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☀ 5月例会プログラム 

と き 5月 18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              佐藤 百合子  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 村野 繁  君  

４．ゲスト＆ビジター紹介     岩﨑 弘 直前会長 

５. 食前の祈り 小川 圭一 君 

６. 会  食 

７. 卓  話 日本語学院スピーチコンテスト受賞者 

  チ チュン ティン君（台湾）東京世田谷クラブ賞            

  ナガルコティ ビジャイ君（ネパール）東京クラブ賞 

８．ハッピーバースディ          該当者なし 

  結婚記念日             該当者なし 

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 5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                ＊ ＥＦ/ＪＥＦ ＊ 担当主事 岡田 ナスカ  
                               感謝の心を 表す機会に                                                                   

       †今月の聖句 

  わたしはすべての人にわが霊を注ぐ、 

  あなたたちの息子や娘は予言し 

  老人は夢を見、若者は幻を見る。 

                             ヨエル書３．1 

“And afterward, I will pour out my Spirit 

on all people. Your sons and daughters 

will prophesy,  

your old men will dream dreams, your 

young men will see visions.  

                              2章 28節 

                            （村野 繁 選） 
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会員在籍  １５名 

 

出 席 率  ８０％  

 

 

第２例会 4/26日（木） 

     （10 名出席） 

朝倉、岩﨑、太田、小川、

小原、川嶋、張替、寺門、

村野、岡田、 

 
例会出席者     ４/２０日 
会  員          11名 
メネット             1名 
メイキャップ        1名 
ゲスト              12名  
ビジター        3名 

合計        28名 
 
すずらん会参加者 4/26日（木） 
 ゲスト         64名   
 スタッフ        13名 
 合 計           77名 

 

４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 

４月       8,392円 

年度計    72,900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。 

     



 

2  

☀ 本日のメインプログラム 

 寒暖の差の激しい日が続きますが、皆様体調管理は如

何ですか。 

 今日は、暑い国から遥々東京 YMCA【にほんご学院】に

日本語の習得を目指して学ばれ、この度のスピーチコン

テストに目出度く入賞された希望に燃えるお二人の青年

達に卓話を伺うことになりました。 

《台湾》よりチ チュン ティン君 

《ネパール》よりナガルコティ ビジャイ君 

両君の努力の成果としての見事な日本語をお聞きくださ

い。両君の前途を祝し是非ともエールを送りたいと思い

ます。                （寺門 記） 

卓話者紹介 

◆NAGARKOTI BIJAY（ナガルコティ ビジャイ） 

ネパール出身 

にほんご学院には、2016年 4月から２年在籍。 

卒業後は専門学校へ進学、現在はビジネスを学んでいる。 

スピーチタイトル：『失敗は成功のもと』 

◆紀鈞庭（ チ チュン ティン ） 

台湾出身 

にほんご学院には、2017年 4月から在籍。２年目。 

卒業後は就職を希望している。 

スピーチタイトル：『ボランティアの体験から』 

 

◆吉村桂充 （よしむら けいいん） さん  

   

 

                    

