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☀ ７月例会プログラム 

と き 7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 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 

司会 小川 圭一  君 

１．開会点鐘 寺門 文雄  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 小川 圭一  君  

４．ゲスト＆ビジター紹介 寺門 文雄  会長 

  東新部：伊藤幾夫部長公式訪問 

            寺門会長挨拶、部役員紹介 

５. 入会式：佐藤百合子さん、朝倉正昭さん 

６. 食前の祈り 小川 圭一  君 

７. 会  食 

８．卓  話「YMCAすずらん会の原点とこれから」 

            峰   毅 ワイズ  

９.ハッピーバースディ  22日 小川圭一 君 

   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 寺門 文雄 会長 

国 際 会 長 主 題 「ともに、光の中をあゆもう」（Let Us Walk in the Light Together ）Henry Grindheim(ノルウエー)  

アジア太平洋地域会長主題 「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 「広げよう ワイズの仲間」(Extension Membership & Conservation) 栗本 治郎   (熱海） 

東 新部 部長 主題  「E人（イーヒト）になろう！」 伊藤 幾夫(東京多摩みなみ） 

ク ラブ 会長 主 題  「ワイズに参加し 奉仕する喜びを伝えよう」 寺門 文雄 (東京世田谷) 

     Join us to Y's, & pass on pleasures thru services.                                                                           

会  長 寺門 文雄                2017年 7月会報 会 計 小原 武夫 

副会長 松井 直樹                 強調テ－マ 直前会長 岩﨑 弘 

書  記 太田 勝人              ＊キックオフ・Ｙサービス＊ 担当主事 岡田 ナスカ  

                                  ＡＳＦ／ＲＢＭ                                                                   

        

       †今月の聖句 

    

       確かに未来はある 

  あなたの希望が絶たれることはない。 

 

  If it is, you have a bright future. 

 

  旧約聖書 箴言 23章 18節 （小川 選） 
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会員在籍  １３名 

 

出 席 率  ８５％  

 

 

 

第２例会 ６/23日（金） 

     （８名出席） 

岩﨑、太田、小川、小原、

川嶋、寺門、張替、村野、 

 
例会出席者     ６／16日 
会  員             11名 
メネット             1名 
メイキャップ        0名 
ゲスト               2名  
ビジター        1名 

合計        15名 
 

すずらん会参加者 ６/23日（金） 
 ゲスト         41名   
 スタッフ        ９名 
 合 計           50名 

 

６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 

 ６月         9,280円 

年度計      119,395 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 

 ７月・いよいよ新年度開始の時を迎えました。現役で

お忙しい中を３期にわたり活躍された岩﨑会長の後を、

後期高齢者・認知症気味の小生がお引き受けする事にな

り緊張しています。岩﨑さん本当にご苦労様でした。 

 本日は、佐藤百合子さんの入会式及び信越妙高クラブ

より移籍される朝倉正明さんの転入会式と新進気鋭のお

２人をお迎えし、伊藤東新部長の掲げる「E人(イーヒト）

になろう！」の主題に応えることが出来たことをクラブ

メンバー一同感謝しています。 

 本日の卓話者にメンバーの一員である峰 毅さんにお

願いし、地域隣人高齢者への奉仕活動として長く実践し

喜ばれている『YMCAすずらん会の原点とこれから』と題

して、歌の会成立の事情を伺いご専門の高齢者福祉への

展望等、今後の活動に対する指針となることを期待して

います。  

                （寺門 文雄 記） 

 

☀  6月例会報告  

 ６月は、創作料理レストランでの移動例会です。下北

沢駅西口より 3、４分歩いた路地の奥、住宅地の中にあ

る「湘南倶楽部」。大きく光の入る硝子天井、窓の外には

楠の古木が枝を茂らせ、その向こうを井の頭線が走って、

素敵な雰囲気のレストランです。 

しばらくお休みをされている石井俊二さん、元会員の

宮原邦博さん、土屋光伸さんもご一緒に、一年を振り返

り、新年度を迎える心構えなどを語り合う機会を持ちま

した。 

スパークワインで乾杯。岩﨑会長３年続投に感謝、寺

門次期会長は、新たなクラブ活動をとおしてよりいっそ

う楽しいクラブ活動をと。 

 毎回美味しい食事を作ってくださる、川嶋会員、小原

メネットには心ゆくまで寛いでいただいて、会員みな飲

食を楽しみ、新たな活力をいただけた貴重な例会となり 

ました。                （小原 記） 

 

                    

世田谷クラブ例会に参加して 

                 宮原 邦博 

皆さん今日は。先日の例会に参加させていただきまし

た宮原です。まずは、例会に参加する機会を頂き本当に

有難うございました。 

 張替さんから電話勧誘に躊躇しましたが、皆さんのお

顔を拝見できるまたとない機会と思い、非礼を顧みずに

参加させていただきました。 

皆さんのお顔を久しぶりに拝見でき、素敵なレストラ

ンで美味しい食事を共にしながら旧交を温め、至福のひ

とときを過ごすことが出来ました。 

また、飛び入りの私が誕生日のお祝い品を頂戴し、申

し訳ありませんでした。重ねて御礼申し上げます。 

新会長のもと、貴クラブのますますのご発展を祈念申

し上げます。 

 

