
 

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

☀８月例会プログラム 

と き 8月 18日（金）－19日（土）１泊２日 

ところ 高尾の森わくわくビレッジ 

     八王子市川町５５番地 

でんわ ０４２－６５２－０９１１ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

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 村野  繁  君  

４．ゲスト＆ビジター紹介 寺門 文雄  会長   

５. 食前の祈り 村野  繁  君 

６. 会  食 

７. 「一人ひとり思いを語る」 

８．ハッピーバースディ    7日 松井 直樹 君 

  結婚記念日             該当者なし 

９. ニコニコ献金    

10. 諸報告 

11. 閉会点鐘   寺門 文雄 会長 

 （懇親と懇談のときに） 

 

 

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 8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                   ＊C S＊ 担当主事 岡田 ナスカ  

                                Community Service                                                                   

        

       †今月の聖句 

 「天の国はパン種に似ている。 

  女がこれを取って三サトンの粉に混ぜると、 

      やがて全体が膨れる。」 

 Jesus told them still another parable:  

“The Kingdom of heaven is like This. A woman 

takes some yeast and mixes it with a bushel of 

flour until the whole hatch of dough rises.” 

 新約聖書マタイによる福音書 13章 33節 

                （村野 選）  
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会員在籍  １５名 

 

出 席 率  ８０％  

 

 

 

第２例会 ７/28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     ７／21日 
会  員             12名 
メネット             1名 
メイキャップ        1名 
ゲスト               0名  
ビジター        6名 

合計        20名 
 

すずらん会参加者 ７/28日（金） 
 ゲスト         35名   
 スタッフ        10名 
 合 計           45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 

 ７月        11,701円 

年度計       11,701 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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高尾の森 

わくわくビレッジ 
  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 

☀ 本日のメインプログラム 

 夏休み・お盆シーズンの暑気払いを兼ねて、「高尾の

森ワクワクビレッジ」の爽やかな場所にて 8月異動例会

を企画しました。 

 各月の第一例会では、卓話者の講演を聞き主として学

ぶことを中心に集い、第二例会ではクラブ運営に関する

事務的な打合せに終始する時間に追われているのが現状

ではないかと思います。世事から解放された寛ぎの一時、

世田谷クラブは、今何処に居て、今後何を目標に歩みを

進めていくか等寝食を共にして語り合う良い機会となれ

ば幸いです。 

 急速な少子高齢化の激浪の中で、隣人への奉仕の実践

に向けワイズメンズクラブの真価が問われていると思い

ます。楽しく寛ぎながら語り合いたいですね。 

                 

 

☀  ７月（キックオフ）例会報告 

  岩﨑直前会長からバトンタッチされて、寺門会長の

点鐘と祈祷でスタートした７月例会。 

 待望の入会式、東新部伊藤幾夫部長の公式訪問、クラ

ブメンバー峰ワイズによる地域福祉実践報告とクラブ論

は、新年度に相応しいものでした。 

 新入会の佐藤百合子さんは、昨年 11 月の石巻歌声広

場の伴奏者としてクラブライフをスタートしていらっし

ゃいます。とりわけ、例会でのワイズソングとハッピー

バースデーの生伴奏は、手作りディナーと共に他クラブ

にはない世田谷の特色で感無量です。加えて、転入とは

いえ朝倉正昭ワイズ、海外ビジネスに精通する国際派で、

世田谷メンバーとして国際色を一層強めてくださいます

ね。嬉しい嬉しいキックオフでした。 

 また、卓話で峰ワイズが用意された 36 ページにも及

ぶレポートは、ＹＭＣＡすずらん会の立ち上げ企画書と

経過報告からなる力作で、クラブの歴史を記した貴重な

資料です。              （小川 記） 

                  朝倉正昭さん 

 私は、2011年から、私の孫が、東京 YMCA山手センタ

ーが、主催する、ファミリーキャンプに、参加させて頂

いた関係で、妙高高原ロッジに、同行したご縁で信越妙

高ワイズメンズクラブに参加致しました。 

 来年ロッジが、閉鎖される事になり、信越妙高ワイズ

メンズクラブの、主要な活動のひとつが消えてしまう事

になったのを契機に、かねてお知り合いだった太田さん

に、ご相談の上、東京世田谷クラブに、転入させて頂き

ました。先日の、入会式の時にも、申し上げましたが、

私は海外生活が長く、親しくさせて頂いた知己が少なく、

是非これを機会に、知己の輪を広げる事が出来れば良い

と望んでいます。どうかよろしくお願い申し上げます。 
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世田谷クラブ例会に参加して 

