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☀ ５月例会プログラム 

と き ５月 19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 峰  毅  君  

４．ゲスト＆ビジター紹介 岩﨑 弘 会長  

５. 食前の祈り 小川 圭一 君 

６. 会   食 

７. 卓   話 「楽しく、簡単、体をほぐしましょう」 

             佐藤節子さん（厚木クラブ）  

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                2017年 5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               ＊ E F / J E F ＊ 担当主事 岡田 ナスカ  
                                                                                                    

       †今月の聖句 

   

 マリアは言った。「主の御名は尊く、その憐みは 

 代々に限りなく、 主を畏れる者に及びます。」                       

      ルカ １：３９－５６ 

                (峰 選） 

Mary said, His name is holy; from one generation 

to another . He shows mercy to those who honor 

Him. 
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会員在籍  １３名 

 

出 席 率  ７７％  

 

 

 

第２例会 ４/28日（金） 

     （８名出席） 

岩﨑、太田、小川、小原、

川嶋、寺門、張替、岡田、 

 
例会出席者     ４／21日 
会  員             10名 
メネット             1名 
メイキャップ        0名 
ゲスト               5名  
ビジター        2名 

合計        18名 
 
すずらん会参加者 ４/28日（金） 
 ゲスト         35名   
 スタッフ        11名 
 合 計           46名 

 

４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 

 ４月        12,336円 

年度計      102,415 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 

 2月の例会に出席されて予告をされた、厚木クラブの

佐藤 節子さんにお話しをして頂きます。 

 元気に暮らすうえでの簡単な指運動？ 多くの方に聴

いていただき健康になってもらいたいですね。 

 

◆われらのせっちゃん。佐藤 節子さんご紹介 

 ３月１日生まれだが年齢不詳。僕がワイズに入会して、

他クラブの会合に出始めたときから、せっちゃんは、ワ

イズのマドンナだった。そして今も。明るい笑顔とチャ

ーミングな声で皆を励ます。一度会えば必ずファンにす

る。しかし携帯電話を持たない？世田谷例会参加の期待

も、ほとんどが夢と消えた。とはいえ、厚木ＹＭＣＡの

健康福祉専門学校で長年ご活躍のようす。今月の卓話も、

老人の健康維持に欠かせないノウハウの伝授をして下さ

るとの有難いお申し出。すずらん会のプログラムに使え

るかも知れないと期待がふくらむ。待ってました、我ら

のせっちゃん。            （小川 記） 

 

☀  4月例会報告  

 今月はクラブ・ビジターに加えて４名の外部ゲスト 

松岡さん、新井さん、石岡さん、櫻井さんをお迎えして、

２月のプレトークに続く佐藤百合子さんの「第三の人生

を和やかに過ごすには」と題する老年学入門講座・本番

を拝聴した。老年学の定義にはじまり 長寿社会と日本

における超高齢化の問題点などのマクロ的視点からまた

老化に立ち向かう個々人の心構え 第三の人生を過ごす

ための懇切丁寧なハウツーノウハウに至るまで、簡にし

て要領をえた大変示唆に富んだお話をいただいた。 

 長寿もめでたいが 「何より肝心なのは健康寿命」と

のお話には一同一様に納得。卓話後 ゲストを中心に

各々短いコメントをいただいたが、とりわけ半世紀を優

に超える昔の立教の学 Y生にして、美土代町の YMCAに通

っておられたという松岡さんとの不思議なご縁には新鮮

な驚きをおぼえたところです。 

 今回のお話の私的夢想ではありますが、最近の戦前回

帰の如くの憂うべき日本の世相をみるに、逆にこの患難

をチャンスとし、早晩高齢化社会をむかえるアジアの隣

人たちへの先行ロールモデルをつくりあげ 共有するこ

とこそが 贖罪にもつながる日本に課せられたひとつの

使命なのではないか、またそうしたことが広い意味での

日本独自の本来の積極的平和主義のひとつの在り方を示

すことにもなるのではないか、と。アジア地域の福祉と

の関わりが深い寺門来期新会長の来期ビィジョンにも今

後おおいなる期待をするものです。          

                   （張替 記） 

                    

