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☀９月例会プログラム 

と き ９月 15日（金）18：00～20：00 

ところ 下北沢「Tepito」テピート  

        メキシコ料理レストラン 

電話  ０３－３４６０－１０７７ 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

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   

５. 食前の祈り 村野  繁  君 

６. 会  食 

７. 楽しいラテン音楽の解説と演奏を鑑賞 

８．ハッピーバースディ    ２日 寺門 文雄 君 

    13日 冨田 釮次君 14日 佐藤百合子さん 

    15日 村野 繁君  16日 石井 俊二君 

９. ニコニコ献金    

10. 諸報告 

11. 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 9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                 ＊ ユース ＊ 担当主事 岡田 ナスカ  
                                                                                                   

        

       †今月の聖句 

   人にしてもらいたいと思うことを 

      人にもしなさい。 

   Just as you want men to do you, 

     you also do to them likewise. 

 

     新約聖書 ルカによる福音書 

          6章 31節 

              （寺門 選）  
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会員在籍  １５名 

 

出 席 率  ８７％  

 

 

 

第２例会 ８/25日（金） 

     （７名出席） 

岩﨑、太田、小川、川嶋、

寺門、張替、岡田、 

 
例会出席者     ８／18日 
会  員             11名 
メネット             2名 
メイキャップ        2名 
ゲスト               1名  
ビジター        3名 

合計        19名 
 
すずらん会参加者 ８/25日（金） 
 ゲスト         35名   
 スタッフ        10名 
 合 計           45名 

 

８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 

 ８月          ０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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☀ 本日のメインプログラム 

 ９月 15日㈮ 下北沢「Tepito」レストランの場をお借

りして、８月に続き移動例会となります。爽やかな初秋

の季節に趣向を凝らして、張替さんを中心としたメキシ

コ音楽のリズム感あふれる《ロス・コンパニュエロス》

楽団の演奏を聴きながら、会食を共にし、楽しい一時を

堪能したいと思います。 

 張替さんの学生時代の、ラテンサークルの仲間同士で、

定年後シルバー世代としての４人の年齢はなんと計 291

歳となりながらも、若い世代に負けじと活躍されていま

す。 

 レパートリーは、メキシコを中心とした中南米の民族

音楽で、40曲に及び、時にはテレビ出演演奏なども行う

プロ顔負けの実力派の生演奏を楽しませて戴きます。  

        Tepito 案内図 

     住所：世田谷区北沢 3-19-9 

 

 

 

 

 

 

 

☀  ８月一泊例会報告 

 高尾の森わくわくビレッジは思い出深い。担当主事の

波多さんが、設立準備に奔走した時に、バンブーオーケ

ストラを紹介、楽器倉庫とライブ演奏をバーターし、東

新部部会でワイズソングを演奏してもらった。 

また、大先輩の三田村宏ワイズと共に、ＹＭＣＡすずら

ん会の皆さんとバスハイクでの訪問も数度。まちだクラ

ブの歌声と合流したのだった。 

 本題に戻ろう。私の手帳の日記メモに「ここが天国だ」

とある。クラブメンバーに八王子ワイズが加わり、野外

で火を起こすバーベキュー。部屋では、会長の持ち込ん

だキーボードの伴奏で、ミニすずらん会。皆で雑魚寝。

野鳥のさえずりで目覚める心地よさ。そういえば、ＢＢ

Ｑ会場には猪が出没するとか。病気の仲間の快癒を祈り、

歩行に困難を覚える友の介助をしながら、 

ここは高尾の森。           （小川 記） 

 

 世田谷クラブ一泊例会に参加して 

             長谷川あや子さん 

 「8 月に高尾わくわくビレッジで一泊例会をするんです

よ」YMCA の会合で小原さんにお会いする機会がありまし

たが、ぽろっとおっしゃいました。私はお誘いを受けた訳

でもないのに「私も参加したい」ぽろっと言ってしまいま

した。でも素直に言ってよかった！BBQ では皆さんの手際

のよさに感心。あっというまに用意が出来ました。特に鉄

板の裏にクレンザーを塗ることなど勉強になりました。川

嶋さん、ありがとう。宿泊室での懇談のひとときに夜が更

けるのも忘れました。小川さんのリードで懐かしい歌を合

唱、心が洗われました。皆さま、ありがとうございました。 

                 

