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☀10月例会プログラム 

と き 10月 20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 張替 滋夫  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 峰   毅  君 

６. 会  食 

７. 南センター・リーダー3名による研修報告 

  ユースボランティアリーダーズフォーラム参加 

  全国 YMCAリーダーズ研修会（広島）参加 

８．ハッピーバースディ    1日 川嶋 良子さん 

    17日 峰 毅 君  19日 張替 滋夫君  

    27日 岩﨑 晴美さん 28日 岩﨑 弘 君 

    30日 朝倉 正昭君 

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、光の中を歩もう」（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 10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                ＊  E M C / E ＊ 担当主事 岡田 ナスカ  

                            クラブ拡張（新クラブ設立）                                                                   

       †今月の聖句 
  それから、イエスは弟子たちに言われた 

「まことに、あなたがたに告げます。金持ちが天の

御国にはいるのはむずかしいことです。まことに、

あなたがたにもう一度、告げます。金持ちが神の国

に入るよりは、らくだが針の穴を通るほうがもっと

やさしい。」 

弟子たちは、これを聞くと、大変驚いて言った。 

「それでは、だれが救われることができるのでしょ

う。」 

イエスは彼らをじっと見て言われた。 

「それは人にはできないことです。しかし、神には

どんなことでもできます。」 

    マタイ 19章２３－２６節 

                 （村野 選） 
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会員在籍  １５名 

 

出 席 率  ８０％  

 

 

 

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     ９／15日 
会  員             10名 
メネット             2名 
メイキャップ        2名 
ゲスト               1名  
ビジター        7名 

合計        22名 
 
すずらん会参加者 ９/22日（金） 
 ゲスト         35名   

 スタッフ        10名 
 合 計           45名 

 

９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 

 ９月    15,202円 

年度計    26,903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 

 高齢化の話題の多いワイズメンズクラブにとり、世田

谷クラブは、なんと幸いなことか若鮎の如き若きリーダ

ー達に恵まれ新鮮な活力を与えられています。 

 今月の卓話者には、2グループの研修会などに参加さ

れた次のメンバーの報告をお願いすることにしました。 

①【ボランティアリーダースフォーラムに参加して】 

 リーダー活動から思うこと 

 ＜卓話者＞ 中山ゆり子 リーダー・1年目 

     守屋 厚志 リーダー・2年目 

➁【全国リーダー研修会（広島）に参加して】 

 リーダー活動から思うこと 

 ＜卓話者＞ 梅原 大毅リーダー・４年目 

  体験談に基づくレポートを伺います。 

 是非ご友人をお誘い頂き、若きホープ達にエールを 

 お送り下さい。          （寺門 記） 

         

