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☀ 8月例会プログラム 

と き 8月 17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              小川 圭一  君 

１．開会点鐘           朝倉  正昭 会長 

２．ワイズソングとワイズの信条    一   同 

３．今月の聖句朗読と食前の祈り 小川 圭一  君  

４．ゲスト＆ビジター紹介     朝倉  正昭 会長 

５. 会  食  

６. 卓話 「被爆体験談 平和への祈り」 

                 塚本 美知子さん 

７．ハッピーバースディ   ７日 松井 直樹 君 

  結婚記念日            該当者なし 

８. ニコニコ献金    

９. 諸報告 

10. 閉会点鐘          朝倉 正昭 会長 

 

 

 

国 際 会 長 主 題 「私たちは変えられる」（Yes,we can change ） Moon Sang Bong  (韓国)  

アジア太平洋地域会長主題 「アクション」    （Action） 田中 博之    (日本）  

東日本区理事主題 「為せば成る」       (No challenge, No fruit ) 宮内 友弥 (東京武蔵野多摩） 

東 新部 部長 主題  「ワイズの楽しみは、今、そしてこれから」 神保伊和雄 (東京むかで） 

ク ラブ 会長 主 題         「クラブライフを楽しもう」 朝倉 正昭 (東京世田谷) 

                 Enjoy your club-life!                                                                            

会  長 朝倉 正昭                2018年 8月会報 会 計 寺門 文雄 

副会長 松井 直樹                 強調テ－マ 直前会長 寺門 文雄 

書  記 太田 勝人                    ＊ ＣＳ ＊ 担当主事 岡田 ナスカ  

                                 Community Service                                                                   

      †今月の聖句 

   今までは、あなたがたはわたしの 

   名によっては何も願わなかった。 

   願いなさい。そうすれば与えられ、 

   あなたがたは喜びで満たされる。 

  

  Until now you have asked nothing 

   In My name. Ask, and you will receive, 

   that your joy may be full. 

  (ヨハネによる福音書 16：24）（寺門 選） 

 

       

   

    

７

月 

の 

デ   

| 

タ 

 

会員在籍  １５名 

 

出 席 率  ８７％  

 

 

第２例会 7/26日（木） 

    （10 名出席） 

朝倉、太田、小川、小原、

川嶋、寺門、張替、松井、

村野、岡田、 

 
例会出席者     ７/⒉０日 
会  員          13名 
メネット          1名 
メイキャップ        0名 
ゲスト            2名  
ビジター        9名 

合計        25名 
 
すずらん会参加者 7/26日（木） 
 ゲスト         62名   

 スタッフ        12名 
 合 計           74名 

 

７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 

７月      13,595円 

年度計     13,595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 

 日本は世界で唯一の原爆被爆国で、毎年 8月に広島、

長崎の両市で、ノーモア広島、ノーモア長崎を合言葉に

平和を祈念する集会が開かれています。しかしながら、

今年は北朝鮮が、核の脅威を公然と近隣諸国にちらつか

せており、大陸間弾頭弾の発射実験で、今まで世界一の

核爆弾保有国である米国が、脅威を感じている状態です。 

 ニュースで見ると北朝鮮の核爆弾は広島型爆弾の 50

倍と言われています。今までより最大の核の危機に面し

ている我々は改めて核の悲惨さを思い出さなければなら

ないのではないでしょうか。 

本日の卓話はご自身が被爆体験をされた、塚田美知子

さんにお話を頂きます。 

                   (朝倉 記) 

8 月卓話者紹介 

  塚本美知子さんのプロフィール  

１９３４年９月１６日広島生まれ。（８３歳） 

杉並区在住。 杉並区被爆者団体・光友会の会員 

２００５年と２０１０年、NYの国連で開催された 

 NPTに参加。 

２０１０年にはピースボートの旅１０１日間に乗船 

し世界各国で被爆証言を行う。 

今年の９月からのピースボートにも乗船して、 

証言を続ける予定。 

 

☀ ７月例会報告  

 新年度のスタートです、公式部長訪問月は 神保伊和

雄 部長と伊丹一之 部書記、今井武彦 部会計、伊藤幾夫

直前部長、佐藤茂美 部監事、松香光男ユース主査、櫻井

浩行 部ヒストリアン、比奈地康晴 国際交流主査、長澤

弘 部ＬＴ委員長が同行されました。 

部長方針発表に続き今月の卓話者、認定 NPO「高麗博物

館」副理事長 

村上啓子さん

の「江戸時代

の朝鮮通信

使」のお話し

でした。 

 2017 年 10

月ユネスコか

ら世界記憶遺

産に登録された朝鮮通信使は朝鮮と倭国（日本）の文化

交流の行事です、「川越の唐人揃い」が身近にありますが、

長い歴史があったのです。それをいろいろな文献の紹介

を含めてお話を頂きました。詳細を知りたい人は世田谷

クラブの人に聞いてください。          （村

野 記） 

 

「世田谷クラブの７月例会に参加して」 

         東新部ＬＴ委員長 

         東京クラブ 長澤 弘さん 

 

部長公式訪問に同行して世田谷クラブの 7月例会に参

加しました。いつお伺いしても手作りのアットホームさ

を感じさせるほのぼのとした例会で、温かい気持ちにさ

せられました。 

どこのクラブもクラブ発展を図ろうと努力をしており

ます。しかしこうあってほしいという願望ばかり言いつ

のっていても仕方がありません。まず何ができるかを考

える、実行することが重要だと思います。 

そしてそのためには、貴クラブのような温かく、和や

かな交流を楽しみ、そして中身の濃いゲストスピーチで

新しい知識を得るという本来の例会をしっかりやるのが

ＬＴやＥＭＣの原点だと確信するようになりました。 

 