世田谷クラブ４月例会に参加して 

                 松岡 正治さん 

 世田谷クラブ四月合同例会に始めて参加させていただ

き、皆様の暖かいおもてなしの言葉と、開会点鐘に続く     

聖書朗読や祈祷の真摯な姿勢に感動しました。 

 先般美土代町の近くに勤め先があった頃、ＹＭＣＡは

よく訪問し、祈祷会や午餐会に参加した頃をなつかしく

想い出しました。 

 ＹＭＣＡの企画したスキー教室が当時好評で朝早く並

び、親馬鹿と言われました。私は立教のＹＭＣＡにも所

属していたので、学Ｙの方々と交流した事等々なつかし

く想い出しております。 

 すずらん通りのＹＭＣＡの看板、思わず胸が熱くなり

ました。今後ともよろしくご指導下さい。                

 

                石 岡  弘さん 

 先月太田さんから、スペイン語の原書購読会の帰路に、

「老年学入門講座」の卓話を聴いてみませんか、と勧め

られ同じ区内だし気楽に参加出来るとの事なので参加し

てみました。 

 クラブの主義主潮の何も知らず、全く突然の「卓話」

拝聴となりましたが、佐藤百合子さんの話は、とても判

り易く、傘寿を目前にして、加齢による身体的不調を、

つぶさに実感している自分にとっては、殆んど全てが頷

くことばかりでした。日本経済が右肩上がりの躍進を遂

げている時期にスペイン語圏を中心に”猛烈な”海外生

活を」16年、アルゼンチンとオランダを除き殆んど単身

赴任の生活を送って来た自分は、これからは心身を労っ

て、残された年月を、周囲の理解ある、心やさしい隣人

達に交わって送って行きたい、と希って居ります。 

 よろしくお願い申し上げます。   

 

                  櫻井 光代さん 

 本日は４月例会にゲストとして参加させて頂き有難

うございました。また、老年学の卓話もタイムリーな内

容で参考になりました。 

 今回出席させて頂きましたのは高尾山に登りたいとい

う私の希望に張替様が答えて下さった結果で、早速、久

保田様のグループに参加させて頂きたいと思いました。 

 一昨年、母と弟、そしてペット達を失い、自力では立

ち直れず、カウンセリングを現在も受けておりますが、

山登りは今後の自分を建て直すためのセラピーと考え、
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張替様に相談させて頂きました。 

 例会での皆様のユーモア溢れるご様子とご活動に、隣

人愛を垣間見る事が出来、お手本として私も実践してい

きたいと思いました。本当に貴重な機会を与えて下さり、

有難うございました。益々のご発展を祈念致します。 

 