☀ ９月例会報告 

 満員御礼！美味しいメヒコ料理（メキシコの人はメヒ

コと言うのだそうです。） 

強いテキーラ。玄人はだし・張替さんたちの演奏。 

ラテン音楽の民俗学的解説もあり、八王子クラブの仲間

も駆けつけて、ワイズの楽しさを満喫した例会でした。 

 そして、当日病のために欠席した太田さんの為に祈り

ましたが、祈りが効かれて、太田さん無事退院され、感

謝と喜びの９月例会でした。       （小川記） 

☀ 第２例会報告 

日時：９月 22日（金）16：00～18：00 

場所：東京 YMCA南コミュニティ－センター 

２階会議室 

出席：7 名 寺門会長 小川 岩崎 村野 小原 

川嶋 岡田 

打合せ事項 

  ブリテン内容決め担当割り振り 

締切９月 30 日 印刷 10 月５日（木）16：00 

報告事項 

 ＊東新部部会日時・参加者確認-―寺門会長、小原 

岩﨑、村野、川嶋、張替 ６名参加 

 ＊十勝クラブじゃがいも受け入れ 

今年の出来ばえはとても良くおいしいものが期待 

できそう。価格等条件は昨年同様の由。 

10 月７日（土）10：00 南センターにて 

受け入れ作業です。都合のつく方はご参集を。 

協議事項 

 *世田谷区生活支援 NPO等福祉団体協議会について 

  社協による地域を支えるネットワークづくりを 

  推進する会が 20団体の参加をもって 10月 21日 

  開催され、小川さんが出席、席上世田谷クラブ 

  に対し幹事・世話役引き受けの要請があった。 

  社協協力も考慮、内容協議の上承認。 

 ＊バザーについて 

  委員会にて準備進行中―10月 29日開催 

０１５７発生により衛生管理面での対応が必要。 

保健所の判断にもよるが、餅つきは従来方式では 

恐らく出来ないため、数量を 10ｋｇ程度に減らし 

形も豚汁等に入れるように変更する。 

あわせて肉まん等を代替として考える。 

また、餅つきそのものも後継難を考慮すると 

フェードアウトの時期ではないか。 

 ＊リーダーOBの天狗がバザー委員長を務める 

という新しいこころみを歓迎し新旧リーダーを 

交えたセンターの活性化につながることを期待 

したい。 

１． YMCA 報告 

岡田ナスカ主事より「All  Japan YMCAs」 

のパンフを使い、リ・ブランディングのコンセプト 

について説明があった。 

「世の中の若い世代の YMCA の認知度が低いこと

を踏まえロゴマークの変更を含む新しいブランド

コンセプトをつくった。YMCA 内でも新しい職員に

とって YMCA のブランドが遠くなりつつあり、こ

れを契機に再度 YMCA の使命を確認し－みつかる 

・つながる・よくなってゆく－という新たなメッセ
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ージを確かなものにして行きたいその意味で今年

のバザーのテーマ“きっかけ”は－みつかるにつな

がる良いテーマではなかろうか」 

                （張替 記） 

 

☀ 国際協力街頭募金が行われた 

9月 16日（土）13：00～16：30、新宿駅駅頭 東口 

西口 南口の３拠点にて恒例の一斉国際協力募金が行わ

れた。生憎の雨模様の曇天で人の出が心配されたが終わ

りまで本降りには至らず、YMCAに列なる大勢の若者にワ

イズのシニアも加わり、また途中参加のグランチャしの

のめの子どもたちの黄色い声に励まされながら一同元気

に「バングラデシュの子ども達の教育のために」そのミ

ッションを果たした。 

ラーナさん御一家はラーナさんの急なバングラデシュ

への出張のため今年は参加がかなわなかったが、にほん

ご学院在籍のバングラデシュの若者とその友人３名が習

いたてのにほん語で懸命にアピールをしてくれた。 

結果は、未だ充分とは言えないまでも、ここ５年間最

高の180名を超す参加者と昨年を上回る21万円オーバー 

の募金を得ることができた。浅羽国際委員長の「募金活

動を単なるイベントで終わらせることなく国際事業の一

環として位置づけよう」との強い思いが少しずつ形にな

りつつあることを感じさせる一日でもあった。 

                   （張替 記） 

 

                                           

☀ 湘南沖縄部会で DBCを 

 ９月 16日、横浜・ワークピアで開催された、湘南沖縄

部会に岩﨑直前会長と小原が参加。 

当日は、東京 YMCA主催の国際協力街頭募金が新宿駅周辺

で（13：00～17：00）行われ、私たちも、2 時間余り声

出しをしたのちに横浜へ向かいました。 

 湘南沖縄部会へ沖縄・那覇クラブの屋良政旦直前会長

が参加されるとのことで、この機に DBC懇談の時を持て

ればと伺い、旧知の方々とも再会でき誠に有意義な時を

過ごせました。 

折しも、沖縄 YMCAは 55周年を迎えるとき、記念誌発

行の為に募金を募ると言うことで、屋良さんは大いにア

ピールをされて、わが東京世田谷クラブからも些少では

ありますがご協力を。部会終了後、近隣のレストランに

於いて 3名での懇談の時を持ち散会に。 

                   （小原 記） 

 

☀ チャリティーランが開催されて 

    南センターリーダー 守屋厚志 (ごんべえ) 

9月 23日、秋分の日に今年もチャリティーランが開催

されました。前日からの雨で今年も天候が心配されまし

たが、開始時には晴れ間が見えるまで回復しました。 

南センターのリーダーは 8時に集合した後、設営の手

伝いをし、その後ランナーはウォーミングアップをしま

した。アップでは実際に走るコースを走り、本番のイメ

ージを皆で膨らませ、そして遂に競技が開始されました。 

私は第 2走者だったため、すぐに出番が来ました。軽

快に走り出した

のは良いものの、

コースの半分も

行かないところ

で辛くなり始め、

段々とペースも

ズルズルと落ち

ていきましたが、

それでも沿道の方々や仲間の応援に励まされて何とかゴ
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ールにたどり着きました。ゴール後も仲間と一緒に応援

