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☀ 6月例会プログラム 

と き 6月 15日（金）13：00～15：00 

ところ 下北沢・「湘南倶楽部」 

        世田谷区代田 6-1-17

電話 ０３-３４６６-２３３６        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 

司会              小原 武夫  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 峰  毅  君 

６. 会  食 

７. 「今期の評価 と 次期への抱負」 

             出席者全員で語り合う 

   

８．ハッピーバースディ   27日 寺門多恵子さん 

  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           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 6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                  ＊  評 価  ＊ 担当主事 岡田 ナスカ  
                                                                                                  

       †今月の聖句 

 なによりもまず、互いに愛し合いなさい。 

 愛は多くの罪をおおうからです。 

 

 Above everything,  

  love one another earnestly, 

 because love covers over many sins. 

       

   新約聖書Ⅰペテロ４：８ （小川 選） 
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会員在籍  １５名 

 

出 席 率  ７３％  

 

 

第２例会 5/24日（木） 

     （8 名出席） 

太田、小川、小原、川嶋、

張替、寺門、村野、岡田、 

 
例会出席者     ５/１８日 
会  員          10名 
メネット             1名 
メイキャップ        1名 
ゲスト               6名  
ビジター        1名 

合計        19名 
 
すずらん会参加者  5/24日（木） 
 ゲスト         55名   
 スタッフ        14名 
 合 計           69名 

 

５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 

５月       7,320円 

年度計    80,220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 

いよいよ梅雨のシーズンに入り、皆様健康管理は如何

ですか。 

 2017年ワイズ年度も総括の６月例会を迎えることと

なりました。 

今月の例会は 6月 15日㈮ 12：50集合 13：00開始 

場所・下北沢『湘南倶楽部』レストランにて特別例会と

なりますのでご注意ください。 

昨年８月、高尾の森わくわくビレッジ１泊 2日の夏期

特別例会で、胸襟を開き童謡唱歌付き懇親会で楽しく語

り合った企画も、間もなく生じた小生の腰痛傷害により

頓挫して、後半のプログラムに支障をきたし、皆様のお

助けを頂き乍らどうにか完走出来ましたことを感謝して

います。 

 今月は、年度の反省と今後の抱負を語り合い乍ら楽し

い一時をすごしたいと願っています。                 

（寺門 記） 

５月卓話者紹介 

◆紀鈞庭（ チ チュン ティン ）君 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』 

◆NAGARKOTI BIJAY（ナガルコティ ビジャイ）君 

                 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』 

 

☀ ５月例会報告 

  東京 YMCA 日本語学院に在籍し、スピーチコンテス

トに入賞された二人の若者にお話を伺うことができた。 

 紀鈞庭（ チ チュン ティン ）君はボランティアの体

験から学ぶことができた事柄を 「be the bridge 

 be the change」。 救援ではなく、協力だ。 誰もが平

等の世界を創ることではなく、だれもが機会を持つ世界

を創る。ことではないかと、熱く語ってくれた。 

 ナガルコティ ビジャイ君は「失敗したことはありま

すか」と質問から始め、『失敗は成功のもと』今の自分

は、ネパールに於いて彫像づくりの失敗を繰り返したお

かげで成長でき、日本に来る機会を得て、新たなビジネ

ス・チャンスも生まれそうと、大きな夢を語ってくれま

した。 

 若者の指導に当たられた柳原 YMCA スタッフのご尽力

にも頭が下がります、皆様のいっそうのご活躍をお祈り

いたします。 

                  （小原 記） 

 

南センタースタッフ 池端 謙昭さん 

今回は、東京ＹＭＣＡにほんご学院で学び、スピーチ

コンテストにて入賞された、台湾出身のチ チュン テ

ィンさん、ネパール出身のナガルコティ ビジャイさん

のお話を伺う、貴重な経験をさせていただきました。 

 今年度より東京ＹＭＣＡに入職し、早いもので数カ月

が経とうとしています。お二人と私は、同世代であるこ

とや、わからないことが多い中で奮闘しているという面

で、共通する部分がありました。お二人は、その中で努

力をし、日本語を学び得ました。日々学ぶ意欲を持ち続

けたからこそ、できたことだと感じました。私もお二人

のように成長する意欲を持ち続け、ＹＭＣＡでより良い

活動が展開できるように努めたいと改めて決意できる機

会となりました。ありがとうございました。 

  

☀ 第２例会報告 

日時：5/24（木）16：00～17：30 

場所：経堂緑岡教会 

出席者：小川、小原、川嶋、張替、寺門、村野、岡田、 
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  太田の計８名 