 ☀ 第２例会報告 

日時：４月 28日（金）16：00～18：00 

場所：東京ＹＭＣＡコミュニティーセンター２階会議室 

出席者：岩崎、太田、小川、小原、川嶋、寺門、張替 

    岡田 

打合せ事項 

１．５月ブリテン原稿検討 締切・印刷日（９日）決め 

２．報告事項－太田さんより 

  ① ４/８－９ 第３回東日本区役員会開催される 

    於：川越 伊佐沼えすぽあーる 

  議論要旨 

a. 第 22 回東日本区大会は東京サンライズがホス

ト会場：代々木オリンピックセンター（予定） 

b. 2019 年夏第 28 回アジア太平洋地域大会に 

東日本区が立候補する 

c. 東日本区定款改訂の承認と「前文」を応募６作

品から選定 

d. 「奈良傳賞選考委員」に原さんと駒田さんを選

出５/14（日）第６回ユース・オープンフォーラ

ム、内神田 藤井産業ビルにて開催 

e. 「ワイズ・YMCA のパートナーシップ検討委員

会」設置について 

  ② ４/20（木）東京 YMCA午餐会―戸坂さんから 

    佐藤信也さんに担当変更 

  ③ ４/22（土）東新部第３回評議会・次期役員研 

    修会 東陽町にて開催、太田 小原 寺門 

    村野氏参加 

  ④ 佐藤百合子さん、正式入会報告書に署名―７月 

    例会にて入会式実施－ロースターに先行掲載 

  ⑤ ５/13（土）たんぽぽクラブ 15周年、 

    山手センターにて開催 

  ⑥ ５/27（土）東京 YMCA会員大会及び「故竹内 

    敏朗さん偲ぶ会」（熱海 YMCAホール）にて開催 

    メンバーが手分けしそれぞれのイベントに参加 

    別途同日開催の「戦争体験を聴く会・語る会」 

    にはクラブメンバーの参加はないが１万円の支 

    援金を贈る 

  ⑦ ６/３－４日 第 20回東日本区大会 

    川越駅西口「ウエスタ川越」にて開催 

３．協議事項 

 ① YMCAすずらん会（経堂）の余剰金の扱いについて 

   追加新曲への支払いを控除し適当な折に本会計に 

 ② 寺門次期会長の次期方針―EMCに重点を置き福祉 

   をテーマに女性を含むシニア層への積極的働きか 

   けをしたい 

 ③ ７月の卓話はメンバーの峰さんの最新報告を伺う 

   ことに 

 ④ YMCAすずらん会（南センター）の会場移転の可能 

性について、経堂緑岡教会への働きかけを継続 

                （張替 記） 

 
☀ 東日本区第３回役員会に参加して 
 さる 4/8～9川越「えすぽわーる伊佐沼」にて桜満開の 

 中、１泊２日に渡って現役員と次期栗本理事のもとで 

 役員研修会も行い、参加し、かつ議論して参りました。 

１． 利根川理事の理事報告のあと、各事業主任、各部部

長から活動報告をし、私は、国際・交流事業主任と

して活動内容を報告しました。2017年 1/1現在の会

員数は917人、61クラブというのが最新データです。 

２． 主な議案に対して承認されたのは以下の項目です 

 ＊ワイズ・YMCAのパートナーシップ検討委員会設置 

 ＊第 22回東日本区ホストクラブ：「東京サンライズ」 

 ＊第 28回アジア太平洋地域大会：東日本区が立候補 

 ＊東日本区定款改訂案：承認 

  定款の「前文」応募作品から選び、6/2代議委員会 

  に諮る。 

 ＊次期栗本理事の「理事方針」（①部の強化・活性化 

  と ②YMCAとの協働）を承認 

 ＊奈良 傳賞選考委員：原ワイズと駒田ワイズに。 

 その他、第２回役員会議事録、次期区予算案等は割愛 

 最後に久保田監事より、EMCを強化するには「CS活動 

 が大事であり」、各クラブ会長は自らの行動に対して 

 「評価」して次につなげること、と話され、駒田監事 

 より、次次期理事を指名する委員長（渡辺隆 元理事） 

 が欠席とは残念とお二人から監事講評を頂いて終了。 

                   （太田 記） 

                                                              

☀ 第 3回東新部評議会・次期役員研修会 

 部定款改正から第 3回は次期部内役員研修会を同日に

行うようになって 2回目でしょうか。 

 4 月 22 日(土)東京 YMCA 東陽町センター視聴覚室で開

かれ、評議員 39人のうち出席者 33人、委任状 6人で評

議会は成立しました。 

評議会では 

① 2016/2017 年度第 2 回評議会議事録を承認 

② 2017/2018 年度部長主題、活動計画、予算案を拍手

多数で承認 

③ 17/18 年度の特別委員会として、エクステンション委

員会の設置を拍手多数で承認 

④ 2017/2018 年度東新部役員・クラブ役員選任が審議

され、拍手多数で承認 

伊藤幾夫次期部長から次年度部長スローガン「E 人にな

ろう」のアピールがあり、それを確たるものにするため

に特別委員会「エクステンション委員会」の設置の必要

性を説き、委員長に太田勝人さんが就任することに。 
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報告事項としては今年度の各種献金状況報告があり、