東新部 伊藤幾夫部長（東京多摩みなみ） 

７月の貴クラブキックオフ例会に部長公式訪問させて

いただきました。幸いなことに、佐藤百合子さんの入会

式と朝倉正昭さんの転入会式に立ち合わせていただきま 

した。なんという恵み、なんという喜びでしょう。 

今期、部長主題として「Ｅ人（イーヒト）になろう」

をかかげました。Ｅ人とは「ＥＭＣを重点課題として考

える人」の造語です。7月 1日付で今期半年報が発表さ

れました。東新部では 90名でした。この数字は東新部発

足の 1997年の半分です。減少傾向の中で、貴クラブは会

員を２人も増強されました。すばらしいキックオフ例会

となりました。 

 

 ☀ 第２例会報告 

１． ８月のブリテン：別紙案、 原稿締切日 と 印刷

日を決める。 

２． 報告事項 

① 東新部部長公式訪問の月：7/21（金）世田谷クラ

ブ来訪、終わって交流会 

② 7/7 YMCA 国際委員会開催： 張替、太田参加 

③ 9/16 YMCA 国際協力街頭募金 

13：00～17：00、新宿東口に本部 

ワイズの皆さん、出来るだけ大勢参加を期待 

④ 7/11 YMCA 賛助会、アドバイザー会開催： 

小原、寺門、太田参加 

⑤ 7/15 東新部第１回評議会 山手センターにて 

寺門新会長が方針を報告。小川 CS 事業主査、

太田エクステンションも報告 

全てのクラブから参加があり、大変よかった。 

⑥ 7/20-23 タイ、チェンマイにて「アジア・太平洋

地域大会」があり、村野さん参加 

⑦ 7/21 ７月例会にて佐藤百合子さん、朝倉正昭

さんの２名の入会式を行った。 

⑧ 8/26（土）YMCA 夏祭り、東陽町センターにて

11：30～16：30 開催 

⑨ 8/29-30 南センター３階の部屋のペンキ塗り

を実施します。ご参加を！ 

⑩ 先期の会計報告（寺門会長より） 

 

３． 協議事項 

① 8/18-19 ８月の移動例会 

（高尾わくわくビレッジ） 

――現地集合 ：16：00 

参加者確認。 食材・飲み物・茶菓子等。 会

費。 その他（持ち物など） 

総合プロデューサー：小川さん、 

② 寺門会長の思い：「シニア層の活性化」 

わくわくビレッジにて夜セミナー実施案 

③９月例会 下北沢「Tepito」参加人数の確認 

④その他 

                   （太田 記） 

 

☀「国際協力街頭募金参加への呼びかけ」 

 東京 YMCA国際協力部のイニシアチブにより今年度も 

国際協力街頭募金が下記要領にて実施されます。 

日時：2017年９月 16日（土）13：00～17：00 

場所：JR 新宿駅周辺｛東口・西口・南口３拠点｝ 

*当日はまず東口本部（新宿駅 A９出口）で登録を。 

スローガン：バングラデシュの子どもたちのために 

      私たちができること 

貧困、自然災害、未発達な教育政策、社会・文化習慣 

これらの原因により、バングラデシュでは多くの子ども 

たちが学校に通うことを断念せざるをえません。バング

ラデシュの子どもたちの未来を守るために、ひとりでも 

多くのワイズメンの力を貸してください。 

Will  you  join  us ？ Street  donation  for 

TOKYO YMCA International  Cooperation Fund 

国際協力部と国際委員会は各部署の担当のみなさまの 

ご協力のもと、今回の募金活動を単なる募金集めとして 

のみでなく、国際事業としての活動を認識・アピールす

る場として、YMCAの会員や学生、園児やボランティアな

ど、幅広い世代と共に街頭に立って一斉に募金を呼び掛

けることをめざします。日本バングラデシュ協会のラー

ナさんご一家も昨年同様駆けつけてくれる予定です。ご

都合のつく限り短い時間でも結構です、できるだけ多く

の YMCA ワイズの会員みなさまのご参加を期待しており

ます。 

                （国際委員 張替記） 

☀ 国際通信：  

   台湾「高雄ワイズメンズクラブ」より 

１．昨年８月台北で開催された「国際大会」にてハワイ

の Kaimuki Club の Seto さんから高雄クラブと IBC 関

係に入りたいので、世田谷クラブも一緒にどうか、と提

案され会場で高雄クラブの Mr.Oliver Wuと話し、名刺交

換をしてきました。 

２．帰国後、役員会にて皆さんに報告し、①まずお互い

に理解しあうことが必要で、ブリテンの交換から入りま

しょう、②また高雄クラブから来日の折は、食事会を設

けて参加者全員で理解に繋げて行こう という方針を確

認しました。 

３．今回６月の任期を終え、先方の議事録を送ってきま

したが、中国語のため一部漢字から推量するしかありま

せん。YMCAにほんご学院にお願いして留学生に見てもら

おうかと考えています。 

４．高雄クラブは１９６２年にチャーターナイトを迎え、

世田谷クラブ設立の１年後の創設です。会員数は 24 名

（男１６、女８）で今まで国際議員を３名も出してこら
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れた、とのことです。また折に触れて、経過を報告いた