☀ ４月 例会報告 

 今月は、張替のイニシアチブによる吉村流上方舞（地

唄舞）師匠、「和のこころ」プロジェクト主宰の吉村桂允

さんによる舞の実演とお話だった。“上方舞は、江戸時代

上方で生まれた日本舞踊の一種で、京都の御殿舞を発祥

とし、能を元とした静的な舞に、歌舞伎や人形浄瑠璃の

要素を加味して発展したもの、観客からは、息の通う間

近からみつめられ、さす手、引く足、すきのない厳しさ

の中で愛でられ磨かれ、えも言われぬ艶冶な情趣をもつ

ようになったもの“とか（配布資料より）“冒頭、３畳の

ござのにわか舞台の正面屏風と左右２台の燭台に照らし

出された幽玄の闇の中、琵琶湖八景を体現した舞をゆっ

たりと舞っていただき、上方舞とは、なんぞや、を身近

に堪能した。舞の後、映像を追いながら 2000年の南イン

ドのマグダレーナプロジェクトを始めとする、アジア・

ヨーロッパ各地に於ける数多くの海外公演とワークショ

ップの実際を、各地での興味深いエピソードを交えなが

ら時の経つのを忘れて語っていただいた。 

Think global , Act local という言葉があります。近隣

の豪徳寺を拠点に、毎年のように海外を往還し、文字通

り独力で「和のこころ」を引っ提げて日本と日本人の真

の姿を海外に伝える努力をされていることに賞賛を禁じ

得ないところです。今夏はメキシコ・アメリカでの初め

ての公演が予定されている由、益々のご活躍を祈念する

ものです。 

 今回異例の舞台設定につき、準備にあたっては“小原

さん、小川さん、太田さん、ゲストの近藤さん”に、往

復の荷物移動を含め一方ならぬお世話になったこと、記

して厚く御礼申し上げます。またＣＳの観点から、区内

で活動されている「かたよせ会」の方々はじめ近隣の知

人 10名ものゲスト参加をいただき、あわせて 27名の盛

会となったことに特に感謝するものです。  

                   （張替 記） 

 吉田 隆直さんより 

 世田谷ワイズメンズクラブの 4月例会にご招待いただ

き誠にありがとうございました。また、当日は吉村流の

上方舞があり、現役時代以来久しぶりにお座敷舞を観る

ことが出来ました。積極的に海外で舞を披露し国際交流

を深めているとのこと、感心させられます。 

 私は厚労省所管健康生きがい開発財団の健康・生きが

いアドバイザーをしております。リタイア後の長い人生

を健康で生きがいのあるものにしようがテーマです。そ
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のため積極的に地域の会に参加しておりますが、高齢化

にともないややもするとマンネリ化しがちです。その点

貴クラブは例会に外部講師を招いたり、ゲストの参加を

認めたりアクティブで参考になります。 

 

 藤江喜美子さんより 

 一畳のござの後ろに屏風、両脇に蝋燭のかがり火、 

簡単な舞台で上方舞が始まりました。静かな手の動き、

足の運び私心の中にゆっくりと入り込み、いつしか空想

の世界に入っていました。庶民の小さな楽しみから生ま

れた歴史を感じました。 

 日本の素晴らしい文化を世界に紹介していらっしゃる

吉村桂充先生のお働きに心打たれました。楽しい時間を

ありがとうございました。 

 

