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☀ ３月例会プログラム 

と き ３月 17日（金）18：00～20：00 

会 場 「経堂すずらん会館」宮坂 3－13－6 

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

          ０３－３４２６－８８５５ 

 

 

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 3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                ＊ B F / メネット ＊ 担当主事 山梨 雄一  
                                                                                                    

       †今月の聖句 
  

 あなたがたは世の光である。山の上にある町は、隠

れることができない、また、ともし火をともして枡の

下に置く考えはない。燭台の上に置く。 

そうすれば、家の中のものすべてを照らすのである。 

そのように、あなたがたの光を人々の前に輝かしな

さい。人々が、あなたがたの立派な行いを見て、あな

たがたの天の父をあがめるようになるためである。 

        (マタイ 5:14-16)   選定：寺門文雄 

  

You are the light of the world. A city that is set on a 

hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and 

put it under a basket, but on a lampstand and it 

gives light to all who are in the house. Let your light 

so shine before men, that they may see your good 

works and glorify your Father in heaven. 
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会員在籍  １１名 

 

出 席 率  ８１％  

 

 

 

第２例会 ２/24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    ２／１７ 
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 ２/24日（金） 
 ゲスト         32名   

 スタッフ        10名 
 合 計           42名 

 

２月のＢＦ 

切手   ０ｇ   

現金   20,000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 

２月         10,300円 

年度計       74,069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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プログラム 

司会 東京世田谷  小川 圭一 君  

１．開会点鐘 東京世田谷  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  東京世田谷 寺門 文雄  君  

４．ゲスト＆ビジター紹介  東京西    高嶋美智子会長   

 東京世田谷 岩﨑 弘  会長  

５. 食前の祈り 寺門 文雄  君  

６. 会 食  

７. 卓話： 「先進主要国での福祉介護」 

     松井 直樹君（世田谷クラブ） 

８．ハッピーバースディ      ６日 山梨 順子さん 

21日 吉田 明弘 君 30日 小原 武夫 君 

31日 大野 貞次 君 

９. 結婚記念日 ２日 小原 武夫君 26日 寺門 文雄君 

10. ニコニコ献金 

11. 諸報告 

12. 閉会点鐘 東京西   高嶋美智子会長 

 

☀ 本日のメインプログラム 

 我が世田谷クラブがホストで東京西クラブとの合同例

会になります。 

 卓話はメンバーの松井ワイズ「先進主要国での福祉介

護」のお話。西クラブの皆さんとは年に一度のお会いす

る機会です。大切にしたいものですね。 

松井 直樹 君 ご紹介 

①現在の仕事 

（株）ヒューマン・ヘルスケア・システム 代表取締役 

② 経歴 

 １９４９年 東京都中央区生まれ 

 １９７３年 中央大法学部政治学科卒 

 １９７３年 キリスト新聞社入社 

 １９８７年 青山学院Ⅱ部文学部教育学科卒 

 １９８８年 日本初の高齢者問題の新聞 

             「シルバー新報」編集部入社 

 １９９１年 （株）ヒューマン・ヘルスケア・システ

  ムを設立 

 １９９６年 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 

②専門分野 高齢者介護問題分野 

③ワイズの入会の動機 

 私が通っている三鷹教会には、戦前に山中湖キャン

プ場を建設した小林弥太郎氏の親友だった鈴木栄吉の

息子さんなど東京YMCAやワイズ関係のメンバーが多い

ことと寺門先生と小原さんのおすすめがありまし

て、、、。 

 

☀  2 月例会報告  

 ワイズに入会以来初の出来事は、卓話者の中座！でし

た。卓話を無理にお願いした結果で申し訳ない事でした

が、当日は 30分の予告編とし「老年学」講義は４月にお

願いした。 

 そこで、各メンバーのフリートークとしたが、当日東

京ＹＭＣＡで開催された留学生の日本語スピーチコンテ

ストの報告が行われた。世田谷クラブ賞のスポンサーと

して、アジアの若者たちの熱心な取り組みに一同関心し

きりでありました。 

                   (小川 記） 

                 

