
 

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

☀ ２月例会プログラム 

と き ２月 17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 峰  毅  君  

４．ゲスト＆ビジター紹介 岩﨑 弘 会長  

５. 食前の祈り 山梨 雄一 君 

６. 会   食 

７. 卓   話 「老年学について」 

          佐藤 百合子さん  

８．ハッピーバースディ 10日 峰 朋子さん  

 13日 張替 淳子さん  

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 2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              ＊ T O F  Time of Fast ＊ 担当主事 山梨 雄一  
                                                                                                    

       †今月の聖句 

   

      主に自らをゆだねなさい。 

   主はあなたの願いをかなえて下さる。 

 

   Seek your happiness in the LORD, 

  and he will give you your heart’s desire. 

 

   旧約聖書 詩篇 37 章 4 節（峰 毅 選） 
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会員在籍  １３名 

 

出 席 率  ７７％  

 

 

 

第２例会 1/27日（金） 

    （8 名出席） 

岩﨑、太田、小川、小原、

川嶋、張替、村野、山梨 

 
例会出席者    １／２０ 
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        7名 
――――――――――――― 

    合 計       20名 
 

すずらん会参加者  1/27日（金） 
 ゲスト         38名   
 スタッフ        10名 
 合 計           48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

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 

 1月        11,910円 

年度計       63,769円 

 

JOCS累計 
使用済み切手と併せて 
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 
 もう、すっかりお馴染みになった佐藤百合子さんによ

る「老年学について」、私たちにとって身近なお話になる

でしょう。期待して伺いましょう。 

 

◆佐藤百合子さんご紹介 

ボラセン歌声広場（三軒茶屋）での選曲と伴奏をお願い

しています。また昨年 10月には石巻でのＹＭＣＡ歌声広

場の選曲と伴奏も引き受けていただきました。産業能率

大学の元教授で経済や財務などの研究者であられます。

今日は、老人が学ぶ老年学。興味津々です。（小川 記） 

 

☀  1 月例会報告  

 １月 20日（金）18：30～20：30 

 YMCA 南センターにて開催された「1 月例会」に会員

とメネットで 11 名、ゲスト 2 名、ビジター7 名、合計

20 名集いて新年にふさわしい例会を持つことが出来ま

した。 

 岩﨑会長による開会点鐘にて会は始まり、佐藤百合子

さんにピアノ伴奏をして頂いてワイズソングを一同で歌

い、村野 繁君（元東京目黒クラブ）の転入会式を伊藤

幾夫次期東新部長立会いの下厳粛に行った後、わが世田

谷クラブの誇る（？）美味しい手料理を味わい、横浜ク

ラブの今村 讃ワイズによる「賀川豊彦先生」について

卓話を拝聴いたしました。 

 賀川豊彦先生は 1888 年神戸のお生まれ、1960 年召天

（72 歳）されるまで当時の世相の中で、社会の実態を直

視し、キリスト教の“愛の精神”と“自己犠牲の精神”

で常に弱者の味方となり、行動力を伴った素晴らしい人

生を送られ、大きな影響力を国内外に与えました。 

弱者への味方から自ら神戸の貧民窟に住み、“労働運動”

を始め、農村の発展の為、“農業組合”（農協のはじめ）

を作り、庶民の為の“神戸生協”を創って社会を変えて

いく運動を実践していった話を伺いました。 

 今村さん、テーマ良し、深く慈愛に満ちた調査の上に

立って、情熱溢れる語りといい、全員に感動を与えてく

れました。 

感謝、感激です。 ウクレレ演奏も花を添えてくれました。 

                    （太田 記） 

 

世田谷クラブ１月例会に参加して 

                 今村 讃さん 

 直前会長の太

田様から１月例

会で「賀川豊彦」

について卓話の

御依頼があり、

息子の創太と参

加する事になっ

た。 明治・大正・昭和の３代を通して空前絶後と云わ

れる巨人賀川豊彦の事をいくらか知っていただけたと思

っている。混迷する今日我々は賀川の精神に学ぶべき時

ではなかろうか。 

 例会の印象はアットホームで温かい雰囲気に満ち、御

婦人方の手料理による御食事は素晴らしかった。 

私の横浜クラブ入会のきっかけは 1993 年カイムキクラ

ブ 30周年に世田谷・南・横浜クラブによるハワイツアー

であった。それ以来カイムキの方の来日の際、2013年の

カイムキ 50周年のハワイ行き等、世田谷の皆様とは親し

い交流が続いている。感謝と共に名門クラブの益々の発

展を心より祈る次第である。 

 