 ☀ 第２例会報告 

日時：６月 23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 寺門  

    村野 張替 

１．打合せ事項 

７月ブリテン原稿内容検討 締切日６月 30日（金） 

 印刷日７月４日（火）１５時より 
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２．報告事項 

① ６/２日（金）ウェスタ川越にて第４回区役員会開催、 

区大会リハ実施 －太田さん参加 

② ６/３－４日区川越大会に岩﨑、太田、小原、寺門 

村野 張替さん 参加。 

＊年次代議員会：岩﨑、太田、寺門さん参加 

＊沖縄那覇クラブの屋良ワイズと昼食会をとりなが

ら岩﨑会長と太田さんが交流 

＊次期・次々期理事＆区大会ホストクラブ 

：2018 年度 宮内理事（武蔵野多摩クラブ］ 

        沼津クラブホストによる沼津大会 

：2019 年度 山田理事（十勝クラブ） 

        大会ホストは東京サンライズ 

③ ６/10－11 西日本区大会菊池市にて開催 

太田さんが代表参加 各クラブとの友好を深めた 

④ ７/７－９日 下北沢音楽祭 小川さんが実行委員 

恒例の「みんなの歌ごえサロン 2017」は 9 日 

15 時より、改装中の北沢区民ホールに代わり 

成徳高校ミモザホールにて開催される 

⑤ ７/７日 YMCA 国際委員会―16 時より山手センター 

⑥ ７/８日 チョットショプノ報告会―13 時より 

    YMCA 東陽町センター２階 

⑦ ７/11 日 東京 YMCA アドバイザー会 

    14 時半より神保町学士会館 

⑧ ７/19－23 日 アジア・太平洋地域大会 

    タイ・チェンマイにて開催 

⑨ 信越妙高クラブ福澤会長より太田さんに連絡あり 

―会員 豊岡一久ワイズが退会 

―朝倉正昭さんが世田谷クラブへ転入会を希望 

協議の末７月例会にて佐藤百合子さんの入会式 

と併せて転入会式を行うことに決定 

３．協議事項 

① ７月例会の佐藤百合子さんの入会式について 

―入会手続き、及び報告書は手続き完了済み 

―式文 小原さん手配、寺門新会長より伝達 

―立会人 伊藤部長 伊丹主査 小川圭一君 

② ８月例会（18－19 日）の移動例会について 

会場「高尾わくわくビレッジ」を仮予約済み 

概要：―18 日 16 時現地集合 19 日午後解散 

   夕食はバーベキューで。 

詳細は小川総合プロデユ―サーを中心に今後 

検討のこととする。 

              （張替 記） 

 

☀ 「東日本区の役員を終えて」 

 この１年間、利根川理事の下で「国際・交流事業主

任」を勤めて参りました。 

 当初、東日本区全体をカバーする事と、国際協会の

一員として世界のワイズダム発展の一翼を担う事が、

どのようにしたら実感できるのか不安でした。 

１． ８月台北での国際大会に参加： 

 特に、横浜つづきクラブの林 茂博ワイズの提案

があり大会開始の２日前に出発して ICM(Int’l 

Council Meeting 国際議会）に２日間オブザーバー

として参加してきました。 Mrs.Joan Wilson 国際

会長はじめ、主な方々とも挨拶ができ、“東京世田

谷クラブ”の存在を伝えて参りました。 

２． ２月東山荘にて第２回東西日本区交流会の準備と

実行：田中実行委員長の下で、準備・実行して東西

のワイズメンが交流することにお手伝いが出来た

のではないかと思っています。司会、進行しながら

“東京世田谷クラブあり”を印象付けるよう努めま

した。 

３． その他、BF 代表募集、RBM 支援、各種献金に対し

ての使われ方、そして表彰準備等々多忙であったが、

充実した１年間でした。 

 以上の活動を可能としてくれたのも皆様からの

ご支援とご協力があったればこそ出来たものと心

からお礼申し上げます。以後はこの経験を活かして

後に続く主任にトロイカの考えで支援して参りま

す。本当に有難うございました。 

                   （太田 記） 

                                                              

☀ 「第 20 回西日本区熊本大会」に参加して 

 さる 6/10-11 と熊本大会に参加してまいりました。 

行きの飛行機では東京江東クラブ藤井元国際会長は

じめ顔見知りの皆さん方と、式典の会場となった菊池

市文化会館では東京西クラブの高嶋会長、村野絢子さ

んはじめ皆さん方とご一緒でした。熊本にしクラブと

の DBC 交流をする、とのことでした。 

 大会は、東日本区のやり方と同じで、バナーセレモ

ニーに始まり各種プログラムが進み、終わって懇親会

の会場である熊本市ホテル日航へとバスで移動しま

した。今回の大会には 750 名ほど参加があり、それ

はそれは盛大で、西日本区のエネルギーを強く感じ取

りました。 

 熊本県内だけで 10 クラブもあり、ワイズメン全員が

大会の準備と当日の“おもてなし”をして頂き、その肥
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８月移動例会ご案内 

