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東日本区理事主題
東新部部長主題
クラブ会長主題

「私たちの未来は、今日より始まる」
（Our Future Begins Today） Joan Wilson
(カナダ)
「ワイズ運動を尊重しよう」 （Respect Y`s Movement） Tung Ming Hsiao (台湾）
「明日にむかって、今日動こう」
利根川恵子 (川越）
「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）
「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
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†今月の聖句

会 計

小原 武夫

直前会長
担当主事

太田 勝人
山梨 雄一

プログラム
司会

張替 滋夫 君

父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、

１．開会点鐘

岩﨑 弘 会長

正しい者にも正しくない者にも雨を

２．ワイズソングとワイズの信条

降らせてくださるからである。

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

Father in heaven.he makes his sun

５. 食前の祈り

小川 圭一 君

To shine on bad and good people

６. 会

食

Alike,and give rain to those who

７. 卓

話 「老年学について その２」

do good and to those who do evil.
新約聖書マタイ５章 45 節より

(小川 選）

８．ハッピーバースディ

☀ 4 月例会プログラム

10. ニコニコ献金

と き 4 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

11. 諸報告
12. 閉会点鐘

例会出席者
３／１７
会 員
10 名
メネット
1名
出 席 率
７７％
メイキャップ
0名
ゲスト
2名
ビジター
2名
東京西クラブ
11 名
―――――――――――――
第２例会 3/24 日（金）
合 計
26 名
（6 名出席）
岩﨑、太田、小川、川嶋、 すずらん会参加者 3/24 日（金）
ゲスト
44 名
張替、村野、
スタッフ
9名
合 計
53 名
会員在籍

同

佐藤 百合子さん
９. 結婚記念日
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３月のＢＦ
切手
０ｇ
現金
０ 円
累計切手 ０ｇ

８日

太田

紀子さん
該当者なし

岩﨑 弘 会長

ニコニコファンド
３月
16,010 円
年度計
90,079 円
JOCS累計
使用済み切手と併せて

注：JOCS 献金記録の掲載
東京世田谷ワイズメンズクラブは
すずらん会やコミュニティコ
2016 年 10 月 31 日 社団法人日本
ンサートではかねてよりJOCSへ
キリスト教海外医療協力会に年会費 の応援を行っている。
10,000 円を納入し継続しました。
使用済み切手とワンコインの
献金など。

☀ 本日のメインプログラム

“今日の合同例会は、まるで高齢者の合コンみたいね”

2 月例会で、次回へ持ち越しとなった佐藤百合子さん
による「老年学について」
、今一度伺う機会となります。
私たちにとって身近なお話をじっくりと伺いましょう。

と気持ちはまだまだ若い高齢女性達の感想でした。

会場はすずらん会館の地下１階の集会室で
卓話は世田谷クラブの松井直樹ワイズで、高齢者介護

◆佐藤百合子さんご紹介

福祉関係の雑誌社「ヒューマン・ヘルスケア・システム」

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す。
今日は、2 月に行き続いての卓話を。
（小川 記）

を主宰している取材から「先進主要国での福祉介護とシ
ニア市民の活動」のお話でした。
シルバー新報の記者として採用されたのがこの業界に
関わったスタートだそうです。30 年前の当時、高齢化率
は約 10％位で当時の国債発行残高は 204 兆円。 現在の
高齢化率は約 26％で世界のトップとなり、国債発行残高

☀ 3 月合同例会報告

は 1206 兆円。 現在の日本の出生率が続くと 2060 年に

30 年を超える歴史の合同例会。今年は世田谷のホスト

は約 8700 万人になりそうです。75 歳以上の後期高齢者

プログラムです。

は 2010 年の約 1400 万人が、2030 年には約 2200 万人、

卓話「先進主要国で

2060 年には高齢化率が約 40％となるそうです。 そこで

の福祉介護」は、松

先進主要国の福祉介護の実態を学ぼうというのが合同例

井さんの専門分野で

会の話になりました。アメリカ、オランダ、オーストラ

あると同時に高齢社

リアの現場の話です。持続可能な「国のかたち」とは。

会を生きるワイズメ

高齢の認知症の人たちも自然豊かな環境で動物を飼って、

ンの知りたい情報で

彼らなりの仕事があるのです。 つまり、その国のケア力

もあります。

（りょく）＝文明力＋文化力＋市民力です。

自覚するメンバーそれぞれに、課題が多いことを実感

参加者は西クラブから 11 人、内 男性は２人、世田谷

したひと時でした。

クラブからは 15 人の合計 26 人でした。追記：むかでク
ラブの櫻井さんの燻製が予約した人に届きました。
（村野 記）

● YMI WORLD
Y’s Men’s WORLD が今年度から YMI WORLD にタイト
ルが変わりました。国際協会の英語読みも近年 YMI にな
っていますね。また国際事務局も変りました。サティラ
イト事務局がタイのチェンマイ YMCA２階に 2016 年８月
19 日から事務所を開きました。