☀ 第２例会報告 

日時：8 月 25 日(金) 16：00～18：00 

場所：東京 YMCA 南センター２階会議室 

出席者：岩﨑、太田、小川、川嶋、寺門、張替、岡田 

  （小原ワイズは翌日の YMCA 夏祭り準備の為欠席） 

打ち合わせ事項 

１． ９月度ブリテン原稿検討、締め切り(9/2),印刷日

(9/5 16：00) 

２． 報告事項 

① 8/18-19 「高尾の森わくわくビレッジ」で開催し
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た８月例会について――新入会で参加された佐藤

ワイズより、“大変良かった”と感想を頂いた。 

② 8/26「YMCA 夏祭り」に南センターとして参加、

豆腐、ケーキ、コーヒー等を販売し、リーダー３

名や大橋めぐみさん、中村周三さんも加わって、

「完売」達成でした！ 

③ 8/29-30 南センター３階の部屋のペンキ塗り実

施を報告 

 

３． 協議事項 

１）新入会者、佐藤・朝倉ワイズを迎え、担当、役割

について協議した。 

――特に毎月第４金曜日に開催する「YMCA すず

らん会」には、原則全員参加してすずらん会を盛

り上げ、片付け後、「第２例会」に参加して諸課題

に対して協議する姿勢が大事である点を伝えるこ

とを確認した。 

 ２）「東新部 20 年誌」と世田谷クラブ版の原稿をチェ 

   ックし、岩﨑直前会長名で伊丹編集長宛に送付す 

   る事を確認した。 

３）９月例会と参加者確認を張替ワイズより報告があ 

  った。 

４）10/14(土)開催の東新部部大会への参加者を次回確 

  認する。 

５）「沖縄 YMCA55 年史出版」への献金：クラブとし 

  て献金する。 

６）有志を募って、山田公平さんが関わっている「栃 

  木、マイホーム清原」を見学してシニアと高齢化 

  への理解、対応など学ぶ機会を近々実施する。 

４．YMCA 全体の行事と南センターの活動状況について 

  岡田ナスカ担当主事より報告を受けた。 

                   （太田 記） 

 

☀ すずらん会で緊急募金 

 ＹＭＣＡが行う、九州北部豪雨緊急支援募金。世田谷ク

ラブで行うすずらん会３箇所で呼びかけた募金に３万円

を超える善意が寄せられた。すずらん会参加者の被災地

への思いと、がんばるＹＭＣＡを応援し連帯する気持ち

の表れです。感謝して報告します。 

                   （小川 記） 

                                           

☀ YMCA夏祭り 

 8月 26日㈯東陽町センターにて恒例の『夏まつり』が

行われ、子供ゲームコーナー・模擬店バンド演奏などに

多くの参加者が訪れ、最後のお楽しみ抽選会では、悲喜

交々の歓声が響き賑やかに楽しい催しとなりました。 

 在京ワイズのシニアー連も童心に帰り、若かりし頃の

『夏の思い出』を懐かしむ一時であった。 

 我が世田谷クラブは、東北地震災害地支援のために、

今年も、ビールのお供に相応しい＜冷や奴豆腐＞や＜ケ

ーキ＞の販売コーナーを担当して、無事完売して気勢を

上げることが出来ました。 

参加者；太田・張替・小原・川嶋・岩﨑・松井・村野さ

ん達と寺門８名。 

 特記すべきは、次世代を担う若きリーダー達の大活躍

により年寄りの出番が大幅に減り、これから社会に巣立

ってゆく学生達の良き経験であったことを思い乍ら祝福

あれと願いつつ今後とも YMCA 夏祭りの長く継続される

ことを祈りました。        （寺門 記） 

                    

