)  YMCA すずらん会 

       第２例会 

  1/28(土) 東新部次期役員研修会 

      15：00－山手センター 

  2/4-5  第２回東西日本区交流会 

       東山荘にて、１泊２日 

  2/7 (火)  YMCA 国際委員会、山手センター 

  2/10(金) 下北沢すずらん会歌声広場 

  2/15(水) ボラセン歌声広場、三茶 

  2/18(土)  LIBY C/コンサート 阿佐ヶ谷教会  

      ・EMC シンポジウム、山手センター 

      ・沼津クラブ 50 周年、沼津 

 
☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 
 12月 3日経堂緑岡教会、12月 10日田園調布教会にて

南センターこどもクリスマス会は多くのこども達の参加

もあり、素敵な一日を過ごすことが出来ました。 

 また 12 月 15 日～12 月 18 日には、今冬スキーキャン

プに参加をするボランティアリーダーの為のスキー実技

トレーニングが実施をされました。個々のスキー技術向

上と指導法理解に加え、リーダーとしての大切な役割に

ついて多くの学びの時となりました。 

 今冬も南センター主催のキャンプには総勢 84 名の年

中～小学 6年生までのこども達が参加を予定しています。

一人ひとりにとってかけがえのない体験の日々となるよ

うスタッフ、リーダー一同、準備を進めております。 

 

＜南センタースケジュール＞ 

2月 4日～5日 アドベンチャークラブ 1泊会 

（高尾の森わくわくビレッジ） 

2月 7日 春季スキーキャンプ受付（優先） 

2月 9日 春季スキーキャンプ受付（一般） 

2月 21日 南コミュニティー活動委員会 

2月 25日～26日 冒険くらぶ 1泊会（尾瀬・丸沼高原） 

3月 12日 南センター東日本震災復興支援街頭募金 

（経堂・田園調布） 

 

■南センター年末年始 休館日 

2016年 12月 23日（金祝日）～2017年 1月 9日（月祝日）

の期間、南センターは休館となります。 