村野 繫君 東京世田谷クラブへ転入会 

 東京目黒クラブは 2016年９月末で解散し、新クラブも

考えていますので、その間東京世田谷クラブに居候を決

め込むこともできず、転入会させていただきました。 

 会員 26 人もいた目黒がどうして解散することになっ

たのか。東新部直前部長が部内各クラブを分析して、目

黒は仲良しクラブに陥り、地域奉仕活動が無いと評価し

ました。その通りだったのです。目黒の特徴は夏の家族

キャンプでした。100 人近くの参加もありました。最初

は東京山手クラブの手法を使わせてもらい、家族の分解

掃除です。山中湖キャンプ場、忍野、白洋舎仙石寮、白

洋舎木曽駒山荘、妙高高原キャンプ場と会場を変えて継

続し 50年の歴史を VTRにまとめてあります。 

 世田谷クラブの皆様、以後、宜しくお願いいたします。 

                   （村野 記） 

☀ 第２例会報告 
日時：１月２７日（金）16：00～18：00 

場所：ＹＭＣＡ南コミュニティーセンター２階会議室 

出席者：岩﨑、太田、小川、小原、川嶋、村野、山梨 

    張替 
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打ち合わせ事項 

２月度ブリテン： 原稿分担、締切日（２/３日） 

印刷日（２/８日４時｝決め 

１． 報告事項 

① １月７日（土）在京クラブ会長会及び在京ワイ

ズ新年会 東京たんぽぽクラブのホストにより

盛会裡に開催。来年の「在京クラブ会長会」の

幹事役に太田さんが指名される 

② 東新部次期伊藤部長のもと小川さんが地域奉仕

事業主査を担当 

③ １月 10 日東京クラブ 100 人例会―元日銀総裁

白川氏の卓話を拝聴。盛会であった。 

④ ２月４―５日御殿場東山荘にて東西日本区交流

会が開催 380－390 名の参加者を見込む、世田

谷クラブから岩﨑、小原、太田、村野会員が参

加予定 

⑤ ２月７日（火）18～20 時 ＹＭＣＡ国際委員会

開催 

⑥ ２月 17 日（金）11～14 時 ＹＭＣＡにほんご

学院東陽町センター一階視聴覚室にてスピーチ

コンテスト開催 本年より「世田谷クラブ賞」

を提供、励ましとする 

⑦ ２月 18 日（土）手分けして下記イベントに参加 

＊Ｌｉｂｙチャリティーコンサート、於：阿佐

ヶ谷教会小原さん参加 ＊ＥＭＣシンポジュウ

ム 13：30 より山手センターにて松井、寺門、

太田、村野、張替が参加 ＊沼津クラブ 50 周年、

沼津にて開催、歌のプログラムもあり岩﨑会長

及び小川さんが参加 

２． 協議事項 

① 次期世田谷クラブ役員体制－下記にて決定 

岩﨑直前会長 寺門会長、松井副会長、太田書

記、小原会計 峰ＣＳ担当、村野ＥＭＣ担当、

小原国際・交流担当、張替ユース担当、小川ブ

リテン担当 寺門ファンド担当、川嶋ウェルビ

担当 冨田監事 山梨担当主事 

② ３月東京西クラブとの合同例会準備と役割 

＊卓話：松井直樹ワイズの「先進主要国の福祉

介護」＊会場設営、交渉、連絡、二次会アレン

ジ等 会場はすずらん会館を予約済み、食事、

二次会手配を順次進めること 

＊西クラブ（神谷さん）との連絡窓口は太田さ

ん ＊会計：小原さん 

③  ４月度以降の卓話者候補につき意見交換 

④  今後のすずらん会の在り方―会場、運営形態

等につき小川さんより提言あり議論 

                （張替 記） 

                                                              

