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☀ ６月例会プログラム 

と き ６月１６日（金）18：00～20：00 

ところ 下北沢 湘南俱楽部 

電話 ０３-３４６６－２３３６ 

    東京都世田谷区代田 6-1-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 

司会 小原 武夫 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 村野 繁  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. 全員発言による「評価と抱負を語る」ひと時 

８．ハッピーバースディ 27日 寺門多恵子さん 

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 

 

6月特別会費： 2,000円 

 

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 6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                 ＊  評 価 ＊ 担当主事 岡田 ナスカ  
                                                                                                    

       †今月の聖句 

  

「ここに大麦のパン五つと魚二匹とを持っている

少年がいます。けれども、こんなに大勢の人では、

何の役にも立たないでしょう。」 

 

“ There is a boy here who has five loaves of 

 barley bread and two fish. But they will 

 certainly not be enough for all these people. ” 

 

    新約聖書 ヨハネ伝 第６章９節  

                 （村野 選） 
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会員在籍  １３名 

 

出 席 率  ７７％  

 

 

 

第２例会 ５/26日（金） 

     （８名出席） 

岩﨑、太田、小原、川嶋、

寺門、張替、村野、岡田、 

 
例会出席者     ５／19日 
会  員              9名 
メネット             1名 
メイキャップ        1名 
ゲスト               0名  
ビジター        5名 

合計        16名 
 
すずらん会参加者 5 /26日（金） 
 ゲスト         29名   
 スタッフ        9名 
 合 計           38名 

 

５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 

 ５月         7,700円 

年度計      110,115 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 
 一年を通じて皆さんワイズ活動についてどうでした

か？ 今月は下北沢「湘南倶楽部」に移動しての例会で

す。一年を振り返って報告、今後の抱負などを語り合っ

ていただきましょう。 

 

☀  ５月例会報告  

 

5/19(金)

開催の５

月例会は、

“我らの

節っちゃ

ん”こと

厚木クラ

ブ佐藤節

子ワイズ

による健

康体操 －簡単、楽しく、体をほぐしましょう－ を教

えていただき、実践した有意義な例会でした。 

 日頃、現役でお仕事中の方、ワイズに打ち込んでいる

方等々疲れが溜まっていたので（？）佐藤さんによる色々

な“ほぐし”で終わってみれば体全体がポカポカ、血流

が改善した良い例会となりました。 

 ここで体験した体操を各自時間を見つけて実行してい

けば「継続は力なり」となって、血のめぐりが良くなり、

健康維持ができるのではないでしょうか。 

 更に東京クラブの比奈地・江口両ワイズは昼間料理教

室にて５月例会用に大きくて、美味しいコロッケを沢山

作って持参してくれたのが望外の喜びでした。 

感謝していただきました。有難う！   （太田 記） 

  