会場をすずらん会館に移したことから、シュウマイ弁当

ISG の西村隆夫さんはもっぱらこちらに勤めます。そ

の食事となりましたが、小原さんお宅からのデリバリー

の他スタッフは４人です。一般管理と財務はジュネーブ

された特製汁物に、世田谷らしさが滲み出ました。

に残ります。チェンマイとジュネーブとの連絡は最近の

(小川 記）

ICT を駆使してメール交換を密にします。

世田谷クラブ３月合同例会に参加して

データは Portal buzz で保管し、テレビ電話の会議は

東京西クラブ 本川悦子さん

Go To Meeting で行います。

30 年以上続いている東京世田谷クラブとの合同例会

１号は台北国際大会の報告が主な内容です。２号は各

が今年は世田谷クラブの主催で行われました。春とはい

地のクリスマス祝会のようすと活動報告です。
（村野 記）

え夜はまだまだ寒くて、小原メネットお手製の豚汁は冷
えた体を温めてとてもおいしかったです。

☀ 第２例会報告

卓話は世田谷クラブの松井さんの介護のお話でした。

日時：３月２４日（金）16：00～18：00

日本の介護状況は、お金がない、人手がないと、遠くな

場所：東京 YMCA 南コミュニティーセンター２階会議室

い将来を思うと心配になりましたが、帰り道誰ともなく

出席者：岩﨑、太田、小川、川嶋、村野、山梨、張替
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東新部ゲスト参加者：細川部長、加藤会計、佐藤監事
通常の後期東新部部長公式訪問が前倒し今月実施された
打合せ事項
１．４月ブリテン原稿検討 締切日３月 31 日（金）
印刷日４月４日（火）16 時より
報告事項
① ３/４－５日 東日本次期クラブ会長・役員研修

東日本区 917 名・東新部 96 名（2017/１/１現在）の現
況から、栗本次郎次期東日本区理事は、主題として『広
げようワイズの仲間』－ＥＭＣ－を掲げ、各クラブ 20
名の目標を達成されたいと要望された。
伊藤幾夫次期東新部長は、「Ｅ人（イーヒト）になろ
う！」・（ＥＭＣを重点課題と感じている人）を活動方
針とし、東新部 100 名を当面の目標としたいことを表明