☀ ペンキ塗りリーダーと共に 
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 東京 YMCA 南センター3 階、クラブ例会や YMCA すずら

ん会（童謡・唱歌を歌う会）で使用している部屋の隣に

講師室と呼ばれている部屋があり、現在「あすか」クラ

ス授業の折に保護者の方々にお待ちいただく部屋として

使用されています。 

「ここの部屋の

壁、だいぶ汚れ

たね！」という

ことで、リーダ

ーと共にペンキ

塗り作戦を計画、

8月 29、30日で

実行に。 

 まず、部屋の

中のものをすべ

て移動し、壁塗

りがしやすい状

態に。ワイズの

皆さんはロッカ

ーに収められていた書類の整理を、ペンキ塗りはリーダ

ー諸君にと分担して。嬉々として刷毛をふるう？？リー

ダーの皆さんの笑顔は素晴らしいですね。 

と言うことで、2 日間にわたるペンキ塗り作戦はどうに

か終了。 

ワイズ参加者：寺門、岩﨑、張替、川嶋、村野、小原の

各会員と唐島さん、中村さん元会員。 

                   （小原 記） 

☀ 会長通信 １７０９ 

 東京 YMCAは、世田谷区希望が丘団地内にある『希望が

丘保育園』廃園後の再開発事業の世田谷区の公募に応募

され、見事に指名が決定したと報告されました。 

 再開発事業として、世田谷区船橋にある旧希望が丘中

学校跡地を、既存校舎などを解体し、残る既存体育館等

をスポーツ施設として活用するとともに複合施設を増築

し、青少年交流センター・区民集会施設・ホットスクー

ルを整備する。現在近隣にある区立希望が丘保育園も移

転して船橋西保育園として新たに区立の認可保育園も新

設するとして改修・増築工事が始まっています。 

 世田谷クラブとしては、今の段階ではどのような居場

所が確保されるのか未知数の要素が多い中でも、場所の

名前のとおり《希望が丘》を目指してこのプロジェクト

の経過を見守りたいと考えています。    

                  （寺門 記） 

 

＊今後の卓話予告 

 10 月 南センターのリーダー３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 

 9/8  (金) 下北沢すずらん会 

 9/15 (金) 第１例会 

 9/19 (火) 南センター活動委員会 

 9/20 (水) ボラセン歌の広場、三茶 

 9/22 (金) YMCA すずらん会  第２例会 

 10/7 (土) 十勝じゃがいも到着予定 

 10/12 (木) YMCA 国際委員会 

 10/13 (金) 下北沢すずらん会 

 10/14 (土) 東新部部大会 13：00～17：00 

      東陽町 社体保の 2 階にて 

 

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

８月 29、30日と２日間かけて、南センターの教室のペン

キ塗りを世田谷ワイズ、会員、リーダーと共に実施する

ことが出来ました。皆さんのご協力により見違える程、

綺麗になりました。南センターに関わる人々の交流も深

められる時となり、心より感謝申し上げます。暑い中本

当にありがとうございました。 

 南センターは、この夏もたくさんの子どもたちを迎え、

すべてのプログラムを無事に終了することが出来ました。

感謝を持ってご報告いたします。リーダーたちもこの夏

を終え、子どもたちと共に一回り成長したのを感じます。 

 秋はバザーも含めイベントのシーズンです。参加者、

ワイズ、会員、リーダーたちと共に楽しくイベントを盛

り上げ、つながりを深めていければと思っています。今

後ともお力添え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】 

９月２日（土） 災害スタディ（東陽町） 

９月２日－３日 小学生定例活動 １泊会 

               （千葉少年自然の家） 

９月８日－10日 ボランティアリーダーズフォーラム 

                    （山中湖） 

９月 10日（日） 幼児定例活動 

９月 16日（土） 国際協力街頭募金 （新宿） 

９月 19日（火） 南活動委員会 

９月 23日（土） インターナショナルチャリティーラン 

                   （木場公園） 


