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☀1月例会プログラム 

と き 1月 19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 朝倉 正昭 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 小川 圭一 君 

６. 会  食 

７. 新春放談会－抱負を語る    各  人 

           （朝倉正昭君 米国滞在より） 

８．ハッピーバースディ   ８日 小原 詔子さん 

              22日 太田 勝人 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                2018年 1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                ＊  I B C / D B C ＊ 担当主事 岡田 ナスカ  

                       International& Domestic Brother Clubs                                                                   

       †今月の聖句 

 

  主に歌え。御名をほめたたえよ。 

  日から日へと、御救いの良い知らせを告げよ。 

 

  Proclaim his glory to the nations, 

   His mighty deeds to all peoples. 

          旧約聖書 詩篇９６章２節 

                 （小川 選） 
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会員在籍  １５名 

 

出 席 率  ８０％  

 

 

 

第２例会 12/22日（金） 

     （9 名出席） 

朝倉、太田、小川、小原、

川嶋、寺門、張替、村野、

岡田、 

 
例会出席者     １２/１５日 
会  員             11名 
メネット             1名 
メイキャップ        1名 
ゲスト               4名  
ビジター        2名 

合計        19名 
 
すずらん会参加者 12/22日（金） 
 ゲスト         37名   
 スタッフ        12名 
 合 計           49名 

 

12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

2017 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 

 12月    3,000円 

年度計    48,436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 

 皆様、新年あけましておめでとうございます 

新たな年、どの様な抱負をお持ちでしょうか。 

 少子高齢化の波に乗り遅れないようにと思いつつも、

パワー切れで、いつの間にか取り残されている自分に気

付かされ、焦りと空しさを思わざるを得ません。 

 しかし、これまで長年培われてきた技術や経験が、生

かされることに自信を持ち次世代に伝承することが出来

るようにと奉仕して行きたいと願っています。 

 新年１月には、恒例となった卓話者抜きで、『全員参

加の新春放談会－抱負を語る』として、海外生活の長か

った本日の司会者朝倉さんに、アメリカの高齢者の生き

方を伺いながら語り合いたいと思います。 

                  （寺門 記） 

         

☀ 12月クリスマス例会報告 

 ナザレン下北沢教会の坂本誠牧師と奥様、神学生おひ

とりをお招きしてのクリスマス礼拝と祝会。礼拝の奏楽

を担当し説教を聴いた佐藤百合子さんがナザレンのクリ

スマス礼拝にご主人と二人で参列されたのはよき出会い

でした。 

 祝会は持ち寄り献品のオークション。オークション献

金として多額のファンドが寄せられました。また、おな

じみの櫻井ベーコンからのファンドも積み増しされ、笑

顔にあふれた例会でした。     

オークションファンド：25,950円 

ベーコンファンド  ： 9,550円 

特別ニコニコ:    ： 3,000円 

                 （小川 記）  

クリスマス例会に参加して 

 2017 年 12 月は、毎土曜日のキャロリング・イン・シ

モキタ（４日間）と 15 日（金）世田谷ワイズのクリス

マス例会を経験しました。４年目のキャロリングは、

31,31,45,41 人（延べ 148 人）と多くて街での存在感が

ありました。お天気にも感謝です。初参加の例会は、す

ずらん会と同じ会場ですのに、ダンディーなワイズメン

のおかげで、一味違う明るくお洒落な雰囲気でした。飲

めない牧師夫妻と神学生でしたが、開会から閉会の点鐘

とともに楽しませて戴きました。 

        （ナザレン神学校 中村文子さん） 

 

☀ 第２例会報告 

日時：12 月 22 日(金)16：00～17：30 

 場所：東京ＹＭＣＡ南センター２階会議室 

 出席者：寺門会長、朝倉、太田、小川、小原、川嶋、 

     張替、村野、岡田の９名 

打合せ事項 

  １月のブリテン内容決めと担当割り振り 

 原稿締切り：1/6 (土)、印刷日：1/9 (火) 16：00 

 