☀ 在京ワイズ会長会と在京ワイズ新年会 

 1月 7日(土)10時から新年会に先駆け、在京ワイズ会

長会が、島田日本 YMCA 同盟総主事、金在日本韓国 YMCA

総務、廣田東京 YMCA総主事をお迎えし、東京 YMCA山手

コミュニティーセンターで開催された。各クラブ会長、

担当主事が出席、会長会幹事の長津ワイズ(東京サンライ

ズ)の進行により、第一部、各クラブ自己紹介、第二部、

幹事挨拶、会計報告、東京 YMCA会員部報告、在日本韓国

YMCA 報告、日本 YMCA 同盟報告、次いで次年度新年会ホ

ストクラブの件、次回会長会日程の件、会長会規約を協

議し、11時 45分終了。 

 

 在京ワイズ合同新年会は東京たんぽぽ Yサービスクラ

ブがホストで、北は北海道の十勝クラブをはじめ、仙台

青葉城、石巻広域、埼玉、川越、甲府 21、横浜つづき、

熱海、沼津、長野、の各クラブからのビジターと在京ク

ラブメンバー、総勢 120名余りのワイズが集い、盛大に

行われた。 

 日本基督教団・早稲田教会 古賀牧師による礼拝、奨

励を頂き、懇親会へ、たんぽぽクラブメンバーが中心に

なって、「歌はじめ」の表題どおり楽しい時間を過ごすこ

とができ、良き交流の時を持てました。 

                  岩﨑 記） 

☀ 東山荘での 

  年末年始家族パーティに参加しました 

 第 51 回というお正月プログラムに初めて単身参加。 

0 歳から 90 代までのおよそ 200 人の皆さんとご一緒で

した。ウィーンフィルのニューイヤーコンサートを見よ

うとテレビのある部屋に泊まりましたが、生放送を見逃

したほどに楽しいプログラムは、黙想館での一人の祈り

の時間、富士山を仰ぎながらの 60 年ぶりの凧揚げや讃

美歌を歌う礼拝や皆で楽しむコンサートなど。喪中の哀

しみを忘れて夢中にさせてくれる魅力いっぱい。更には、

私と同じ独居の先輩もいらっしゃって鰥夫話に花が咲き

ました。一般のホテルとは違うＹＭＣＡ家族キャンプの

趣は特別でこの文字数では表現できませんが、もし元気

なら来年の正月も参加したいと願いました。 

                   （小川 記） 

☀ 第 2回東西日本区交流会に参加して 

 さる 2/4-5と「東山荘」にて開催された交流会に我が 

世田谷クラブから岩﨑会長、小原、村野、太田の４名が 

参加して参りました。 

 1977年 7月

に日本区が東

西に分かれて

から 20 年の

節目に昨秋

“献堂式”を

もってお披露

目した「東山

荘」に 370名

のワイズメン

が集い（台湾より 12名参加）「語ろう！未来につなぐワ
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イズスピリットを！」をキャッチフレーズにして、東西