 ☀ 第２例会報告 

日時：4/26（木）16：00～17：30 

場所：経堂緑岡教会 

出席者：朝倉、岩﨑、太田、小川、小原、川嶋、寺門、

張替、村野、岡田の計 10名 

打ち合わせ事項： 

 ５月のブリテン内容決めと担当割り振り、その他協議 

 原稿締切：5/5、 印刷日：5/9（水）16：00より 

報告事項： 

① 4/16 ＹＭＣＡ国際統括部打ち合わせ： 

   張替、太田出席 

② 4/18「（仮）町田地域ワイズ」第１回準備例会： 

   太田 

③ 4/20 吉村さんをお迎えしての第１例会に 

   28名参加！ 

④ 4/21 東新部第３回評議会 兼次期役員研修会 

―東京ＹＭＣＡ本部にて 13：30～17：30開催 

―小川、朝倉、小原、村野、太田が出席 

⑤ 4/25「世界マラリアデー2018」上智大学にて開催

―小川、張替、村野、太田が出席 

協議事項： 

 ①「ＲＯＳＴＥＲ」原稿確認し、翌日郵送。 

 ②６月例会：会場を下北沢「湘南倶楽部」にて 

  １年間の評価、次期への抱負を語り親睦を深める。 

   13：00～15：00（予定）で予約。 

 ③6/2-3 東日本区沼津大会への出席者確認。 

 ④朝倉ワイズよりの提議： 

   次期神保部長よりのアンケート 

   部報への掲載原稿（クラブとしての方針反映） 

   書記が 5/9ブリテン印刷日にタタキ台を提示し、 

   出席者皆で確認後提出する。 

 ⑤７月、８月の卓話について協議。 

⑥ その他下北沢音楽祭、（世田谷）戦争体験を聞く会

語る会等を話し合った。 

 ＹＭＣＡ岡田担当主事より報告とお願い。 

 ☀ ZEROマラリア 2030キャンペーン 2018 

 2017 年 4 月 25 日の世界マラリ

アデーを契機に生まれた日本初の

キャンペーンです。今年は第 2回

になります。 

 キャンペーンの主催は認定 NPO 法人 Malaria No More 

japanで事務局も務めます。後援に朝日新聞、UNICEF東

京事務所、等々です。ワイズメンの東日本区と西日本区

も加わっています。 

 ワイズメンとしては UGPとして RBMプロジェクトを取

り上げ、経過が思わしくないと 2020年までの継続プロジ

ェクトになっています。RBM は WHO が進めているプロジ

ェクトで YMIも協賛しています。ファンドを WHOに手渡

したり、マラリア防止活動にも YMIは共同活動をしてい

ます。YMIWORLDの 17/18 No3号は RBMの特集です。 

キャンペーンは事務局理事の長島美紀さんの司会進行で

始まりました。 

 マラリアの概要紹介と日本におけるマラリアの歴史を

昨年の東新部大会でも解説してもらいました狩野繁之氏

です。まずクイズです。マラリアはウィルスか、細菌か、

寄生虫か？ 寄生虫の原虫ですね。2016 年の統計では 2

分に一人がマラリアで命を落としています。マラリアに

かかった人は 2.1億人、死亡した人は 44万 5千人で、そ

の 91％はアフリカのサハラ砂漠以南の地域でした。それ

は今でもそうだそうです。 

 日本では瘧（おこり）と言い、源氏物語にも登場、平

清盛の死因と言われています。1961年には撲滅されまし

た。この後、大蔵基誠氏による狂言「蚊相撲」が演じら

れました。人間大になった蚊が相手の血を吸おうと相撲

をとる内容です。奇想天外でした。 

 トークセッション「ゼロマラリア達成のための日本社

会の役割」のスピーカーはビル＆リンダ・ゲイツ財団日

本代表柏倉美保子さん、国連開発計画駐日代表近藤哲生

さん、上智大学看護科准教授武井弥生さん。モデレータ

ーは朝日新聞の石田一郎さんでした。 

 発展途上国が多いマラリア感染地区の予防と治療の薬

の開発には資金が足りないので、工業化国が資金を出す

費用があります。ゲイツ財団は年間資金 5000億円の一部

からマラリア蚊を再生しない遺伝子操作研究を製薬会社

に資金援助をしているそうです。日本もそれなりに支援

しましょう。とのアピールでした。 

 参加者は上智大学の学生も含めて 230人、そのうちワ

イズは 25人でした。西日本区からも大野勉理事、吉田由

美地域奉仕・環境事業主任も参加されました。 

多数のワイズメンが展示物設置と撤去の作業を手伝いま

した。 

 朝日新聞の 26 日朝刊にキャンペーンの報告記事が出

ました。               （村野 記） 
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☀ 2017－2018年度 

  第 3回東新部評議会・次期役員研修会 

 4 月 21 日西早稲田の東京 YMCA 本部において 2017－

2018 年度東新部評議会・次期役員研修会が開催された。

2017－2018 年度部役員、クラブ役員並びに 2018－2019

年度部役員、クラブ役員が出席。部書記の田中博之ワイ

ズが司会を務められた。会議の資料が懇切丁寧に準備さ

れていて、それに沿って議事が進行。5 議案が承認され

た。その後伊藤幾夫部長の事業報告、石田孝次会計主査

の各種献金状況報告、小川圭一地域奉仕事業主査の CS, 

ASF 事業支援の報告、伊丹一之会員の増強事業主査の報

告、比奈地康晴国際・交流事業主査の報告、松香光男ユ

ース事業主査の報告、長澤山康ウェブマスターの報告、

太田勝人 EMC事業主査の 4部合同 EMCシンポジウムの報

告、東京 YMCA小野実担当主事の報告があり、その後東新

部各クラブ会長の活動状況の報告があった。日常業務と

合わせ、書面での報告、定例会議が目白押しで、クラブ

メンバーの全面的な支援がないと会長職は務まらないと

痛感させられた。 

                  （朝倉 記） 

                   