   世田谷クラブ５月例会に参加して                

         東京クラブ書記 江口耕一郎さん 

 たまたま貴クラブ例会と当方の料理教室が同日になっ

たので、余った料理を差し入れしようなどと安易に考え

たのが間違いのもと。そもそも当方は４人なのである。

４人分の料理を作って 20 人分余るはずがないではない

か。しかし、今さら後には退けないので、24人分のコロ

ッケを作ろう決意した。 

 櫻井シェフに、「これじゃまるで給食のおじさんだね」

と言われてしまった。油の温度がなかなか上がらずコロ

ッケらしい色に仕上がらなかったが、カレーとの相性も

良く、ご好評をいただけて嬉しかった。 

 たぶん続編あり。乞うご期待。 

 ☀ 第２例会報告 
日時：５月 26日（金）16：00－17：00 

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、寺門、村野、 

    岡田、張替 

打合せ事項 

１． ６月度ブリテン原稿検討 締切・印刷日（６日） 

２． 報告事項 

① ５/13（土）たんぽぽクラブ１５周年祝典挙行 

世田谷クラブから川嶋、小原、岩﨑さんが参加 

② ５/14（日）YMCA ユースオープンフォーラム 

区大久保主任、浅羽さん等が中心になり企画、 

準備され、大学生・院生・リーダー、YMCA 職

員ワイズメン他 48 名が参加、盛会裏に開催 

世田谷クラブから太田さんが参加 

③ ５/20（土）AM: 区川越大会における「表彰」 

につき理事ほか役員が出席し打ち合わせた 

PM: 東新部新旧役員引き継ぎ会・実施 

④ ５/27（土）東京 YMC 会員大会開催於 

東陽町：小原さん、寺門さんが参加 

同日、熱海 YMCA にて故竹内敏郎さんを偲ぶ会 

が開かれ、岩﨑さん 村野さんが出席された 

⑤ ６/３－４（土・日）第２０回東日本区大会が 

川越・ウェスタ川越にて開催、年次代議員会と

バナーセレモニーには岩﨑会長が参加、国際・

交流事業について太田さんが報告する 

５月 20 時点で 413 名の参加登録 

⑥ ６/10－11（土・日）開催の西日本区熊本大会に

太田さんが出席 

⑦ ６/16（金）６月移動例会は 下北沢「湘南倶楽

部」にて 18 時より開始 先期の振り返りと今期

への抱負を語り合うことに 

  

 協議事項 

① ７月卓話は峰さんで了承、９月以降の卓話者を 

  検討 寺門会長の区大会での主題発表の準備 

② ７月例会にて佐藤百合子さんの入会式を挙行 

  入会は東日本事務所、関係者に通知済み 

                    (張替 記) 

 

 ☀ 竹内敏郎さんの「お別れの会」 

 2017年５月 27日(土)13：30から 16：00に会が持たれ

ました。会場は竹内さんの元ホテルで現在熱海 YMCAにな

っている地下ホールで 140人ほどの人が集まりました。 
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舞台の祭壇には邦江夫人との２ショットの写真が飾られ

ていました。 司会は沼津クラブの長谷川等で始まりま

した。開会の祈祷、聖書ローマ人への手紙 12 章９から

21 朗読、これから挨拶が続きます。熱海 YMCA 理事長森

重男（熱海）、YMCA理事勝又隆吉（熱海グローリー）、熱

海市長齋藤栄（国際観光温泉都市をリードしてもらいま

した）、日本 YMCA同盟総主事神崎清一、東日本区理事利

根川恵子(川越)、西日本区理事岩本悟（熊本にし）、ここ

で司会者指名の挨拶がおわり、次期東日本区理事栗本治

郎(熱海)の献杯で会食が始まりました。 

 歌の好きな竹内さんの為に歌謡の時間です。渡辺美帆

(沼津)のリードで讃美歌主よみもとに（320）、なだそう

そうを参加者と一緒に歌いました。 

その後挨拶が続きます。 

 竹内さん長男竹内孝伸（２年前からの病状の紹介も含

めて）。この後は元理事の挨拶です。青木一芳(千葉)、藤

井寛敏（東京江東）、谷川寛(大阪ｾﾝﾃﾆｱﾙ)、森田恵三(京

都ｳｴｽﾄ)、岡本尚男(京都ｷｬﾋﾟﾀﾙ)、大野嘉宏（京都ﾊﾟﾚｽ）、

ここからはYMCA総主事、当日はYMCA大会があったので、

横浜 YMCA副総主事、東京 YMCA東山荘所長から、田中博

之（横浜国際大会事務局長）、伊藤圭介(大阪河内)、越智

京子(東京たんぽぽ)、樫村好夫(富士)、山田敏明（十勝）、

磯田幸子（東京クラブの前から、夫婦でフォークダンス

の付き合いがあった）、渡辺隆（甲府）久保田啓（DBC名

古屋）、渡辺周(衆議院議員・沼津)、相馬静香（DBC名古

屋）、ISG西村隆夫さんのメッセージが読み上げられまし

た。閉会の挨拶は富士山部長増田隆。プログラムはすべ

てアドリブで進められました。（敬称 略） 

                   （村野 記） 

 