１． 打ち合わせ事項：６月のブリテン内容決め、と担当 

  割り振り、その他協議 

  原稿締切り：6/1、印刷日：6/5（火）１６時より 

２． 報告事項： 

➀ 第４木曜日の「ＹＭＣＡすずらん会」が盛況となり、

２階のホールへ移動も考慮する必要、との意見もあり。 

② 5/21ＹＭＣＡ国際委員会を東陽町Ｙにて開催。 

張替、太田。 

③ 5/26ＹＭＣＡ第16回会員大会が東陽町Ｙ社体保にて

開催。 

10：00 在京会長会 小原会員部運営委員長、朝倉

クラブ会長代行、太田幹事が午前中の報告会に出席

しました。 

13：30 午後Ｙホールにて在京クラブ全会員とＹの

関係者全員が集い、表彰式、交流と親睦会を行いま

した。 上記３人の他に、岩﨑、小川、村野、岡田

も参加。 

南センターで活躍された菅野攻太君（アタック君）

がリーダーとして表彰されました。 

３. 協議事項： 

(ア) 次期クラブ役員：「会計担当」が小原ワイズで

したが、ご多忙のため寺門ワイズが担当するこ

とになりました。承認。 

(イ) 次次期東新部：小川部長体制の中で 2019 年

10/12（土）開催する「部大会実行委員長」に

ついて協議をし、張替ワイズを選出いたしまし

た。 

――（注）太田書記の早合点で東新部としては

輪番制でまずセンテニアルクラブから出す事が

順番ですが、打診した上で決める、とのことで

す。（申し訳ありません、太田） 

(ウ) 小川ワイズより、プレ下北沢音楽祭として 7/1

ナザレン教会にてバッハ時代の古楽器演奏会

が 16：30 より、また 7/5-7 まで新装なった下

北沢タウンホールにて「世田谷音楽祭」の件で

報告とご参加依頼がありました。  

               （太田 記） 

 

☀ シニア Y・Y・Yキャンプ in山中湖センター 

 東京むかでクラブ主催の表題キャンプに参加しました。

2回トライアルをして今回は昨年に続いて 2回目に、 

5 月 12日から 15日の 4日間です。私は後半の 2日間に

参加しました。 

キャンプの目的は「新しい自分を発見しよう」です。 

「東京むかでワイズメンズクラブから高齢者社会に問

いかける。YMCAと長く過ごしてきました私たちはいつの

間にかシニアになっていました。でも心はいつも少年・

少女のように未来を見ています。 

それもかけがえのない良き体験と思い出が栄養となり、

エンジンになっているからだと思います。シニアになっ

た私たちがこれからをもっと楽しく元気に生きてゆくた

めに「シニア Y・Y・Yキャンプ」を計画しました。 

日本がシニアの国になる時、私たちは新しいシニア時

代のドアを開けます。」とうたいます。 

会場は山中湖キャンプ場で、朝は旗揚げ・体操から始

まり、聖日には礼拝をまもります。 

特徴はプログラムです。フリーチョイスで、①野外ス

ケッチ、②野外写真撮影、③キャンプサイト内の野草い

けばな、④書道、⑤俳句、⑥コーラス、⑦野点、⑧松ぼ

っくりゲーム。指導者は参加者から手を上げた人がなり

ます。頼まれた人もいますがね。プログラムの一部を紹

介しましょう。 

③キャンプ敷地内にある野草を採ってきて、用意され

ている花器にいけます。花器は自然石のまま、石の形を

整えたもの、ペットボトルが使われました。④習字筆ば

かりでなく、木の枝、竹を使って文字を書きます。不思

議な、強烈な作品が出来上がりました。⑧吉田司さんの

自作遊戯です。箱型本箱を横 6箱を二段にして、10，20，

30，50点と箱に書いてあります。その中に松ぼっくり 10

個を投げ入れます。合計点を競います。松ぼっくりは箱

に入っても、底に跳ね返って外に出てしまいます。それ

が面白いのです。 

夜は落語、バンド演奏、シャンソンを楽しんだ後、櫻

井さんが手作りのつまみ（もちろん燻製もあります）を

用意して、バーテンダーになりきって宴会が始まります。 

私はこのフリーチョイスプログラムがこのキャンプの

特徴であり、売りだと思いました。さらにこれが YMCA

の新しいプログラムになると感じました。（村野 記） 

 

                

☀ 第 16回ＹＭＣＡ「会員大会」に参加して 

さる 5/26（土）10：00～11：30東陽町ＹＭＣＡ社体保

2 階にて「在京ワイズ・クラブ会長会」があり午後から

ＹＭＣＡホールに移動して「第 16回会員大会」が開催さ

れました。 

１．「在京ワイズ・クラブ会長会」： 

 小原武夫会員部運営委員長と菅谷総主事がご挨拶され、

太田が幹事として司会を担当し、朝倉ワイズが寺門会長

の代行として報告しました。 

 今年 1/13に開催した「在京ワイズ・クラブ会長会」の

新年会にて提言されたＹＭＣＡとワイズとの連携強化に

関して議事録も添付し、その提言を今後活かしていくこ

とを、幹事とＹＭＣＡ会員部ご担当者の間で協議し、上

部に諮っていく事などを終わって打ち合わせを致しまし

た。 

２．「会員大会」： 

ＹＭＣＡ職員で 25年永続勤務者を表彰したり、昨年活躍

したリーダーへの表彰があり、南センターより菅野攻太

君が表彰されました。 
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 その後で、ＹＭＣＡと在京ワイズの会員との間で交流

