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☀ 4月例会プログラム 

と き 4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           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 小川 圭一 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 「和のこころ」日本文化を世界に 

                 吉村 桂充さん 

 

８．ハッピーバースディ    ８日 太田 紀子さん 

  結婚記念日 

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 4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                 ＊   Ｌ Ｔ ＊ 担当主事 岡田 ナスカ  

                               Leadership Training                                                                   

       †今月の聖句 

  あなた方に新しい掟を与える。 

  互いに愛し合いなさい。私があなたを 

  愛したように、あなた方も互いに愛し 

  合いなさい。 

  And now I give you a new commandment: 

    Love one another. As I have I loved  

    You,so you must love one another. 

      新約聖書 ヨハネ 13:34 (小川 選） 
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会員在籍  １５名 

 

出 席 率  ７３％  

 

 

 

第２例会 3/22日（木） 

     （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     ３/１５日 
会  員          10名 
メネット             0名 
メイキャップ        1名 
ゲスト               0名  
ビジター        2名 

合計        13名 
 

すずらん会参加者 3/22日（木） 
 ゲスト         55名   
 スタッフ        13名 
 合 計           68名 

 

３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 

 ３月       0円 

年度計    64,508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 

 染井吉野櫻の開花予想が発表され、本格的に春の到来

を待ち侘びているのも束の間、パッと咲き、あっと言う

間に散りゆき、花吹雪となった今年のお花見は如何でし

たか。 

 今月の卓話者として吉村桂充（よしむらけいいん）先

生をお迎えして上方舞（地唄舞）等の『和のこころ』の

底に流れる精神性の大切さをお伺いすることになりまし

た。 

 先生は、国内は勿論のこと国際的にも活躍なされる格

調の高いお話は聴衆の心に響くものと思われます。是非

共、お一人でも多くの方々をお誘い頂き貴重な卓話をお

伺いしたいと思います。  

                    （寺門 記） 

卓話者紹介 

◆吉村桂充 （よしむら けいいん） さん  

 上方舞（地唄舞）舞踊家  『和のこころ』プロジェクト主宰 

上方舞（地唄舞）を吉村輝章現六世家元、吉村雄輝夫故五

世家元に師事。 

 能楽を宝生流能楽師シテ方人間国宝・三川泉師（平成二

十八年二月逝去）に師事。 

 ほかに、狂言、邦楽（地唄、義太夫）、茶道、華道、剣道、

和歌など、伝統文化を幅広く学び、魂の底に流れる精神性

を大切にした、道としての芸をめざしている。 海外の演劇

関係者からの招聘により、毎年様々な国際的フェスティバル

に参加し、公演やワークショップを行っている。 

 『和のこころ』プロジェクト主宰として、日本文化を世界に紹

介するとともに、各国の芸能者との共同制作を行い、芸能を

通じて、自然との調和、全人類との調和、宇宙との調和をめ

ざし、世界平和の実現を願って活動している。平成十八年

度文化庁芸術祭新人賞ほか、受賞多数。 

                   （張替 記） 

☀ ３月 合同例会報告 

 東京西クラブとの合同例会で、今年はこちらから訪問

しました。3 月 15 日（木）会場は東京 YMCA 山手センタ

ーです。 

 卓話は西クラブの吉田明弘ワイズの青山学院のクラス

メートで、歯科医で昆虫好きの森田誠司さんです。大学

生のころごみむしの専門家に出合い、ごみむしにのめり

込んだとのこと。100 種以上の新種を学会に発表してい

ます。標本を見せながら話が進みました。とても小さい

むしもいて、顕微鏡で観察するそうです。2010年に温泉

にすむ特異なオンセンミズギワゴミムシを新種として発

表したそうです。私達には馴染みのない昆虫ですが、研

究者は 5人もいないそうで、これからも新種発見して学

会発表するそうです。 

 夕食には仕出し弁当でしたが、ごみを会場に出さない

ように、各人ビニル袋に屑を入れて家に持ち帰るそうで、

私たちも持ち帰りました。世田谷クラブの出席者は朝倉、

岩﨑、太田、小川、小原、川嶋、佐藤、張替、峰、村野

の 10人でした。世田谷クラブのビジターは櫻井さんと史

奈子さんの 2人でした。 

                  （村野 記） 

  