します。              （太田 記） 

                                         

☀ 東新部第一回評議会に参加して 

 2017年７月 15日㈯ 山手センターにて部役員 18名・

クラブ会長・書記・会計 12名の参加により開催され太

田・小原・寺門の３名参加。 

 伊藤東新部長による「Ｅ人（イーヒト）になろう！」

との主題の基に７議案が審議され全会一致で原案どおり

承認。その後諸報告がなされ新年度が無事スタートした。 

 高齢化による会員の減少傾向に歯止めがかからず、各

クラブ一丸となりＥＭＣを重点目標としたいとの要請が

なされた。東京むかでクラブよりシルバー層を対象にク

ラブ外の参加者を求め宿泊キャンプ等を行い交流を深め、

数名の新入会者を得たとの報告がなされ、次回には是非

参加したい旨を申し入れた。各クラブごとに会員増を図

るために努力されている様子が判ったが、さらに交流を

図り成功例などが共有出来れば良いと思った。 

                   （寺門 記） 

☀ 下北沢音楽祭報告 

 北沢タウンホールがリニューアル工事中で「みんなの

うたごえサロン２０１７」は、下北沢成徳高校のミモザ

ホールで開催されました。社協と実行委員の手馴れたチ

ームワークで、北沢小学校合唱団を迎えて楽しみました。

それにつけても、世田谷クラブ以外に、ピアノ伴奏や進

行上のサポーターが今年も支えて下さいました。感謝し

ます。 

 また、ミュージックラウンジというクラシックライブ

コンサートをナザレン教会をお借りして開催しました。

二日間で、１００名を超えるお客様。会場を提供下さっ

たナザレン教会にもお礼を申し上げます。 

（小川 記） 

☀ 会長通信 １７０８ 

 ＜伸びる平均寿命・男女で世界２位＞ 

女性 87.14歳 男性 80.98歳－2016年 日本人の平均寿

命の記事が朝日新聞７月 28日朝刊に掲載されました。 

 小生は、この９月２日の誕生日で 81歳となり、正に日

本人の平均寿命と並びます。心の底では、まだまだ老人

ではないぞと抵抗はしているものの肉体の衰えは正直な

もので、様々な病院通いの日常となっています。 

 最近は同年輩の友人たちの訃報に接する機会が多くな

り、自分もその時の遠くないことを考えさせられていま

す。 

 『後世への最大遺物』（内村鑑三）は、自分の人生に

とり何を捧げられるのか自問自答しています。せめてさ

さやかな奉仕が出来、喜びと感謝に満ちた人生でありた

いと願っています。 

 

＊今後の卓話予告 

 ９月：下北沢「Tepito」にてラテン音楽の解説 

       と実演鑑賞 張替滋夫君とその仲間 

 10 月：南センターのリーダーお三人による 

   「夏季キャンプ体験談」と「YMCA 広島大会報告」 

 11 月： 世田谷区社協 阿藤京子さんによる卓話 

 12 月： クリスマス祝会、 

     下北沢ナザレン教会 坂本 誠牧師 

＊今後のスケジュール 

 8/8（火）東京たんぽぽクラブ納涼会 

 8/11（金）下北沢すずらん会 

 8/16（水） ボラセン歌の広場、三茶 

 8/18-19 移動例会を「わくわくビレッジ」で開催 

 8/25（金） YMCA すずらん会  第２例会 

 8/26（土） YMCA 夏祭り 

 8/29-30  南センターペンキ塗り 

 

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

7月 20日にリーダーたちと高齢者施設が実施する「こ

ども食堂」のお手伝いに行ってきました。子ども食堂は、

無料で食事が提供される開かれた食堂です。この日は、

夏休みの特別プログラムで飯盒炊飯をしました。両親が

共働きの子どもたちは、孤食（一人で食べる）となりや

すい夏休みでもあります。そんなとき食卓を囲んでみん

なで楽しく一緒に食べる食事はおいしく、楽しいもので

す。家庭の温かみとは違う、リーダーたちとの一緒に作

り、囲む食卓は賑やかでまた違った温かみに触れる機会

になっていました。リーダーたちの日頃の力が発揮され

た、夏の始まりの素敵な子どもたちとの出会いでした。 

【東京ＹＭＣＡ・南センター8月の予定】 

7/31－8/4  MC学童 

8/1－2   わんぱくデイキャンプ 

8/5－7    妙高やまのこキャンプ 

8/8－11   赤城アドベンチャーキャンプ 

8/10－11  どきどきデイキャンプⅠ 

8/14－18  MC学童 

8/16－19  道志ネイチャーキャンプ 

8/22－24  道志ワンダーキャンプ 

8/26    夏まつり 

8/28－29  どきどきデイキャンプⅡ 

9/16  国際協力一斉街頭募金（新宿駅周辺） 

9/23  第 31回インターナショナルチャリティーラン 

（都立木場公園） 

 