と親睦会があり、楽しいオークションなどあって、大変

盛大な会員大会となりました。 

 当クラブからは、朝倉、岩﨑、小川、小原、村野、岡

田、太田等が参加いたしました。    （太田 記） 

                   

☀ 会長通信 １８０６ 

5/28世田谷区 NPO福祉団体協議会の研修会に小川圭一

さんと参加して、『視覚障がい者と出会ったら』とのテ

ーマで、全盲の方で有りながら精力的に活動されている

世田谷区視力障がい者福祉協会理事長大竹博氏の講演を

伺った。 

 点字ブロック設置の未整備・保全の不十分さにより危

険性が増していること、白杖 SOSシグナル（白杖を頭上

50㎝程に掲げて支援を求めること）の啓蒙活動の不徹底

さ・災害時支援策等の遅れ・それに驚いたことは利用す

る駅のホームドア設置費用の予算が付かないという理由

により設置がなく転落事故の危険に直面しているなど、

障がい者の人権が制約され、生命の安全が脅かされてい

る現実でした。 

 長寿社会の到来により、日常生活に困難をきたす、高

齢者や障がい者等が増加する中で、予算規模の縮小を錦

の御旗に掲げる行政の施索は、逆支援に方向転換されよ

うとしている危機感を強めています。 

 高齢化により会員減少が危惧されるワイズ運動も、是

非英知を結集してささやかでも社会に貢献が出来れば幸

いと思います。 

                   （寺門 記）                                        

＊今後の卓話予告 

 ７月「朝鮮通信使」（担当：村野君） 

 ８月 塚本みち子さんによる「被爆体験談」 

      －平和への祈り 

 ９月 南センターリーダーによる 

    「夏のキャンプ体験談」と 

     「ＹＶＬＦに参加して得たもの」発表 

＊今後のスケジュール 

  6/2-3 東日本区大会（沼津） 

 6/9-10西日本区大会（神戸） 

 6/5（火）６月のブリテン印刷と発送準備 13：45～ 

  

 6/8（金）下北沢すずらん会 

 6/15（金）第１例会, 下北沢「湘南倶楽部」にて 

      13：00より開催 

 6/19（火）南センター活動委員会 

 6/20（水）ボラセン歌の広場、三茶 

 6/28（木）ＹＭＣＡすずらん会  第２例会 

 7/1（日）下北沢ナザレン教会にて古楽器演奏会 

      16：30より、1,000円 

 7/5-8 下北沢音楽祭、タウンホールにて 

 7/11（水）東新部役員会 

 7/14（土）東新部第１回評議会 

 
☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

いよいよ夏のプログラムの受付が始まります。南セン

ターでは幼児対象のプログラムを数多く用意しています。

小さな子どもたちにとっての初めての経験は、次の経験

へと繋がる大事な一歩となります。慣れない環境で自分

を表現することや家族の元を離れてみることそのものが

大きなチャレンジとなります。これは子どもを送り出す

ご家族にとっても同じことでしょう。プログラムから帰

ってきたときに家族と再会した子どもたちの嬉しそうな

表情を見ると離れた時間が育む大切なものがそこにある

と感じます。 

YMCAキャンプが大事にしているグループワークは、良

き指導者（リーダー）がいて、子どもたちが互いに良い

影響を受けながら違いを認め合い、成長していくことが

期待されています。幼児期でのキャンプ体験が子どもた

ちにとって良いイメージで終われると次のキャンプへと

繋がり、他者との本当の意味での出会いが待っています。 

この夏も、若葉マークのキャンパーがたくさん参加し

てくれることを期待しています。キャンプでの出会いは

生涯の宝となります。子どもたちの清き一日が一生の宝

となるよう、力を合わせてリーダーたちと夏の準備を始

めています。この夏もリーダー、子どもたちへのお力添

えをよろしくお願いいたします。 

（岡田ナスカ 記） 

【東京 YMCA・南センター6月今後の予定】 

6月 3日・幼児定例野外活動 おひさま・あおぞら  

6月 6日・サマープログラム受付開始 会員  

6月 8日・一般  

6月 10日・小学生野外活動 冒険クラブ  

6月 10日・中高生野外活動アドベンチャークラブ  

6月 15日～17日・山中リーダートレーニング   

（山中湖センター） 

6月 22日～24日・野尻リーダートレーニング   

（野尻キャンプ） 