報告事項 

 ①４年を迎えた「キャロリング in シモキタ」 

 ②ＹＭＣＡ関係（「オープンハウス」への参加） 

 ③東新部：後期半年報を 1/1 現在で報告する 

 ④２月：各種献金する月で理解と協力を依頼 

 ⑤張替ワイズがリードする「ロス・コンパニェロス」 

  ＮＨＫ第１ラジオで放送されること、 

  嬉しい報告で締めくくった。 

 

協議事項 

 ①今後の卓話 

  ２月：中澤まゆみさん（セタカフェ代表） 

  ３月：東京西クラブとの合同例会 

     3/22(木) 18:45 より、 

          山手センターにて開催です 

 ②ＹＭＣＡすずらん会の会場変更 

  １月より第４木曜日、14:00 より、 

        経堂緑ヶ丘教会に変更します。 

      終了後第２例会を同じ場所で開催。 

＊ＹＭＣＡニュース 

  東京YMCA は 1/22に新宿区西早稲田２丁目に移転。 

  電話：０３－６３０２－１９６０ 

                   （太田 記） 
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☀ 東京 YMCA国際クリスマス祝会報告 

 旧年 12月 9日（土）15：00～18：00東京 YMCA東陽町

センター1 階カフェテリア[Well-Be] にて国際協力部

主催のもと国際プログラムに携わった会員、学生、リー

ダー及びご家族ご友人約７０名が参加 賑やかに国際ク

リスマス祝会が開催されました。国際委員会での協議に

より今回は例年と少しスタイルを変更、 報告会と祝会

を二つに分けより内容を分かりやすくすることにし、 

 第一部（15：00～16：15）ではスタッフの戸坂さんの

司会進行でテーブル毎に、a.フロストバレー夏のキャン

プ b.北京パートナーシップ・キャンプ c.チョトショプ

の現地活動 d. にほんご学院留学生日本生活の 4 つの

プログラムのうち参加者めいめいが３つのテーマを選択

しワールドカフェ方式で思い思いに質疑応答を行うこと

で、それぞれのプログラムの実績を身近に理解、評価す

ることが出来ました。 

 第二部（16：15～18：00）はわが世田谷クラブの太田

さんが司会、スタッフの保坂さんのクリスマスメッセー

ジと総主事のキーノートアドレスに次いでゲストの橋本

羅名（ラーナ）さんの熱のこもったお話を伺い、スタッ

フ心づくしの料理を囲んで恒例のロス・コンパニェロス

のラテンコーラスを皮切りにゲームで大騒ぎ、浅羽委員

長のリードでキャンプソングやクリスマスソングを歌い

つつ楽しい会は終宴となりました。今年度は 文字通り 

Think Global、Act local、地元在住のアジアの若者達の

参加も促し、より一層国際色豊かな会を、国際委員会は

めざす予定です。           （張替 記） 

☀ YMCAオープンハウスで 

 12 月 23 日、東陽町センターにおいて、恒例のオープ

ンハウスが開催されました。地域の方々との交流を深め

るためにと、東陽町センターに関わるワイズメンズクラ

ブ、活動委員会、地域の皆様が一堂に会し、バザーのよ

うに開催されてきました。 

 会館入り口に、深川消防署の地震・免振体験車が置か

れ、親子づれの方々が体験を。威勢の良い掛け声と共に

つきたてのお餅。イカ、エビ、ウインナーなどの焼き物

やカレー、ポップコーンと、顔なじみの皆さんの売り声

もにぎやかに。室内では物品の販売やゲームが行われ、

エディルプール YMCA を支援するチョトショプノのお嬢

さん方もバングラデシュの品物を展示・販売。南センタ

ーのバザーとは異なる有意義なひと時を過ごすことがで

きました。               （小原 記） 

                                                              

 ☀ ４年目のキャロリング・イン・シモキタ 

 10 人ほどでスタートしましたが、最初から参加してく

ださっている中村文子さんの手話讃美は、キャロリング

のアイキャッチとして、貴重な存在です。また今年はオ

オゼキ前の小田急管理地で鳩たちの糞の落し物を受けな

がらの讃美は、アズマ通り商店街の交渉で実現したもの

で、ＹＭＣＡの名前で続けてきた事が幸いしました。 

金子会長に感謝します。 
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 今年の工夫は「きよしこのよる」を、英語と韓国語で

