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☀ 2月例会プログラム 

と き 2月 16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              村野  繁  君 

１．開会点鐘           岩﨑 弘 直前会長 

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 峰  毅  君  

４．ゲスト＆ビジター紹介     岩﨑 弘 直前会長 

５. 食前の祈り 峰  毅  君 

６. 会  食 

７. 卓  話 「おひとりさまの終活」 

                 中澤 まゆみさん 

８．ハッピーバースディ   10日 峰  朋子さん 

              13日 張替 淳子さん     

９. ニコニコ献金    

10. 諸報告 

11. 閉会点鐘           岩﨑 弘 直前会長

    

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 2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                 ＊  ＴＯＦ ＊ 担当主事 岡田 ナスカ  

                                  Time of Fast                                                                   

       †今月の聖句 
   

  「苦難のはざまから主を呼び求めると、 

   主は応えて私を解き放たれた。」 

            詩編 １１８ 

                     （峰 毅 選） 

 In my distress I called to the LORD; 

 he answered me and set me free. 
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会員在籍  １５名 

 

出 席 率  ６７％  

 

 

 

第２例会 1/25日（金） 

     （9 名出席） 

朝倉、岩﨑、太田、小川、

小原、川嶋、張替、村野、

岡田、 

 
例会出席者     1/１９日 
会  員             10名 
メネット             1名 
メイキャップ        0名 
ゲスト               3名  
ビジター        4名 

合計        18名 
 

すずらん会参加者  1/25日（木） 
 ゲスト         41名   
 スタッフ        12名 
 合 計           53名 

 

1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 

 1月     9,322円 

年度計    57,758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 突然大雪による被害はありませんでしたか。ス

リップ事故などによる様々な事故が発生した様ですので、

くれぐれもご注意下さい。 

 今月の卓話はすっかり近隣付き合いになった世田谷社

協から昨年 11月の阿藤京子さんに続いて、中澤まゆみさ

んに『シニアの居場所』と題する卓話を戴きます。 

中澤さんは、２月 15日の【居場所サミット】を主催する

多忙なところを、世田谷ワイズの皆さんに参加を戴きた

いとの願いを込めてお話をされます。サミットの成功を

お祈りします。            （寺門 記） 

卓話者紹介 

◆中澤まゆみさん・ 1949 年長野県生まれ。雑誌編集者

を経てライターに。ルポルタージュを書く傍ら、アジア、

アフリカ、アメリカに取材。「ユリー日系二世ＮＹハーレ

ムに生きる」(文芸春秋）などを出版した。その後、自ら

の介護体験を契機に医療・介護・福祉・高齢者問題にテ

ーマを移し『おひとりさまの「法律」』、『男おひとりさま

術』（ともに法研）『おひとりさまの終活―自分らしい老

後と最後の準備』(三省堂）など執筆出版多数。せたがや

居場所サミットの基調トークも担当する。 （小川 記） 

 

☀ 1月 新春例会報告 

 1/19（金）今年最初の例会に会員１０名、メネット１

名、ビジター４名、そして素晴らしいゲスト３名、合計

１８名も集まって「新春」を祝いました。 

１月は恒例の「新春放談会」をメインにして、皆で抱

負を語り合おう という趣向です。 

中でも信越妙高クラブから転入会された朝倉ワイズに

自己紹介方々、在職されたセブン・イレブンとアメリカ

駐在時代のことを語っていただき、“コンビニ”隆盛の今

日、その背景、苦心談などを話してもらいました。 

続いて、参加者全員スピーチをされ、ゲストの３人か

ら前向きの話しが出て大変有意義な１月例会を持てまし

た。その上に、東京のお酒をご用意してくださった小原

ワイズの粋なご配慮と川嶋さんほか女性陣のご用意され

た“料理”に参加者みんな、豊かな気持をもって味わい、

お開きとなりました。今尚病と闘っている仲間のいるこ

とに思いを馳せ、 

神の恵みがそうした仲間にも与えられますよう、祈りま

した。 

                  （太田 記） 

 ◆世田谷ワイズメンズクラブの例会に誘われて 

 スペイン語サークルの太田先輩に誘われて、ワイズメ

ンズクラブの１月例会に参加させてもらいました。 

 YMCAとは青年、特に学生に対してのサービス機構だけ

と思っていましたが、今回例会に参加して幅広い分野で 

活動している組織だと言う事が解りました。 

 プログラムが進行するに従ってクラブがどの様に活動

しているのかが理解出来ました。 

 高い目標を掲げ、情熱を注ぎ、生々とした“大きな愛”

という暖かい心で会を運営している事が、良く解りまし

た。 

 皆様が生々として情熱・愛という暖かい雰囲気が満ち

溢れている空気が私をすっぽり包み込んでくれたと感じ

た私は素晴らしい人達と出会えたことの喜びを感じて幸

せで有意義な時間を戴いた事に感謝しています。 

                （赤堀 博さん 記） 

 