   

高尾の森 

わくわくビレッジ 
  自然のなかで感動と発見と楽しさを 

 

  193-0821 東京都八王子市川町５５ 

  TEL: 042-652-0911 

 

電車・バス 

新宿から京王線、JR中央線「高尾駅」 

北口バス乗り場 西東京バス 

  「高尾の森わくわくビレッジ」ゆき・終点 

後魂に深く感心いたしました。 

 岩本理事はじめ役員の方々とも東西日本区交流会を通

して知り合いと成りましたので、さらに交流を深める事

が出来ました。ワイズの皆さんは一瞬にして良き仲間と

なることを実感した次第です。 

 ワイズの日本全体では、東日本に所属する自分として

は残念ながら“西高東低”ですが、いつか東日本区もエ

ネルギーを充電して現在の西日本区のような活気をもた

らしたい と帰路の飛行機の中で色々と考えて思いを巡

らしていました。 

 私を受け入れてくれた世田谷クラブの皆さんに心から

感謝申し上げます。             

                    （太田 記） 

                     

☀ 会長通信 １７０７ 

 これまでクラブ会員の皆様にご奉仕を頂き乍ら、仕事

の都合によりすっかりお任せしていましたが、80歳の坂

を超え一段落しましたので、高齢化による健康問題等多

くのハンデを背負いながらも、人生の最終楽章として一

年間の会長職をお引き受けすることと致しました。 

 どこまでお役目を全うできるかは神の加護を祈りつつ

皆様のご支援を頂き御一緒に歩みたいと願っています。 

 高齢になることは，『居場所』を求めて流離の旅人の

様なもので、《安らぎの場所》が何処にあるかを尋ね歩

く姿ではないでしょうか。 

 心から信頼出来る仲間のいる「ワイズ」こそ、その居

場所であることを知らせ、共に歩みたいと呼び掛けたい

と思います。  

                 （寺門 文雄 記） 

 

今後の卓話予告 

８月： 8/18-19、金－土、移動例会 

     高尾の森 わくわくビレッジ（16：00 集合） 

９月：下北沢「テピート」にて中南米音楽研究会 

10 月：南センターのリーダーによる 

     「夏のキャンプ体験談報告と交流」 

 

＊今後のスケジュール 

7/7-9 下北沢音楽祭―９日 15：00 より 

    「みんなの歌声サロン２０１７」 

    成徳高校のミモザホールにお集まり下さい 

7/7（金）YMCA 国際委員会、16：00 より、山手にて 

7/8（土) 13：00 チョトショプノ報告会、 

                東陽町 Y２階 

7/11（火) 14：30 YMCA アドバイザー会、学士会館 

7/12（水）18：30 東新部第１回役員会、南センター 

7/14（金）下北沢すずらん会 

7/15（土) 13：30 東新部第１回評議会、山手センター 

7/19（水) ボラセン歌の広場、三茶 

7/19-23 アジア・太平洋地域大会、タイ・チェンマイ 

7/21 (金) 第１例会 

     佐藤百合子さんと朝倉正昭さんの入会式 

7/28（金）YMCA すずらん会    第２例会 

 
☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 
 いよいよ 7月よりサマープログラムが開始します。つ

い先日には山中湖と道志、野尻で、2 泊 3 日の実技リー

ダートレーニングが実施されました。火つけやボートの

漕ぎ方、沢登りの仕方や自然観察など短い時間にたくさ

んのことが詰め込まれ、リーダーたちは一生懸命にトレ

ーニングを受ける姿がありました。スキルを身に付ける

ことはこのトレーニングの中で重要なことの一つではあ

りますが、初心者のリーダーたちに対して一番大切にし

ているのは、グループ体験、キャンプ体験です。実際の

キャンプ生活と同様にグループが組まれ、そこにカウン

セラー（グループリーダー）が配置されます。カウンセ

ラーを担うのは、ＯＢ・ＯＧリーダーたちです。彼らの

今まで積み上げてきた経験とリーダーとしての資質は、

現役リーダーのよい手本となり、頼りになる存在です。

彼らＯＢ・ＯＧが経験を経て培ってきたものが、また新

しいリーダーへと受け継がれ、それが彼らの成長に繋が

っていくことは大変嬉しいことです。この夏もトレーニ

ングを経て、リーダーたちの成長を見られることを今か

ら楽しみにしています。 

【東京ＹＭＣＡ・南センター７月の予定】 

7月 9日 幼児定例活動例会 

7月 16日～17日 はじめてのおとまり 

7月 30日 小学生定例活動例会 