も歌いました。クリスマス停戦から、北東アジアと世界

の本当の平和を祈りました。また、近隣教会からの参加

以外に、通りすがりの人々が、久しぶりに賛美歌を歌い

ました・・・という声が嬉しい思い出になります。将来

の下北沢市民クリスマスを夢見て「クリスマスには教会

へ」の横断幕を繋げて参りましょう。 

（小川 記） 

☀ 会長通信 １8０1 

 新年を迎え、心機一転、今年こそはと走り出そうとし

た矢先に、腰痛に襲われ歩行困難になり、これから皆様

にご迷惑をお掛けすることになると思いますがご容赦く

ださい。 

 平均的健康寿命８１歳を迎えた今、気力と体力のギャ

ップに痛感しています。１人でも多くの会員増をとの呼

びかけに応じようとの思いはあっても、実際には厳しい

ものが有るようです。そこで先ず、『すずらん会童謡唱

歌の会』の世田谷社協の支援を受けた活動を踏まえ、Ｎ

ＰＯ協議会に参加して、世田谷区の『子供、若者、障が

い者、と高齢者』の居場所つくりをする人たちを一堂に

集め、【ケアする社会】を実現していこうと、年代と分

野を超えた初の＜せたがや－居場所サミット＞を開催

(２月２５日）し【ケアする社会】は＜小さな居場所＞か

ら始めようとの呼びかけに賛同して、地域に根付いた地

味な活動として根気よく長期的に対応したいと願ってい

ます。                （寺門 記） 

  

＊今後のスケジュール 

  1/12(金)下北沢すずらん会 

  1/13(土)在京ワイズ新年会、13：00 より 

       「しののめＹＭＣＡ子ども園」にて 

       （会長会は AM10：00 よりあります） 

  1/17(水)ボラセン歌の広場、三茶 

  1/19(金)第１例会 

  1/22（月）東京ＹＭＣＡ西早稲田に移転、開始 

  1/25(木) ＹＭＣＡすずらん会  第２例会 

 (注意！)１月より経堂「緑丘教会」にて開催します

           

  1/27(土)東新部次期役員準備会 

  2/9(金)下北沢すずらん会 

  2/16(金)第１例会 

  2/17（土）「ＥＭＣシンポジウム」１３：３０より 

       山手センター２階にて開催 

      （東新部、あずさ部、関東東部、 

                沖縄・湘南部合同） 

 
☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

 年末、年始とスキーキャンプが実施されました。はじ

めてスキーを経験する子どもたちには、まずはこのスキ

ーキャンプでスキーを好きになってほしいとリーダーた

ちは願います。スキーは、子どもたちにとって「できた！」

「やった！」という瞬間をたくさん生みだしてくれるも

のです。そのことが自信にも繋がっていきます。リーダ

ーたちは子どもたちの気持ちに寄り添いながら、人生で

初めてのことにチャレンジする瞬間をサポートします。

この冬もそんな感動的な瞬間を沢山見ることができまし

た。最初はスキーを付けて覚束ない様子だった子どもた

ちも最終日には一人でリフトに乗って、スピードを出し

て、前を滑るリーダーを急がすまでに成長していきます。

最後には、笑顔いっぱいに一人で自由に滑走する姿をみ

るととても感動的です。 

 この冬も沢山の方に支えられて、無事にスキーキャン

プを終了することが出来たことを感謝いたします。 

まだまだシーズンは始まったばかりです。2月、3月とス

キーキャンプが待っています。子どもたちの限りなき成

長を願って、今後のキャンプもしっかりと準備していき

たいと思います。本年も南センター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】 

1/20～21 幼児野外活動１泊雪遊びお泊り会（妙高） 

1/27   第 12回子育て講演 

    （しののめＹＭＣＡ子ども園） 

1/28   冬キャンプ思い出会 

http://km-church.or.jp/wp-content/uploads/2015/11/Church_map_002.jpg
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