☀ たんぽぽクラブ 15周年記念例会に出席して 

 5 月 13 日(土)東京 YMCA 山手コミュニティーセンター

での東京たんぽぽYサービスクラブの15周年記念例会に

我がクラブからは小原ワイズ、小原メネット、村野ワイ

ズ、川嶋さん、と私が参加しました。DBC を結んでいる

大阪なかのしまクラブからは 11名、仙台青葉城クラブ、

石巻広域クラブ、松本、長野、甲府 21、熱海、伊東、御

殿場の各クラブ、在京の多くのクラブ、東京 YMCA、ホテ

ル学校の方々と総勢 120名を超える多くの仲間が参加さ

れました。 

第一部記念式典 

小原史奈子会長の開会点鐘と挨拶があり、菅谷東京 YMCA

総主事、利根川東日本区理事、浅羽あずさ部部長からの

祝辞につづき、越智美香さんのピアノ演奏と相田麻純さ

んの素敵な歌声を拝聴できとても優雅な気持ちになれま

した。 

写真撮影の後第二部の祝会では 

東京山手クラブ金本会長、東京西クラブ高嶋会長、大阪

なかのしまクラブ杉浦会長の祝辞、栗本次期東日本区理

事の乾杯の音頭で歓談に入り、チョット変わったビンゴ

ゲーム、楽しい歌声で多くのワイズと交流することが出

来ました。締めくくりは越智京子記念行事実行委員長の

感動の閉会の言葉でめでたく終了。 

                   （岩﨑 記） 

                                                              

☀ 第６回オープン・フォーラム・ 

            ユースに参加して 

 さる 5/14(日)、神田明神祭りの日に、10 時～19 時ま

で藤井産業東京支店にて開催され、約 40名（大学生、学

Y、若手会社員、YMCA職員、ワイズメン）が参加して「社

会問題の解決に向けて」というテーマに、社会問題に実

際携わっている講師の話しを聞き、小グループに分かれ

ての討論、そしてグループ毎の発表、質問等を行って情

報の共有をして理解を深め合う一日でした。 

講師は、（１）長川美里さんによる東アジアとの共生経験

談（２）大澤和子さん（所沢クラブ）による不登校学生

を再生していった実例―教師の経験からの経験談（３）

ミャンマーからの留学生からの体験談（４）弁護士粟谷

しのぶさんによる「原発事故による放射能被害と法」に

ついての専門の立場からの社会問題提起の４人で、それ

を Wake Up Japanの鈴木さんがユーモアと当意即妙な話

術で上手くリードしてくれて全員が活発な議論に参加で

きた会であったと思います。 

 ワイズの主催は、東日本区ユース事業主任の大久保ワ

イズ（宇都宮クラブ）で彼から浅羽さん、衣笠さん、ユ

ース事業委員会の皆さんに声を掛け実現できました。 

私もおなじみとなった立教大学学 Yであった高君や埼玉

の永作君等と再会できて夫々活躍している姿をみて若者

を支援するワイズの良さを再認識させて頂いたフォーラ

ムでした。             （太田 記） 

 

☀ 第 15回会員大会に参加して  

 5月 27日(土)東陽町センターに於いて、第 15回会員

大会が開催され、会員、職員、ユースリーダーなど 142

名が参加。 

 一部では、会員部運営委員として 20名の会員が推挙さ

れ、名誉会員に茅野徹郎氏が推挙された。Volunteer of 

the year は「熊本大地震復興支援 マラソンチャリティ

ーコンサート実行委員の皆様」に、Youth Volunteer of 

the Yearは、5名のリーダーに、南センターの梅原大毅

君が表彰された。 
 二部では、東京ＹＭＣＡ報告及び会員活動が 10のブー

スにて紹介され、さまざまな活動を知る機会となった。 
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 三部では 新リーダーへの委嘱、卒業リーダーへの感

謝、退任運営委員に感謝の記念品贈呈、新入会員の紹介

が行われた。ジャズの生演奏が流れる中でのパーティー、

サイレントオークションと、会員同士の交流が図られ、

有意義なひと時を過ごすことが出来た。 

                   （小原 記） 

                     