☀ 第２例会報告 

日時：２月 24日（金）16:00～18：00 

場所：東京 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 

１． ３月ブリテン原稿内容検討 締切日２月 28 日（火）

  印刷日 ３月８日（水）15 時より 

２． 報告事項 

① ２月 17 日（金）にほんご学院スピーチコンテス

ト東陽町視聴覚室にて開催。世田谷クラブより

小原、村野、太田さんが参加。今年設けられた

「東京世田谷ワイズメンズクラブ賞」をベトナ

ム出身のマヘ―シ デ ソイサさんのスピーチ

「カラテ」に贈った。 

② ２月 18 日（土）は各地でイベントが同日開催さ

れたためクラブメンバーが手分けをして以下の

通りに参加した＊「東新部ＥＭＣシンポジウム」

―主催者として太田さん、パネリストとしての

松井さん他 村野 張替が参加。充実した会の

終わりに主催者提唱により「決意表明」を全員

一致で採択、発表＊「Liby チャリティーコンサ

ート」―小原さん参加 ＊「沼津クラブ 50 周年

式典」開催、岩﨑会長、小川さん参加 

③ ３月４－５日 御殿場東山荘にて次期区役員・

クラブ 会長研修会：寺門次期会長が参加 

④ ６月３－４日 に開催される「東日本区川越大

会」への申し込みは 各自にておこない後日ク

ラブにて纏める 

⑤ 東新部新規入会者について 

２月 富樫紀代美さんが東京コスモスクラブに 

４月 菅谷淳さんが東京クラブに入会 

３． 協議事項 

① ＹＭＣＡ南センターへの施設使用料支払い 

１３万円に２万円（ＡＥＤ購入資金援助金） 
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を加え合計１５万円を３月８日に支払う 

② ３月の東京西クラブとの合同例会時の役割分担 

＊西クラブへの連絡窓口：太田（西クラブは神

谷さん）＊会場との連絡及び二次会：張替 

＊会計：小原（アシスト寺門｝ 

＊食事手配：川嶋 

＊当日司会・進行：小川 

③ 今後の卓話者について 

４月―佐藤百合子さん ５月－佐藤節子さん 

  ６月は卓話はなく下北沢「湘南倶楽部」にて 

岩﨑会長及び川嶋さんへの慰労会を兼ね「評価 

・抱負」を語る会としたい。   （張替 記） 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

☀ 東新部 20周年記念 EMCシンポジューム  

２月 18 日(土)

東京 YMCA 山手

センター 

13：30～16：30

東新部では毎年

「フレッシュワ

イズセミナー」

を開催していましたが、20周年記念に部外にも呼びかけ

「EMC シンポジューム」開催し、あずさ部、関東東部、

湘南沖縄部からも参加があり、42人のワイズが集まりま

した。 

 東日本区 LT委員長、次期東新部部長の伊藤幾夫ワイズ

から問題提起として、東新部の会員数の推移の説明があ

った。2009年に新設クラブ２で部員 174人、その後解散

クラブ３でこの 3 年 100 人を切っています。東京 YMCA

副総主事菅谷惇さんから会員活動計画を聞きました。休

憩の後、新入会員のパネルディスカッションがありまし

たが、友人を一緒に誘えませんでした。東西日本区交流

会での講演で YMCA のブランドコンセプトの説明があり

ましたが、各クラブのブランドコンセプトが必要だと私

は確信しました。 

           （次期 EMC担当 村野 繁 記） 

 

