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☀11月例会プログラム 

と き 11月 17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 峰  毅   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 小川 圭一  君 

６. 会  食 

７. 卓  話  阿藤京子さん（社会福祉協議会職員） 

     「地域包括ケアとシニアの役割～情けは人の・」 

８．ハッピーバースディ     な し 

  結婚記念日  な し 

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 11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                ＊  ワイズ理解 ＊ 担当主事 岡田 ナスカ  
                              ファミリーファスト                                                                   

       †今月の聖句 

 そこで、イエスは言われた。「清くされたのは十

人ではなかったか。ほかの九人はどこにいるのか。

この外国人のほかに、神を賛美するために戻って来

た者はいないのか。」それから、イエスはその人に

言われた。「立ち上がって、行きなさい。あなたの

信仰があなたを救った。」 

     ルカ伝 17章 17～19 （村野 繁 選） 

And Jesus answering said, Were there not ten 

cleansed? but where are the 

nine? There are not found that returned to give 

glory to God, save this 

stranger. And he said unto him, Arise, go thy way: 

thy faith hath made thee whole. 

 

 

                 （村野 選） 
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会員在籍  １５名 

 

出 席 率  ８０％  

 

 

 

第２例会 10/27日（金） 

     （6 名出席） 

岩﨑、小川、川嶋、寺門、

張替、岡田、 

 
例会出席者     10／20日 
会  員             11名 
メネット             1名 
メイキャップ        1名 
ゲスト               5名  
ビジター        4名 

合計        22名 
 

すずらん会参加者 10/27日（金） 
 ゲスト         41名   
 スタッフ        11名 
 合 計           52名 

 

10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 

 10月     9,779円 

年度計    36,682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 

 今月の卓話者として、世田谷区社会福祉協議会でお働

きになる阿藤京子さんにお願いし『地域包括ケアとシニ

アの役割』と題してお話を頂くことになりました。 

 阿藤さんは、今日の世帯構成の変化に伴い地域におけ

る住民同士の繋がりが疎遠になり、従来の画一的な公的

サービスだけでは対応仕切れない状況が生まれることか

ら脱却するためには、世田谷区内の NPO団体に呼びかけ

「生活支援 NPO等福祉団体協議会」の発足にご尽力され

９月 21日第１回の協議会が開かれました。私達世田谷ク

ラブもその趣旨に賛同して加盟することといたしました。 

 阿藤さんの卓話を伺い《地域に貢献するクラブ》とし

て情報交換を進められることを願っています。 

                  （寺門 記） 

         

☀ 10月例会報告 

 今月は、卓話に代えてこの時期恒例になっている二つ

のリーダー研修会の報告をしてもらった。 

① 全国リーダー研修会（１０月広島）梅原大樹さん 

② ボランティアリーダーフォーラム研修会（9 月山中湖）

中山ゆり子さん 守屋厚志さん 

 リーダー４年目の ICU の梅原さんはアメリカ在住中

にフロスト・バレーでのキャンプ体験があり、今年は５

名の東京 YMCA の参加者の一員として研修会に参加し

た。新ブランド戦略をどう生かし浸透させて行くのかを

グル―プ別に討論した体験を具体的に語ってくれた。加

えて映像を使いあおぞらキャンプやぼうけんクラブ等の

活動のこども達の生き生きした姿をも伝えてくれた。  

 一方、同じく幼児期キャンプ体験があるリーダー１年

目でボランティアリーダーフォーラムへ初参加の中山さ

んは神崎同盟総主事の基調講演を踏まえながら“今リー

ダーに求められているもの”を、みずからの新鮮な感受

性と確かな洞察力をもって語ってくれた。YMCA がすべ

ての人のよりどころとなって欲しいとのメッセージに感

銘を受けた由、こうした思いが、将来 YMCA の役割範

囲をひろげることに少なからず生かされるよう期待した

いもの。 

 リーダー２年目の守屋さんも幼少よりキャンプ体験が

あり基調講演にあったエイズの喩えから、正しい知識を

持つことの大切さや自己肯定感を高める重要性について、 

そしてまた結論としてこれからもあたりまえの事に感謝

しつつ、みずからの普段の行動による実践を心掛けるこ

とを話してくれた。 

 三人三様、幼児期に YMCA のキャンプ体験を有する

ユースが、めぐりめぐってあらたにリーダーとして活動

するという VALUE・CHAIN が実現しつつあることを

新鮮なものとして感じるとともに、すぐれた思考力と感

受性の若いリーダーを支援するワイズとしての活動意義

も再認識させてもらった。ゲスト参加されナザレン下北

沢教会の坂本誠牧師にも率直な、おほめの言葉をいただ

いたことも付言したい。 

 むかでクラブからシニア YYキャンプ、たんぽぽクラブ

から Liby りんごファンドのアピールがあり盛会裡に閉

会。食事は川嶋さんと小原メネットこころづくしの“と

ろけるような”十勝カレーを堪能。参加者はゲスト 5名、

ビジター４名を含む計 21名であった。 

                   （張替 記） 

 