CS,ASF,FF,BF,TOF,RBM,YES の全項目について全目標を

クリアーした部内 3クラブの東京、東京多摩みなみ、東

京世田谷に入りました。 

次いで、東日本区定款改訂に関して田中博人書記から詳

細な報告があり、今後の手順として 2回の区代議員会の

承認の後、国際の承認が必要となります。 

次年度の各事業の活動方針について各々の事業主査から

詳細な報告がありました。特に 20周年記念し編集委員長

伊丹一之から記念誌発行に向けた今後のスケジュールに

ついての報告と協力要請がありました。 

最後に各クラブから活動報告と次期活動計画について報

告がありました。その後次期役員研修会が続き 3時間半

の会議が終わりました。東京世田谷クラブからは岩﨑、

小原、寺門、村野が出席しました。     

                   （村野 記） 

 

☀ 熊本ＹＭＣＡに緊急募金 

 下北沢すずらん会、東日本大震災やＪＯＣＳ（キリス

ト教海外医療協力会）プルトップ収集での車椅子献金協

力などを行って 15年ですが、４月の活動当日が熊本地震

の１年目にあたった事もあり、メンバーの自発的な募金

を行い、総額 22,316 円を、肥後銀行の熊本ＹＭＣＡの

災害支援緊急募金口座に振り込みました。被災地へのま

なざしを絶やすことなく元気に活動を継続したいと願っ

ています。              （小川 記） 

                     

☀ 会長通信 １７０５ 

 つい、この間までは寒い日が続いておりましたが、気

候もよくなり出かけやすい季節になりました。でも、こ

のところ、高齢者による自動車の事故が頻繁に伝えられ

ます。 

 私自身も毎日の通勤に車を使っていますので他人ごと

ではないと感じております。 

 みなさんに心配をかけぬよう、気をつけてこれからも

活動していくつもりです。 

 

 今後の卓話予告 

６月：１年の活動を「評価」して 

     次期への抱負を語り合う例会とする 

  場所：下北沢「湘南倶楽部」レストラン 

        ０３－３４６６－２３３６ 

７月：峰 毅ワイズ「(仮)介護福祉の現場と理想」 

＊今後のスケジュール 

 5/12(金) 下北沢すずらん会 

 5/13(土) たんぽぽクラブ 15 周年、山手センターにて 

 5/14(日) ユースオープンフォーラム 

            （内神田 藤井産業ビル） 

 5/17(水) ボラセン歌の広場、三茶 

 5/19(金) 10：00 YMCA 国際委員会 

      18：30 第 1 例会 

 5/20(土) 東新部役員引継ぎ会（15：00 東陽町） 

 5/26(金) YMCA すずらん会  第２例会 

 5/27(土) YMCA 会員大会 

    故竹内さんを偲ぶ会 

    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 

 6/1(木)「早天祈祷会」奨励：小川圭一君 

  6/3-4 東日本区川越大会（ウエスタ川越） 

     10:30  代議員会  

     12：45 オープニングセレモニー  

 6/9(金) 下北沢すずらん会 

 6/16(金) ６月例会―下北沢「湘南倶楽部」にて 

 6/20(火) 南センター活動委員会 

 6/23(金) YMCA すずらん会   第２例会 

       

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

 ４月より、山梨に変わりまして、南コミュニティーセ

ンターに着任いたしました、岡田ナスカと申します。先

日の例会では入会式をしていただき、ありがとうござい

ました。YMCAに入職し、西東京、山手、南と３カ所目の

コミュニティーセンターとなります。どのコミュニティ

ーセンターでも、YMCAの働きを肌身で感じ、また共に歩

んでくださる方々にいつも支えていただきました。小さ

なセンターですが、いままでのアットホームな地域性を

活かした YMCAの働きが、今後も継続し、そして人が繋が

る拠点として新たな働きを強めていけるように、微力な

がら邁進してまいりたいと思います。今後とも、変わら

ぬご支援とご鞭撻をどうぞよろしくお願いいたします。 

【東京 YMCA・南センター今後の予定】 

5月 15日（月） オール東京合同サマープログラムリー 

        ダーキックオフ 

5月 27日（土） 会員大会 

6月 6日（火） サマープログラム会員受付開始 

6月８日（木） サマープログラム一般受付開始 

6月 16日－18日 山中夏期実技リーダートレーニング 

6月 23日－25日 野尻・道志夏期実技 

         リーダートレーニング 