をしたりと、最後まで盛り上がりました。 

結果は 29位と、最初に目標としていた 20番台になん

とか届き、喜びを皆で共有することができました。競技

を通して仲間との絆を深めた、「スポーツの秋」らしい

1日でした。 

 

☀ 生活支援ＮＰＯ等 

    福祉団体協議会に係ります 

 世田谷社協の呼びかけで、地域で活動する福祉系のグ

ループが協議会を立ち上げました。寺門会長と小川が参

加して情報を集めました。私たちが進める「ＹＭＣＡす

ずらん会」の活動の延長線上に地域のグループとの連携

が考えられます。 

 呼びかけに呼応し、クラブとして幹事を引き受けて活

動を進める事としました。 

（小川 記） 

☀ イキイキ演芸会に協力します 

 「ＹＭＣＡすずらん会」に対して、経堂地区社協より

第 13 回のイベントへの出演協力要請を受けました。 

７月に開催された下北沢音楽祭の経堂版といったイメー

ジです。 

 歌詞データ、ピアニスト、パソコンオペレーションと

歌声リーダーを担当します。 

日時：11 月 19 日（日）13：00～15：00 

会場：鴎友学園女子中学高等学校 ホール。 

共演は、鴎友学園のブラスバンド班と管弦楽班の皆さん

です。区報にも掲載されますので、ＹＭＣＡの地域への

広報に貢献出来ると思います。 

追記・このイベントの実行委員長である藤森和美さん

は、東京むかでクラブのチャーターメンバーで日本区理

事を勤められた藤本博信ワイズのお嬢さんです。 

（小川 記） 

☀ 会長通信 １７１０ 

・お見舞：太田さん、１日も早く全快され、世田谷ク 

 ラブ・東新部のお役目に復帰されますよう一同お待ち 

 しております。 

  この機会に急がずにのんびりと静養されますように。 

・【例会のご案内】 

  世田谷クラブは、毎月次の例会を開いています。 

〇第一例会・第３（金）18：30～20：30   

ＹＭＣＡ南センターにて 

内容  ワイズソングを歌い、信条を唱え、聖句朗読と

祈祷の式を行った後ゲスト・ビジターの方々を紹介。 

その後、心のこもったメネット手造りの会食を共にしな

がら楽しい懇談の一時を堪能します。 

その後、月替わりの卓話者による専門分野の講演を伺い

学びの時を持ち、誕生祝いなどを祝福し諸報告を伺いま

す。 

〇第 2例会・第 4（金）ＹＭＣＡ南センターにて   

 すずらん会・童謡唱歌を歌う会 14：00～15：30 

第 2例会・16：00～18：00 

 この例会は、次月予定・次月ブリテン原稿依頼・審議、

報告さらにＹＭＣＡ報告等クラブ運営についての重要な

会議となりますので、メンバー全員の参加を求められま

すが、仕事の都合などで時間の取れない時には必ず連絡

をして頂ければ幸いです。  

＊今後の卓話予告 

 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 

 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 

  10/29（日） 南センターバザー 

 

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 
 いよいよ10月1日よりＹＭＣＡのブランディングがス

タートいたします。南センターの看板も新しいロゴへ 10

月より一新いたします。今までもＹＭＣＡが大切にして

きたことが込められた新たなブランドコンセプトを基に、

私たちＹＭＣＡは今後どのように社会の中で求められ、

働きを強められるのか、この機会を大切にコミュニティ

ーセンターが先陣を切って推進していければと思ってい

ます。 

 小さな私たちの働きの中に、世界に広がる「きっかけ」

があるかもしれません。今年度のバザーのテーマも先日

の委員会で「きっかけ」と決まりました。ＹＭＣA で出

会い、繋がり、よくなっていくこと。バザーが南センタ

ーに集う人々の良き交わりの場の「きっかけ」となりま

すようお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。 

 ９月 16日は、新宿駅周辺で国際協力一斉街頭募金が実

施されました。台風の影響が心配されましたが、若干の

小雨にふられたものの、予定通り 13：00～17：00まで呼

びかけを行うことができました。 

募金総額：215,717円 ボランティア（スタッフ含む）：

184名、それぞれにご尽力下さったお蔭で、募金額、参

加人数とも昨年を上回り、近年の中でも良い数字となり

ました。ありがとうございました。 

【東京 YMCA・南センター今後の予定】 

10月 1日 小学生定例活動  

10月 9日  第 34回会員ソフトボール大会 

10月 17日 南活動委員会 

10月 22日 幼児定例活動バスハイク 

10月 29日 南センターバザー 

 