会 寺門次期会長参加

された。

② ３/10 日 YMCA にほんご学院卒業式
小原 太田 張替の３名が参加

一方で、宗教色に馴染まない会員が増えて、キリスト

③ ３/12 南センターとワイズの協働で

教を標榜する YMCA 運動との距離感があるのではないか、

街頭募金実施
＊経堂駅前で

会員の高齢化が進む中で Y ズ運動の活動方針はニーズに

28,040 円

答えているかなどの議論がなされた。

＊田園調布駅前で 23,649 円
④

久し振りの参加であったが、多くの刺激を与えられ充

成果

合計 51,689 円

３/14 日

南センター所属のリーダーの卒業

実した研修会であったことに感謝をしています。
（寺門 記）

式に小原、太田２名参加、ワイズとしての激励
の言葉を述べ夕食会の費用の足しとしてクラブ

☀「YMCA にほんご学院卒業式」に参加して

から祝い金を贈呈した
⑤ ３/15 日 ボラセン三軒茶屋での歌の広場の後

さる 3/17(金)、2016 年度にほんご学院卒業式が YMCA

の佐藤百合子さん、小川さん、太田さんの昼食

東陽町センター１階視聴覚室にて開催され、わが世田谷

会の席で佐藤さんから７月入会の意思表明があ

クラブから、
張替、
太田の２名が参加してまいりました。

った

今年の卒業生は 60 名で、在校生もそれよりも多く 70 名

⑥ ３/17 日 東京西クラブとの合同例会を 26 名の

ほどはおられたのでしょうか、
“アジアの熱気”を感じる

参加者によりすずらん会館にて開催

会場の雰囲気でした。

⑦ ３/19 日 東京ＹＭＣＡ総主事就退任式開催早

賛美歌が流れる中を卒業生がクラス毎に分かれて入場

稲田リーガロイヤルホテルに岩﨑、小原、寺門

し、在校生と関係者一同が拍手で迎え、その後小野校長

太田、張替５名が参加祝った

からお一人お一人の名前を読み上げ、
「卒業証書」を手渡

⑧ ３/25 日 東新部次期役員準備会に寺門、太田
２名が参加、小川さんは所用のため欠席、委員

しました。おそらく全員親元に写真を添えて卒業を報告

会太田さんが参加

する事でしょう。

協議事項

小野校長も“お祝いの言葉”を述べる中で、感極まっ

① 寺門次期会長の「ＥＭＣに力点を置いた方針」

て涙ぐむ場面があり、卒業生の皆さんにも気持が伝わっ

―特に女性層開拓―を確認
②

た一体感を感じました。一度も授業を休まなかった学生

今月所用にて欠席の小原さんの参加を得て来

には「皆勤賞」で表彰されますが、本年度は一人ベトナ

月、以上の「協議事項を」再度打ち合わせした

ムからの留学生に与えられ、出席率 96%以上達成の方に

い

は「精勤賞」で表彰されますが、こちらに該当される方

YMCA 報告－山梨担当主事より別途報告参照

は 10 数名おられました。

（張替 記）

卒業式の後は、記念撮影、そして“茶話会”へと続き、

☀ 次期会長、役員研修会に参加

卒業生の何人かに聞きますと、日本で働く人、日本の大

2017/3/4～5 にて、東日本区から次年度の役割を担う

学へ進学する人、国へ帰って、日本と関係ある仕事をす

役員の方々101 名が集合、研修会が開かれ参加した。

る人等々皆さん「夢」を語っていました。きっと良き架

新装なった東山荘は、快晴に恵まれ雪化粧した富士山

け橋となってくれる事でしょう。

の眺望に満喫しつつ交流を深め、新年度ㇸの抱負を語り

今後の成長を願って、帰宅しました。

合った。
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(太田 記)

☀ 被災地支援街頭募金に参加しました

ます。いつも通りにワイズ活動に励んでいきましょう。

今後の卓話予告
５月 佐藤節子ワイズによる
「楽しく、簡単、体をほぐしましょう」
６月 下北沢「湘南倶楽部」にて一年の活動を「評価」
し、
「抱負を語り合う」会とする
＊今後のスケジュール
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、山手にて
4/12（水）東新部第３回役員会

3 月 12 日（日）15：45～16：15（約 30 分位）東日本・

4/14 (金)下北沢すずらん会

熊本地震被災地支援街頭募金が行われました。

4/19 (水)ボラセン歌の広場、三茶

東京 YMCA 南センターの定例野外活動に参加している
幼児さんたちが経堂と田園調布、それぞれ駅前で元気な

4/21 (金)第１例会

声を張り上げて、
大勢の方々から募金をいただきました。

4/22（土）東新部評議会 13：30～東陽町 Y 1 階

リーダー、ワイズの皆様のご協力ありがとうございまし

4/28 (金)YMCA すずらん会

た。経堂駅前（あおぞら）

5/12 (金)下北沢すずらん会

：28,040 円

第２例会

5/13 (土)たんぽぽクラブ１５周年、山手にて

田園調布駅前（おひさま）
：23,649 円

5/17 (水)ボラセン歌の広場、三茶

（川嶋 記）

5/27（土）東京 YMCA 会員大会

☀ 東京 YMCA 総主事就退任式に

故竹内さんを偲ぶ会

３月 19 日(日) 14：30～17：30、リーガロイヤルホテ
ル東京に於いて、
東京 YMCA 総主事就退任式が執り行われ
た。早稲田教会・古賀牧師による「明日に架ける橋」と
題し説教、廣田光司総主事から第14代東京YMCA総主事、
菅谷淳氏へとバトンが引き継がれることとなった。
バング
ラデシュ、
ソウル、
台北、北
京、各地
からの祝
辞、及び
激励の辞
に引き続
き、ジャ
ズヴォー
カリスト・飯田さつき嬢が森下滋氏のピアノ伴奏で、素
晴らしい歌声を披露。その後の懇親会も誠に和やかな雰
囲気の中、多くの知人との再会を楽しむことができまし
た。
創立 137 周年を迎える東京 YMCA の更なる発展の為に、
支援の輪を広げてまいりましょう。
（小原 記）

13:30－熱海 YMCA ホールにて
平服でお越し下さい とのことです

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
私事ではありますが、2012 年より 5 年間、務めさせ
て頂きました南コミュニティーセンターを離れることと
なりました。4 月からは新設をされます東雲コミュニテ
ィーセンターにてまた新たな地域の方々との協働を築い
ていければと思います。
青年期、青春時代を過ごし、育てられた南コミュニテ
ィーセンターでの業務は、やはり一味違い、重責ではあ
りましたが、多くの方々のお支えもあって想い出深い
日々でもありました。本当にお世話になり、また南セン
ターを暖かくお支え頂きましたこと、心より御礼申し上
げます。
また 4 月 1 日より
「岡田ナスカ」
が着任を致しますが、
変わらずアットホームなセンターとして、そして YMCA
運動の大切な拠点として更に太く、強く、暖かいセンタ
ーとなりますこと願っております。どうぞ変わらず、お
支え頂けます様、宜しくお願い致します。
＜東京 YMCA・南センター今後の予定＞
4 月 30 日（日）2016 年度春季スキーキャンプ想い出会

☀ 会長通信 １７０４

5 月 1 日（月）～3 日（水）

いよいよ春本番、桜の花に誘われて、お花見にお出か

東京 YMCA ディレクタートレーニング

けの季節？ とは言え寒い日もあるこの頃ですから風邪

5 月 3 日（水）～5 日（金）プレキャンプ

をひかないように気を付けてください。新しい年度にな

5 月 27 日（土）東京 YMCA 会員大会

り、人の移動もあるこの頃、活動しやすい季節でもあり
4