☀ 第２例会報告 

第２例会報告 

日時：3/15（木）18：45～21：00 

場所：東京ＹＭＣＡ山手センター１階 

出席者：朝倉、岩﨑、太田、小川、小原、川嶋、佐藤、 

    張替、村野、峰ワイズの 10名。 

＊1985年３月以来 33年継続しています東京西クラブ 

 との合同例会で、合計 27名の参加者がありました。 

打ち合わせ事項； 

 ４月のブリテン内容決めと担当割り振り 

 原稿締切り：4/6、 印刷日：4/10（火）16：00 

報告事項； 

① 3/3-4 東山荘にて「次期役員・クラブ会長研修会」

があり、朝倉ワイズが寺門会長の代理として出席。 

② 3/6-8 YMCA妙高高原ロッジ閉鎖に伴い、“さよな 

     らパーテイー”を開催。朝倉、村野ワイズが参加。 
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③ 3/11経堂駅前にてＹＭＣＡ南センタープログラム 

  に参加の児童とリーダー達、それにワイズとの 

  協働で街頭募金を実施。川嶋、小原、張替、村野、 

  太田が参加。 

協議事項； 

① ７月からの次期クラブ会長について、寺門会長が 

  続投で決まっていたが、腰痛の為通常の活動が出 

  来ないとの申し出があり、朝倉副会長を推薦。 

  本人より１週間の再考猶予をいただきたい、との 

  ことで意見を尊重することとした。但し、色々と 

  建設的な議論が出来、今後の発展策について、 

  “ベクトルを合わす”ことで一致。 

② 「ROSTER」記載事項を確認して、4/13前に「洛陽」 

  に送り、初校到着後皆さんで確認する段取りに。 

③ 4月、５月の卓話者を決定し、細部の詰めを行う 

  事とした。 

 

☀ 経堂駅前・街頭募金 

 3月 11日（日）15：45～16：15 

 東日本地震、熊本被災地支援・街頭募金を幼児野外活

動の後に行いました。 

募金額は、30分間ではありますが、あおぞら（経堂駅前）

48,525 円。おひさま（田園調布駅前）37,300 円、合計

85,825円寄せられました。 

 元気な子供たちの声に大勢の方々から募金をいただき 

ありがとうございました。 

その中で、若きリーダー、ワイズメンの皆様、有難うご

ざいます。 

                  （川嶋 記） 

 

☀ ミシガンからのお便り 

           ミシガン在住 三上洋輔さん 

 今、日本は各地の桜便りで春満開と思いますが、ミシ

ガンは草木に花はもう少しです。 

 さて、昨年１月にドナルド・トランプ氏が第 45代アメ

リカ合衆国大統領に就任して今で１年 2ヶ月。その政治

手法や周辺の人脈は何かと物議を醸し、この先どうなっ

ていくのか誰にも大変気になるところです。 

 昨年 11月、私は初めてイスラエルの土を踏みました。

全米から約 250名、バス６台での約１週間ツアーのハイ

ライトは、エルサレム旧市街と周辺、オリーブ山やシオ

ンの丘などでした。ゴラン高原から見たシリア領然り。 

ミシガンに戻り、旅の余韻が冷めない内に、大使館のエ

ルサレム移転の大統領声明。歴代政権が実質蓋をしてき

た案件がまさかの出来事に。これには驚きました。 

 エルサレムにまつわる古事は多岐多様多種で、それぞ

れの立場で己が正当性を誇示できるでしょう。果たして、

この決断がこれからどのような事態を誘発していくのか、

私には想像できませんが、後にその時歴史は動いたと評

されるのは間違いありません。 

 今のアメリカ政治について様々な情報が溢れています。

私には危うさと豪胆さが入り混じっているように感じる

ところです。 

  

                              

☀ 東神部 YMCA妙高高原ロッジお別れ会 

 3月７日、東京 YMCA妙高高原ロッジでお別れ会が開か

れました。32年前の妙高高原ロッジの開設以来、年間を

通じて、とうきょう YMCAロッジは、春夏のファミリーキ

ャンプ、リーダー研修会等を通じて文字通り YMCAの温泉

付きの各種の催し、教育の場として利用されてきました。

然し乍ら、施設の老朽化、地域の観光地としての不振、

妙高高原ロッジの積年の累損等が重なり、今年の 3月末

を以て、閉鎖のやむなきに至りました。 

 このお別れ会には、東京 YMCA から星野副主事、ワイ

ズメンズから大野西日本区理事、田中元東日本区理事、

伊藤部長等の方々が西は神戸、北は仙台、石巻から、ワ

イズメンばかりでなく、東京 YMCA妙高高原ロッジに関わ
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りのあった方々など、総勢 39名がお別れ会に参加されま