☀ 第２例会報告 

日時：10月 27日（金）16：00～17：00 

場所：東京 YMCA南センター３階会議室 

出席：寺門会長 朝倉 小川 村野 川嶋 張替 

   細川さん（ゲスト 東京クラブ） 

打合せ事項 

ブリテン内容決めと担当割り振り 

原稿締切 11月４日（土）印刷日 11月８日（水）16：00 

報告事項 

*寺門会長より「世田谷クラブ過去 10年（２００８～ 

２０１７）の活動記録分析（別紙）」の結果の提示があり 
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内容を吟味した。卓話の選択等今後の活動の指針作りに 

活用したい。 

例：会員数 平均 12.5人 出席率 87.7７％ 

  卓話分野別順位 ①福祉 22回 20％  

  ②評価 15回 13％ ③世界 10回 ９％ 

  ④リーダー10回 ９％ 

協議事項 

＊11月 18日（土） 東新部評議会出席者確定 

＊11月 25日（土） ソシアス２０１７出席者確定 

＊太田さんのお見舞いについて 

時期と方法について議論、詳細は後日決めることに 

別途 特別ゲスト参加された東京クラブ細川氏より 

次次期東新部・部長候補を世田谷クラブメンバーに 

お願いしたい旨の申し出があった。寺門会長より 

諸般の事情により世田谷クラブからの選出は困難な 

ことをあらためて伝達。       （張替 記） 

                                           

☀ 南センター バザー雨の中で 

10月 29日（日） 台風 22号の影響で秋雨前線が刺

激され大雨注意報の中、恒例の「餅つき」は中止に。

蒸かし機を活用し、あったか・ほかほかじゃがバター、

肉まん、あんまん、そして炭火で焼いた切り餅入り・

豚汁、お汁粉を販売。 

室内では、献品も順調にお買い上げいただき、焼き

そば、フランクフルト、ポップコーン、ケーキ、コー

ヒー、飲料と、売り子さんの声もにぎやかに。ゲーム

コーナーでも子供さんが喜々として遊びに熱中。 

多くのリーダーが準備に奮闘し、この日を迎え。例

年お手伝いくださるジョンソンコントローズの皆さん、

リーダー・OB、OG も加わり、雨にもかかわらず熱気に

包まれたバザーに。 

打ち上げ・ご苦労さん会ではこの日の活動風景を手

際よく映像にまとめ投影、さすが若者。 

お雑煮、お汁粉、差し入れの飲み物・デザートを頂き、

リーダーと共に楽しい時を過ごせた打ち上げとなりま

した。                （小原 記） 

                   

☀ 第 21回東新部・部大会に参加して 

 10月 14日㈯YMCA東陽町社・体・専に於いて、町田ク

ラブのホスト・多摩みなみクラブ及び桜美林大の協力を

得て『E人（イーヒト）になろう！』との部長主題のも

とに【ユースと“ボッチャ”で交流】との部大会テーマ

を掲げ盛大に開催された。１部・式典の後、２部・バリ

アフリースポーツ“ボッチャ競技体験”、３部・懇親会

が行われ、当クラブからは小原・村野・岩﨑・寺門の４

名参加。 

 大会のメーンイベントは、パラリンピック正式種目と

なった“ボッチャ”競技体験だった。 

 参加者は、すっかり若かりしときに戻り、初めて手に

したボールに振り回されながら、意外な難しさに障がい

者スポーツとして採用されるゲームを楽しむ一時であっ

た。高齢者のリハビリ運動として活用できるなどと話し

た。３部の懇親会では沢山の料理を戴き乍ら、懇親の一

時を持った。 

                 （寺門 記） 

   “ボッチャ”競技体験 
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☀ 朝倉正昭さん 自己紹介 

 小生、7 月まで新潟県の信越妙高ワイズメンズクラブ

に所属しておりましたが、来年 6月に活動を停止するこ

とになりましたので、小生の生活の本拠である東京で、

お役に立ちたいと考え、かねてからの知り合いである世

田谷ワイズの太田さんの、お誘いもあり、転籍させて頂

きました。 信越妙高ワイズでは、東日本大震災以来毎

年、年２回石巻市を中心に支援活動を行ってきました。

地域の差を越えて人と人の交わりが沢山の人を勇気づけ

ていることを、実感させて頂き、自分の人生に大きな財

産を蓄えたように感じます。世田谷ワイズメンクラブの

活動は今まで素晴らしい活動をされていると会報などで

伺っておりますので、微力ですが、世田谷ワイズメンズ

クラブのお力になれる様、心がけます。 

                   （朝倉 記） 

 