☀ 第２例会報告 

日時：１月 25日（木）16：00～17：00 

場所：経堂緑岡教会 

出席者：朝倉、岩﨑、太田、小川、小原、川嶋、 

    張替、村野、岡田の９名 

打ち合わせ事項： 

 ２月のブリテン内容決めと担当割り振り 

 原稿しめきり：2/4（日）、印刷日：2/7（水）16：00 

報告事項： 

① 1/13開催の「在京ワイズ新年会」 

      参加者と感想報告 

② 1/25「ＹＭＣＡすずらん会」の会場を南センター

から緑岡教会に移転しての初開催ができたこと、

14名の新規参加者があった。階段の問題が解消さ

れました。 

よって、「第２例会」も教会にて開催。 
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③ 1/27東新部次期役員準備会が南センターで実施。 

 

協議事項： 

① 3/3-4 

東山荘にて開催される東日本区次期役員研修会に 

寺門会長に代わり朝倉正昭（次期副会長）君が出

席。 

② ３月例会は東京西クラブとの合同例会で今年は西

クラブがホスト役を努めます。それへの参加者を

確認。 

③ 議題には載せませんでしたが、「国際投票」を寺門

会長名で 1/26に速達ＥＭＳで送付。 

④ ４月と５月の卓話について協議し予定者決定。 

⑤ ２月の各種献金の確認。区費請求書別途確認。 

 

ＹＭＣＡニュース：岡田担当主事より報告あり。 

               （太田 記） 

☀ 在京ワイズ合同新年会 

1／13 (土)12:30から、新年最初のワイズのイベント、

在京ワイズ合同新年会が江東区の「しののめYMCAこど

も園」で開催されました。在京のみならず遠方からも多

くのワイズメンバー・ワイズメネットが集いました。約

150名の出席者となりました。 

ホストの東京ベイサイドクラブはチャーター4年目の

クラブですが、東京江東クラブ、東京ひがしクラブ、こ

ども園の協力も得て「東京ベイサイドらしさ」が見られ

る新年会となりました。 

第1部「礼拝」では、堺福音教会東京チャペルの北秀樹

牧師から｢しもべの心｣と題して奨励をいただきました。

「YMCA 、ワイズのみなさんが喜んでボランティアをす

る姿勢に共感します」とワイズメンにエールをいただき

ました。席上献金は、東日本大震災復興支援のために捧

げられました。 

第1部と第2部間の会場準備の時間には「日本一周酒巡

り」と題して日本各地の銘酒、ワイン、焼酎、ソフトド

リンクなどの利き酒が振舞われ、第2部開始前に結構出来

上がっていた参加者も見かけました。 

 第2部は懇親会。司会は、東京ベイサイドクラブの小林

さん。オープニングは、東京ベイサイドクラブ有志によ

る和太鼓演奏。若さあふれるパフォーマンスでした。 

東京ベイサイドクラブ峯岸会長による開会点鐘、ワイズ

ソングと進み、祝辞は、東京YMCA総主事菅谷さん、東

京YMCA学院長湯浅さん、東日本区理事栗本さん、乾杯

は、次期東日本区理事宮内さん。和気藹々とした雰囲気

での賀詞交換となりました。食事は、元東京ベイサイド

クラブメンバーによる本場のインド料理の数々がケータ

リングで提供され、ショータイムは、サックス演奏で盛

り上がりました。 

 アピールでは、6月の第21回東日本区大会（沼津）に続

き、仙台アジア太平洋地域大会、4部合同EMCシンポジ

ウム、妙高高原ロッジ感謝・さよならパーティー、シニ

アキャンプなどがありました。最後は、YMCAの歌を声

高らかに歌い、15:30頃閉会点鐘になりました。 

                  （村野 記） 

 

☀ＹＭＣＡすずらん会の日程と会場が変わりました。 

 １５年を超えて続いているすずらん会ですが、高齢化

の波はどちらとも同じです。三階までの階段が上れない、

降りるのに命懸け、だんだん足が遠のきます・・・とい

うお声を聞いて、別会場を探しました。階段のない事、

定期的に使用できること、主旨を理解して気持ちよく仕

える会場、廉価であることなどを勘案して、お願いでき

たのが「経堂緑岡教会」です。 

 ＹＭＣＡ子どもクリスマスの会場としてお借りしたり、

ワイズのクリスマス例会の奨励をお願いしたりと、あり

がたい協力関係を続けている教会です。今後も二人三脚

のような関係の中で、ご協力いただけるものと思います。

階段がなくて楽です、参加再開できて嬉しいと、多くの

感謝のメッセージが届いています。 

 2018 年１月から、第 4 木曜日の 14：00～15：30 

経堂緑岡教会。            (小川 記）                   
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☀ 湘南・沖縄部長 沖縄訪問に同行                                               