した。 

 お別れ会の後、落語の余興があり、その後美酒を酌み

かわしながら、想い出を語り合うお別れ会となりました。 

3 月 6 日から 8 日まで第二回のシニア・スキーキャンプ

も併せて開催され 13名の方が参加されました。 

                   （朝倉 記） 

                   

☀ 会長通信 １8０4 

 東北・地震大津波の大災害から早くも７年が経ちまし

たが、あのときの TVニュース速報により激流に押し流さ

れてゆく人や家屋の情景は今も目に焼き付いています。

海岸の松林が薙ぎ倒され、塩害により殆どの木が枯れ果

てた中でも、時が過ぎ、若木が芽を出し自然の再生が始

まろうとしている映像には、感激し嬉しくなっています。 

 震災直後から、小川圭一ご夫妻を中心に、被災者仮設

住宅を訪れ 10数回にわたりメンバーと共に『童謡唱歌』

のプレゼントが出来、被災者の方々にささやかな慰めと

なる忘れがたい奉仕となったことと思われます。 

 若くして天に召された小川夫人の蒔かれた種がご主人

の音楽への情熱により芽を出し大きく盛んに成長するこ

とを祈っています。 

 世田谷社協の支援を受け、長期に亘り多くの高齢者に

愛されている『YMCAすずらん歌の会』がこれからの新し

いワイズ運動として、高齢化の進展に伴う不安を軽減さ

れるようにお役に立つ奉仕であるようになりたいもので

す。 

                   （寺門 記）                                        

 ＊今後の卓話予告 

 ５月 ＹＭＣＡにほんご学院スピーチコンテスト 

   「世田谷クラブ賞」受賞のチチェン ティン君と 

   「東京クラブ賞」受賞のナガルコティ ビジャイ君 

       によるスピーチと交流 

     （なお、「朝鮮通信吏」の卓話は後日実施します） 

 ６月 全員で１年間の「評価」 

 ＊今後のスケジュール 

   4/11（水） 18：30 東新部第３回役員会、 

         南センター  

   4/13（金）下北沢すずらん会 

   4/16（月）15：00 東京 YMCA国際部委員会 

   4/17（火）19：00 YMCA南センター活動委員会 

   4/18（水）ボラセン歌の広場、三茶 

   4/20（金）18：30第１例会、南センターにて 

   4/26（木）YMCAすずらん会 第２例会、緑岡教会 

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

 世田谷ワイズメンズクラブ皆様 

                木村卓司さんより 

 この４月から東陽町コミュニティーセンターへ異動と

なりました。南センターでは 2 年間という短い期間でし

たが、ありがとうございました。 

 例会やバザーではリーダーと世田谷クラブの皆様が一

緒になって活動できる機会もお与えいただきありがとう

ございました。この３月で卒業したリーダーたちもおり

ますが、南センターへの思い入れが溢れるほどにある者

たちです。卒業しても OB.OG がまた南に戻り一緒にな

ってセンターを維持していきたいと思えるセンターとな

るように今後も工夫をしていきます。今後とも南センタ

ーをどうぞよろしくお願いします。 

 東陽町へお越しの際はぜひ東陽町コミュニティーへお

立ち寄りください。沖さんとお待ちしております。 

 

【東京 YMCA・南センター今後の予定】 

4月 8日 （日） 幼児定例野外活動体験会  

4月 12日（木） 第 28回チャリティーゴルフ大会 

      （レイクウッド総成カントリークラブ） 

4月 15日（日）高石ともやバングラデシュ奨学基金 

       チャリティコンサート 

             （日本基督教団浅草教会） 

 4月 17日（火）南活動委員会  

4月 22日（日）小学生野外活動 

      （冒険クラブ・アドベンチャークラブ）  

 5月 19日会員芸術祭（オープニング）  

 5月 21日～26日（会期）    （東陽町センター） 

 5月 26日（土）第 16回会員大会 （東陽町センター） 

 桜満開 千鳥ヶ淵・ボートを楽しむ（2018.3.29） 