交流、親睦を中心に、お互いに学び、啓発し合い、情報

交換しあう会となりました。 

2月 4日（土） 

 利根川理事による開会点鐘、田中実行委員長による 

開会のことば、そして来賓挨拶（島田同盟総主事、神崎

同盟次期総主事、利根川・岩本両区理事）のあと、中道

基夫ワイズ（神戸）による講演「YMCAのブランディング

とワイズ」を頂き、堀口東山荘所長による「東山荘の歴

史」等々と続き開会式を終えました。 

記念撮影後、ラーメンタイムがあり京都グローバルの久

保田ワイズが経営するお店から約 400食分を皆に振舞っ

てくれました。 

 その後、各種交流プログラム（DBC,EMC,ミュージック、

ダンス、ウォーキング、ヤング、メネット等々、雪合戦

は雪が降らず残念でした）太田交流主任が担当するプロ

グラムに岩﨑会長、小原さんも参加してくれて盛り立て

てくれました。そして夕食懇談会へ、しかも単なる夕食

会でなく、東西対抗ワイズ合戦あり、音楽あり、献品を

基に抽選会あり、等々と続き、程よいころ“中締め”を

して「フェローシッップアワー」となり、すでに DBC関

係のあるクラブは夫々の部屋で交流し、深夜まで楽しい

交流会が出来ました。 

2月 5日（日） 

 早朝ウオーキングで清清しい空気を胸いっぱい吸った

後、朝食、日曜礼拝があり、続いて山田公平ワイズ（宇

都宮）による講演「ワイズと YMCA,今後への期待」を頂

き、東日本大震災、熊本地震のレポートを聞き、次に「DBC

締結式：千葉クラブー大阪高槻クラブ」、「IBC:大阪泉北

クラブー台北 A-LISTクラブ」を全員で祝福しました。 

最後に、田中実行委員長より閉会のことば、YMCAの歌を

全員で斉唱し、岩本西日本区理事による閉会点鐘にて全

ての行事を終了しました。 

 名残惜しさが面々と続き、笑顔一杯で握手しあい、健

康を神様から与えられている事に感謝し、再会を誓い合

う会話がいたるところでなされていました。“ああ、ワイ

ズって本当にいいなー” 

 なおこの 2日間国際・交流事業主任として司会進行の

役を担当し仲間と一緒に無事、かつ楽しく出来ました事

に感謝しております。皆さん、有難うございました。 

                 （ 太田 記 ） 

  ☀ 会長通信 １７０２ 

 今月もイベントがいろいろあることで皆さん忙しいこ

とと思います。寒さも厳しいこの季節、インフルエンザ

に気を付けて頑張っていきましょう。 

 

 今後の卓話予告 

  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」 

   会場：「経堂すずらん会館」宮坂 3 丁目 

      http://kyodo-suzuran.com/suzurank/ 

      ０３－３４２６－８８５５ 

     すずらん会館への案内図 

      （裏となりに駐車場） 

    

 

＊今後のスケジュール 

2/10（金）下北沢すずらん会 

2/15（水）ボラセン歌声広場、三茶 

2/17（金）・YMCA にほんご学院 

      スピーチコンテスト 

     ・2 月例会 

 2/18（土）・Liby c/コンサート、阿佐ヶ谷教会 

      EMC シンポジュウム、山手 

      沼津クラブ 50 周年式典、沼津 

 2/24（金）YMCA すずらん会 

      第 2 例会 

 3/4-5   東日本区次期役員研修会、東山荘 

 3/12（日）経堂駅前街頭募金、１６：３０より 

      YMCA 南センターとの協働活動 

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 
 1月 21日（土）－22日（日）にて幼児を対象とした雪

遊びキャンプ「それいけ！ゆきんこレンジャー」が妙高

高原ロッジにて行われ、45名の子ども達、18名のスタッ

フ・リーダーが参加をしました。ふかふかの雪に囲まれ

た裏庭でそり遊び、かまくら作りなど大騒ぎの時間を過

ごすことが出来ました。初めてのお泊りの子ども達もお

布団敷きやお片づけ、何より保護者から離れての 1 泊 2

日は、子ども達にとって大冒険となりました。夜が近づ

くに連れて不安げな表情を浮かべる子ども達にとって優

しく寄り添ってくれるボランティアリーダーの存在は大

きなものであったように思います。 

 南センターでは、日頃より若きボランティアリーダー

の育成に力を注いでおります。ぜひ暖かいご支援とご声

援を今後とも頂戴出来ればと思います。 

＜南センタースケジュール＞ 

3月 14日 卒業リーダーを祝う会（予定） 
3月 17日－20日 春期スキーリーダー実技トレーニング 
            （東京 YMCA妙高高原ロッジ） 
3月 26日－30日 M1チャレンジスキーキャンプ 
            （志賀高原、小１～小 6） 
3月 27日－30日 M2リトルキッズスキーキャンプ 
            （志賀高原、年中～小 2） 
4月 9日   定例野外活動お試し Day Camp 
         （経堂エリア、田園調布エリア）              