☀ ワイズポテトを「のぞみの家」に 
             お届けしました。 
 10 月 18 日に、三軒茶屋のボランティアセンターでの

「ボラセン歌声ひろば」の本番直後でしたがクラブから

のプレゼントをお届けしました。伴奏ピアニストの佐藤

百合子ワイズが初参加しました。のぞみの家では、天皇

皇后両陛下がご訪問になった折にお休み頂いた応接椅子

に座らせて頂きました。以下に山崎先生から届いたお礼

状を転載して報告とします。 

「世田谷ワイズメンズクラブの皆様 秋の深まりととも

に朝夕時折肌寒さを感じる季節になりました。皆様もお

元気にお過ごしの事と存じます。 

この度は、たくさんのジャガイモと立派な本、ご寄贈下

さいまして、誠にありがとうございました。いただいた

じゃがいもはいろいろな料理に活用させていただきます。

また、お忙しい中わざわざ園までおこし下さいまして恐

縮でございます。久しぶりに、お話ができました事を嬉

しく思っております。 

お陰さまで子どもたちは皆、元気に過ごしております。

中略。朝夕と、寒暖差の激しい時季でございますので、

皆様も御身お大切にお過ごしくださいませ。まずは右御

礼申し上げます。」 

平成 29年 10月 26日 

のぞみの家 園長 山崎泰子 

                  （小川 記） 

☀ 会長通信 １７１１ 

 ８月末 YMCA世田谷センター会議室のペンキ塗り作業

を、小原武夫さん指揮のもとにリーダーたちの協力を得

て２日間に亘り行われ、美しい部屋に改装された。小生

の担当は、この機会に長年蓄積されたワイズの保管する

資料の整理であった。チャーター以来のブリテンを拝見

する良い機会となり当クラブの歴史を辿る楽しい作業と

なった。創立当初のブリテンはガリ版刷りの大変なご苦

労をされながらクラブ活動の足跡を残されていることに

感動した。 

 2008～2017年の過去 10年分の卓話を通して、どのよ

うな活動が行われて来たのか訪ねたいと思い乍ら活動の

傾向を分析してみた。内訳は福祉 20％・自己評価 13％・

世界国際平和 16％・その他 35％等であった。少子高齢社

会をいかに対応していくかの課題はますます重要なテー

マとしてワイズ活動の奉仕目標にすべきではないかと考

えさせられた。  

                  （寺門 記） 

 ＊今後の卓話予告 

 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 

11/10（金） 下北沢すずらん会 

11/15（水） ボラセン歌の広場 

11/18（土） 東新部評議会 13：30～ 

        東京 YMCA 山手センター 

11/19（日） イキイキ演芸会 13：00～15：00 

        鷗友学園女子中学高等学校ホール 

11/24（金） YMCAすずらん会 第 2例会 

 
☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

10 月 29 日（日）、毎年恒例の南センターバザーが

行われました。台風の影響で大雨となりましたが、多

くの方にご来場いただき、盛況のうちに終えることが

できました。 

当日は会員、ワイズメン、リーダー、リーダーOB、

職員など南センターに関わる人々の交わりの場とな

り、バザーのテーマでもあった「きっかけ」作りも出

来たのではないかと思います。準備から当日運営まで

を担当くださったワイズの皆さまに、心よりお礼申し

上げます。 

おかげさまで売り上げは 27 万円にもなりました。

熊本地震復興支援・ボランティア養成・国際協力募金

のために大切に使わせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

【東京 YMCA・南センター今後の予定】 

11月 5日・小学生定例活動   （南センター） 

11月 16日・ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷週礼拝 

          （社会体育・保育専門学校） 

11月 19日・幼児定例活動     （南センター） 

11月 21日・南活動委員会    （南センター） 

11月 25日・ソシアス 2017 （会員親睦・協議会） 

             （江東ＹＭＣＡ幼稚園） 

12月 2日・libyクリスマス会 （20周年記念会） 

               （山手センター） 

12月 2日・南センター子どもクリスマス会 

              （経堂緑が丘教会） 