☀ 第 20回東日本区大会に参加して 

 ６月３～４日『恩故知人』とのテーマにより、江戸時

代の香り豊かな繁栄を誇る小江戸川越ウエスタ川越市民

センターにて、川越クラブ主催の第 20回東日本区記念大

会が開かれた。大会に先立ち、年次代議員会が開かれ、

利根川恵子日本区理事の終始見事な議案審議により 11

議案が無事承認された。 

 登録者 425名中、世田谷クラブからは岩﨑会長・小原・

太田・寺門の４名参加。 

 バナーセレモニ

ーでは、岩﨑会長

が登壇し華を飾っ

た。メンバーの高

齢化による会員の

減少傾向に歯止め

がかからず、対策

に苦悩する役員の

方々に、会員とし

て如何に協力出来るか、新年度の重要な課題として取り

組む必要性を痛感した。 

 古都、川越の様々な伝統文化を紹介され、オリンピッ

クを迎えて来日される外国の人々に是非ともお披露目し

たいと思う楽しいひとときであった。     

記念講演：ローカル線を救うおもてなし 

    －危機を乗り越え、地域を元気にする方法－ 

講師：鳥塚亮氏 いすみ鉄道（株）代表取締役社長 

 

理事・役員引き継ぎにより 

利根川恵子理事から栗本次郎理事へとバトンが渡され 

いよいよ新年度のスタートに 

                  （寺門 記） 

☀ 会長通信 １７０６ 

 あっ、という間の 3 年間、皆さに助けられ、支えて頂

き何とかお役をこなせたことを心から感謝いたします。

スイスの哲学者、カール・ヒルティが「寝床につくとき

に翌朝起きることを楽しみにしている人は幸福である」

と言っております。物事に対する興味や関心が薄ければ、

精神的には年を取っていると言え、対照的になにごとも

楽しむ心があれば、それこそ本当の「若さ」なのではな

いでしょうか。ワイズ活動の中に楽しみを見つけ、これ

からも頑張ります。 

 今後の卓話予告 
７月 峰 毅ワイズによる 

   「YMCA すずらん会の原点とこれから」 

８月 企画中（高尾わくわくビレッジ案） 

＊今後のスケジュール 

 6/6(火)６月ブリテンの印刷 16：00～ 

 6/9(金)下北沢すずらん会 

 6/16(金)第１例会 18：00～下北沢「湘南倶楽部」 

 6/20(火)YMCA 南センター活動委員会 19：00～ 

 6/21(水)ボラセン歌の広場、三茶 

 6/23(金)YMCA すずらん会   第２例会 

 7/7(金) YMCA 国際委員会 山手 16：00～ 

 7/14(金)下北沢すずらん会 

 7/15（土）東新部第１回評議会 

 7/19(水)ボラセン歌の広場、三茶 

 7/19-22 タイ、チェンマイにて「アジア・太平洋 

           地域大会」開催 

 

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 
 5月 27日に東陽町センターにてＹＭＣＡ会員大会が行

われました。当日は会員、リーダー、スタッフなど合わ

せて 142名の参加がありました。今回は会員維持・増強

委員会の発案から、ブース形式で 10のブースで会員活動、

事業の報告を行いました。自らが説明者になったり興味

のあるブースに聞きに行ったりと交流の機会となり、今

までの大会の雰囲気とは異なり好評でした。年間で活躍

したボランティアリーダーに贈られる、リーダーオブザ

イヤーには南センターから梅原大毅さん（ヒューゴ）が

推薦され、当日表彰されました。 

 6 月からはいよいよサマーキャンプの受付が開始され

ます。親元を離れて生活をすると子どもたちも一回り大

きくなって、自信をつけて帰っていきます。そんな姿を

みることが私たちの毎年の楽しみです。この南センター

の夏もそろそろやってきます。多くの子どもたちがまた、

この夏の経験を通して一回り大きくなってくれることを

今から楽しみにしています。 

【東京ＹＭＣＡ・南センター今後の予定】 

6月 6日 サマープログラム先行受付開始  

6月 8日 サマープログラム一般受付開始  

6月 24日 第 20回会員芸術祭  

     （オープニング）（東陽町センター）  

6月 26日～7月 1日（会期）（東陽町センター） 