☀ 沼津クラブ創立 50 周年記念例会に参加して 

2 月 18 日（土）沼津ワイズメンズクラブ創立 50 周年

記念例会がニューウエルサンピア沼津で行われ、世田谷

クラブとして、小川ワイズ、岩﨑、岩﨑メネットの 3 名

が参加した。来賓として、浅原沼津市議会議長を始め、

利根川東日本区理事、渡辺周衆議院議員（沼津クラブ会

員）、増田富士山部部長が出席され、総勢 160 名を超え

る盛会でした。 

第 1 部 記念式典 

渡邉美帆会長の開会点鐘に始まり、各来賓の祝辞のあ

と、杉谷美砂さんの入会式が厳かに挙行された。記念事

業としての留学生スピーチコンテスト優秀者の表彰があ

り、DBC を結んでいる彦根クラブ、京都トップスクラブ

との記念品贈呈で第 1 部は終了。 

第2部 記念講演 

山梨 YMCA 理事長、大澤英二さんによる「YMCA と

ワイズメンズクラブ」の演題で記念講演があった。その

後記念撮影。 

第3部 懇親会 

渡邉会長の歓迎挨拶があったあと、スポンサークラブ

である東京クラブ比奈地会長、熱海クラブ鈴木会長から

祝辞があり、DBC クラブの彦根クラブ林会長、京都トッ

プスクラブ河合会長の祝辞のあとチャーターメンバーで

ある中田ワイズの乾杯により懇親会は始まりました。参

加者・参加クラブの紹介があり、アピールタイムでは川

越クラブから 6 月の東日本区大会への案内があった。参

加された皆さんが和んだのは渡邉会長と我がクラブの小

川ワイズによる（みんなで歌いましょう）で盛り上がっ

て閉会となりました。 

                   （岩﨑 記） 

☀ 東京 YMCA日本語学院 

         スピーチコンテスト 

 さる 2/17(金)10：00～13：00まで東陽町センターにて

開催された留学生によるスピーチコンテストにわが世田

谷クラブから小原、村野、太田の３名が参加して参りま

した。張替さんは所用により止む無く欠席でした。 

 にほんご学院も当初は留学生を集めるのに大変苦労さ

れましたが、今やベトナム、中国、台湾、韓国、ネパー

ルインドネシア等々から 140名、９クラスでもって留学

生に日本語を教える“盛況”です。 

 今回は第５回目のコンテストとなり、19名が参加され、

たった半年や１年での勉強とは思えない立派な日本語の

スピーチでした。 

 最優秀賞には中国出身のキョウ・アイカさん「思いや

りは難しい」に決まり、賞状と賞金 25,000円、副賞５KG

入りお米２袋を差し上げました。 

 わが世田谷クラブは今年から「東京世田谷ワイズメン

ズクラブ賞」を設けて実施し、ベトナム出身マへーシ・

デ ソイサさん「カラテ」を選び、賞状とクオカード６

千円の商品券を贈呈致しました。 

このたび竹内敏郎元国際会長の召天されたとの訃

報に接し、悲しみの悲嘆にくれ、言葉もありません。 

私共世田谷クラブの「50 周年記念式典」の折、基

調講演を引き受けて下さり、“ワイズメンよ、大き

な夢を持って、活動せよ、No Little Dream ！”

と力強く語って、励ましてくれた事を一同忘れられ

ません。いまは、ただただご冥福を心からお祈り申

し上げます。 

     東京世田谷ワイズメンズクラブ 

     会長 岩崎 弘、ほか一同 
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 選定の基準は小さい時からカラテを習い、身を守る形、

攻める形を習得すると共に“瞑想”する形も習得する事

でカラテの奥深さをスピーチしてくれたことに応えたも

のです。 

 その他優秀賞、東京ワイズメンズクラブ賞、東京多摩

みなみワイズメンズクラブ賞も選ばれ、留学生の皆さん

大喜びでした。「伸び行くアジアパワー」を感じた一日で

した。                               （太田 記） 

                                 