 2018 年 2 月３～４日 金子功湘南・沖縄部長の沖縄

訪問に同行いたしました。 

 ３日（土）18：30－20：30 沖縄那覇クラブ、沖縄ク

ラブ合同例会が沖縄ＹＭＣＡに於いて開催され、比嘉善

彦さんの司会、聖書・奨励を芳澤信真和志教会牧師にい

ただき、玉城哲人沖縄那覇クラブ会長、宮里伸一郎沖縄

クラブ会長よりクラブ活動報告をうけ、金子功部長は会

員増強を強力にアピールされ、できることなら沖縄部の

誕生を願っていると。知念一郎沖縄ＹＭＣＡ理事長は 55

年史が多くのみなさまの協力により完成したことを風邪

気味の身体をおして感謝の辞を述べられて。 

 懇親会では、大森節子会員による手づくり料理がテー

ブルいっぱいに並べられ、小川さんが絶賛したゴーヤの

天麩羅は瞬く間に売り切れに。煮物、天麩羅、汁物など

沖縄の家庭の味に、芳澤牧師と比嘉会員による三線の調

も加わり、和やかな交流の時を過ごし、金子部長お勧め

の 2 次会の店へと移動、沖縄の夜は更けて、、、。 

 翌日は、「嘉数高台」「浦添ぐすく（映画ハクソー・リ

ッジの舞台に）」「陸軍病院壕」と、平和学習をし、帰路

につきました。             （小原 記） 

                     

☀ 会長通信 １8０2 

 １月 22日は東京にも数年来の大雪が降り、世田谷で

25ｃｍの積雪となった。近隣のご家庭は、半数以上が独

居老人であり雪が降ると買い物にも出られないでいる。 

 雪国の高齢者たちはどうして過ごしているのだろうか

と思います。少子高齢化社会の現実を垣間見た思いでい

ます。社協は、ＮＰＯ団体に呼びかけ、雪かきボランテ

ィアを募集していたが、どの位応募があったかは定かで

はない。 今後高齢化と、人手不足で益々困難になるだ

ろうと思います。 

 ワイズメンズ活動も、近隣への奉仕のあるべき姿の話

し合いを、開始すべき時ではないかと考えます。                        

                    （寺門 記） 

 

 ＊今後の卓話予告 

 ３月 東京西クラブとの合同例会（ホストは西クラブ） 

     3/22(木) 18：45～20：45 ＹＭＣＡ山手センター 

 ４月 吉村桂充さん（上方舞友の会）による卓話 

 ５月 「朝鮮通信使」について 

    

 ＊今後のスケジュール 

 2/9(金)下北沢すずらん会 

 2/16(金)第１例会 

 2/17（土）13:30 「ＥＭＣシンポジウム」 

       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） 

 2/21（水）ボラセン歌の広場、三茶 

 2/22（木）ＹＭＣＡすずらん会（経堂緑岡教会） 

      第２例会（伊藤部長ほか役員の公式訪問） 

 3/3-4 東日本区次期役員研修会、東山荘 

 3/6-8 「さよなら信越妙高高原ロッジ」 

 3/9（金）下北沢すずらん会 

   
☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 
 今年に入ってから、例年にない寒さが続いています。1

月 20日、21日と東京ＹＭＣA妙高高原ロッジに幼児の子

どもたちを連れて雪遊び１泊会に行ってまいりました。

小さな子どもたちにとって妙高ロッジの庭は広大な雪の

世界です。ソリ滑り、雪だるま作り、かまくら作りなど

子どもたちの興味関心に合わせて過ごしました。東京で

も雪を目にしますが、新潟の深い雪と一面の白い世界は、

子どもたちの遊び心を存分に引き出してくれる環境です。

どの子どもたちもリーダーと一緒に目を輝かせ、汗だく

になって遊んでいました。 

 妙高ロッジは 3月をもって閉館となりますが、今後も

同じような環境を子どもたちに提供できるように代替地

を探さなくてはなりません。自前のロッジでのびのびと

過ごせることは難しくなりますが、同じような環境を今

後も子どもたちに提供できるようにしていきたいと考え

る今日この頃です。 

2 月からスプリングプログラムの募集も始まります。

まずは春スキーの準備をしっかりと進めて参ります。今

後もお力添えを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】 

2/4（日）小学生野外活動（アドベンチャー）    

2/7（水）スプリングプログラムＷＥＢ受付開始 会員   

2/9（金）〃 〃 〃            一般 

2/9（金）にほんご学院スピーチコンテスト 

                （東陽町センター）        

2/12（月）小貫悟氏講演会「発達障がいの理解と支援」 

          （山手コミュニティーセンター）                              

2/17～18わくわくスキー合宿 

2/25（日）小学生野外活動（冒険クラブ） 

3/3（土） libyチャリティーコンサート 

           （日本基督教団阿佐ヶ谷教会） 