☀ 会長通信 １8０５ 

  今年のワイズ年度も残すところあと１月となりまし

た。後期の大切な時期に、突然小生の腰痛傷害が生じ、

会長職の重要な任務も機能停止となり、皆様にお助けを

頂きどうやら全うできそうで、大変ご迷惑をおかけしお

詫び致します 

 東京 YMCAは、昨年度より、東陽町より早稲田への本店

移転、さらに長く親しまれたブランディング等の大きな

転換期にあり、ワイズの役割支援も求められる重要な時

期に役目を果たせず残念です。 

 東新部長主題「E人（イーヒト）になろう！」の呼び

かけに世田谷クラブとしては、残念ながら１名の加入者

を得るに留まり、呼びかけに十分に答えられなかったこ

とは今後の課題として残ると思います。 

 その中でも、すっかり地域に定着した【すずらん会歌

の会】は、高齢社会に過ごすお年寄りに楽しみを提供す

る大きな福音として、ますます成長することでしょう。 

                   （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」の「チ チュン ティン」君 

  「東京クラブ賞」の「ナガルコティ ビジャイ」君 

   によるスピーチと交流 

６月 全員で１年間の「評価」 

      －下北沢「湘南倶楽部」13：00より 

７月 「朝鮮通信使」 

８月 塚本みち子さんによる「被爆体験談」 

      －平和への祈り 

＊今後のスケジュール 

 5/9（水）16：00  ５月のブリテン印刷と発送準備 

 5/11（金）下北沢すずらん会 

 5/16（水）ボラセン歌の広場、三茶 

 5/18（金）第１例会 

 5/19（土）戦争体験を聞く会語る会、都民教会 

 5/21（月）ＹＭＣＡ国際統括部打ち合わせ、東陽町 

 5/24（木）ＹＭＣＡすずらん会  第２例会 

 5/26（土）ＹＭＣＡ会員大会―東陽町センター 

      10：00よりクラブ会長会：社体保 ２階 

      午後：東陽町ホールに移動して会員大会 

 6/2-3（土－日）東日本区沼津大会 

 6/9-10（土－日）西日本区神戸大会 

 

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

毎年ゴールデンウィークは、若手のスタッフのディレ

クター研修とリーダーたちのプレキャンプが連続して実

施されます。若手のスタッフは、山中湖センターにて宿

泊の研修を受け、今後のディレクターシップに必要なス

キルや資質を身につけます。その研修に引き続いてリー

ダーたちが山中湖センターに合流し、共にキャンプを営

みます。ディレクターもリーダーも実際のキャンプの原

体験により、それぞれの役割の感性が磨かれていくのだ

と思います。この夏のキャンプの子どもたちのかけがえ

のない体験のために今から準備が始まっています。 

南センターでは、事務所とロビースペースの床を 5月

に張り替えることになりました。次にお越しの際には少

し綺麗になった南センターでお迎えできるはずです。こ

の夏も壁のペンキ塗りを予定しています。会館を綺麗に

し、人の集うセンターを目指していきたいと思っていま

す。皆様のお越しをお待ちしています。 

 

【東京 YMCA・南センター5月今後の予定】 

5月 1日―3日・ディレクター研修会（山中湖センター） 

5月 3日―5日・プレキャンプ（山中湖センター） 

5月 13日・幼児定例野外活動   

5月 20日・小学生野外活動 冒険クラブ  

5月 21日―26日・会員芸術祭（東陽町センター） 

5月 19日（オープニング）  

5月 26日・第 16回会員大会（東陽町センター） 

5月 27日・中高生野外活動アドベンチャークラブ  