 ☀ liby チャリティーコンサート報告 

２月 18日（土）

阿佐ヶ谷教会に

て、不登校の子

どもや若者を支

える東京 YMCA

の liby（リビ

ー）支援の為の

第１８回チャリ

ティーコンサー

トが 13時より

開催されました。 

 第一部は三菱商事コーラス同好会による男女混声合唱

で、「365日の紙飛行機」「明日があるさ」など馴染み

のある楽しい曲や、信長高富作曲の「Windy Nights」「夕

焼け」など美しい情景が浮かぶような深みのあるハーモ

ニーを楽しみました。 

 第二部は越智光輝さんと愉快な仲間たちによるクラリ

ネット、サックス、ピアノ、ベース、ドラムの演奏でし

た。「歌の翼に」「夢のあとで」や、ショパンの「ノク

ターン」などのクラシック曲、ジャズの即興演奏、越智

光輝さんが歌う「ルビーの指輪」など楽しい選曲でした。

コンサートの最後は出演者と観客の全員で「上を向いて

歩こう」を歌い、楽しいひと時を過すことが出来ました。

ご協力頂きました皆様に感謝申し上げます。 

  （小原史奈子 東京たんぽぽ Yサービスクラブ 記） 

 

☀ 会長通信 １７０３ 
 日も伸びて春らしく活動しやすい季節になってきまし

た。 西クラブの皆さんとは熱海グローリー在籍時代に

何度かウオーキングに参加させて頂きました。現在は仕

事の関係で参加する時間が取れないので機会があればま

たご一緒出来たらと思います。その節は宜しくお願いい

たします。 

 今後の卓話予告 

４月：佐藤百合子さん「老年学」 

５月：佐藤節子ワイズ「アンチ・エイジング体操、他」

６月：期末「評価」と次期活動への抱負を語る月 

     ――岩﨑会長・川嶋さんへの慰労会も含めて 

    

＊今後のスケジュール 

 3/4-5 東日本区次期クラブ会長、役員研修会 

 3/8  (水)３月ブリテン印刷と発送準備 

 3/10 (金)下北沢すずらん会 

 3/12 (日)経堂駅周辺での街頭募金活動 

               15：45～16：15 

 3/15 (水)ボラセン歌の広場、三茶 

 3/17 (金)第１例会（東京西クラブとの合同例会） 

      18：00より 「すずらん会館」にて 

 3/19 (日)東京 YMCA総主事就退任式 

      14：30より早稲田奉仕園にて 

 3/24（金）YMCAすずらん会 

      第２例会 

 3/25 (土)東新部役員準備会 

 4/8-9 東日本区第３回役員会、川越にて 

 4/11 (火)YMCA国際委員会、山手 18：00より 

 
☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

 3月17日～20日にて春季スキーキャンプに向けてのボ

ランティアリーダーを対象とした実技トレーニングが妙

高高原ロッジにて行われます。今春は概ね 60名ほどの参

加リーダーを迎えて実施を予定しています。各コミュニ

ティーセンター所属のリーダーが集い、楽しみながら、

切磋琢磨、技術を磨く共同生活の中では、リーダー同士

の良き交流も生まれます。 

特に子ども達へのスキー指導法の理解と実践、また雪

上での安全管理について実習形式にて行われます。春の

トレーニングでは、ポールレッスン（規制コースでの滑

走練習）の体験、理解も大切なトレーニングの要素とな

ります。東京 YMCAでは規制コース（GSL）の滑走タイム

をベースに子ども達のスキー技術を評価し、認定証を発

行しています。（*スキー認定は小学生以上のキャンプに

て原則、実施をしています。） 

＜南センタースケジュール＞ 

4月  2日（日）ASCAクラス講師会 

4月 9日（日）定例野外体験プログラム 

4月 13日（木）第 27回チャリティーゴルフ大会 

4月 16日（日）定例幼児プログラムスタート 

4月 23日（日）定例小学校プログラムスタート 

4月 30日（日）春季スキーキャンプ思い出会・報告会 