☀ 第２例会報告 

 日時：７/２６（木）15：45～17：15 

 場所：経堂緑岡教会 

 出席者：岩﨑、太田、小川、小原、川嶋、寺門、張替、 

     松井、村野、岡田の計１０名 

１． 打ち合わせ事項と結論； 

① ８月のブリテン内容決めと担当者割り振り 

原稿締切り：8/5、印刷日：8/7（火）16：00 
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② 今期、太田が転出後 松井ワイズが書記担当

とする。 

③ 次期、小川東新部部長の時、太田が東新部書

記とする。 

④ 今期東新部部大会の窓口は、朝倉会長とする。 

全体のプロデュースと実行は小川ワイズとし 

映像関係は小原ワイズに担ってもらう。 

２． 報告事項； 

① ７月上旬開催の「下北沢音楽祭」に参加して 

大いに地域の皆さんと交流し、ＹＭＣＡと 

ワイズの存在感を示すことが出来ました。 

② 東新部関係 

7/14 第１回評議会がＹＭＣＡ本部で開催さ 

れ、朝倉、小原、小川、村野、太田の 5 名が 

参加。 

 7/20「公式訪問」に神保部長以下８名の役員 

 をお迎えして部長の方針を伺い、全員からス 

 ピーチを頂きました。 

③ 7/22「西日本豪雨災害支援」募金活動を経堂

駅前にてＹＭＣＡとワイズの”協働“で実施

し、125,214 円を頂きました。 

又 7/26「すずらん会」にて同主旨を説明し、

37,913 円を頂きました。合計 163,127 円とな

りました。有難うございました。 

３． その他協議結果； 

① 小原会計担当より 6/30 日締めの「会計報告」

があり、全員で承認いたしました。 

② 8/27 南センターでペンキ塗りを実施し、終わ

ってリーダー達と交流会を行います。多数の

会員の参加を期待しております。宜しく。 

              （太田 記） 

 

☀ 2018－19東新部第一回評議会に出席して 

 7月１４日 2018－19年度第一回東新部評議会が、西早

稲田の YMCA本部で開催されました。 

 評議会は、前年度の役員から今年度の役員への引き継

ぎ、委任から行われ、その後、提案のあった議案、前年

度の決算の承認、今年度の予算の承認、東新部大会の準

備委員会の設立、実施の方針の発表の承認、が行われま

した。その後、各役員より今年度の活動方針の発表が行

われ、それに引き続き各クラブの今期会長から、活動方

針の発表がありました。詳細につきましては、東新部の

部報をご参照ください。 

 参加された皆様が、ワイズメンズクラブの置かれた状

況を、認識され何とか変化させないという危機感を共有

されたと改めて感じました。それぞれが感じられている

危機感を、それぞれの地域で具体的な行動に具現化し、

その成果を各地域でどのように有機的につなげる事が我

々の使命であると感じました。 

                   （朝倉 記） 

 

☀ ＹＭＣＡすずらん会１７年目を迎えて 

 音楽を、仕事で趣味でボランティアでも・・・という

私ども夫婦の生き方を、世田谷クラブが全面的にサポー

トして下さいました。 

 音楽の持つ様々な力や効用を、地域奉仕プログラムと

して活用するというもので、楽しみが奉仕に繋がるとい

う喜びと感謝の１７年でした。うたごえ好きの皆さんは、

YMCA が行う被災地支援の募金活動に積極的に係ってく

ださり、世田谷と被災地そして世界と繋がって、単なる

お楽しみの集いとは異なる趣を持つ活動でもあります。

小さくても、平和作りに貢献出来るのだと信じます。 

 また今年の下北沢音楽祭、メネットの遺言プロジェク

トでもあるＹＭＣＡすずらん会のプログラムを展開する

「みんなの歌声サロン２０１８」では、これまで最多の

入場者を記録しました。 老人性喘息発作を患い声が出な

い歌声リーダーは、天国のメネットに、もうそろそろお

終いだよね・・・と話しかける酷暑の時です。 

 歌声プログラムの継承だけでなく、新しい魅力のプロ

グラムを探すことも、楽しんで取り組みましょう。  

                   （小川 記） 

  

☀ 西日本豪雨災害支援街頭募金に参加して 

東京 YMCA の呼び掛けに応じて南センターに於いても

７月２２日 15：30より約 1時間、小田急線経堂駅駅頭で

リーダーにワイズも加わり、西日本豪雨災害支援の街頭

募金を実施した。 

この日は折しも恒例の経堂夏祭りの初日に重なり、人

ごみと混雑の中。成果が心配されたが、通常の数倍にあ

たる 125,214円の義捐金を得た。発災直後の素早い対応

というタイミングの良さ、そして何より打ち続く地震・

豪雨の国土災害に対する市民の真剣な危機的リアクショ
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ンがあったのでしょう。 

４日後の７月２６日の緑岡教会でのアピールに対して

も 37,913円の献金をいただき、こちらも改めて災害全般

に対する髙い関心と危機意識を感じたところです。熱暑

にせよ集中豪雨にせよ地球の気候変動が大きな要因と聞

きます。 

 ２年後のオリンピック・パラリンピックでの酷暑に東

京は本当に耐えられるのだろうか。国連に列なる我々と

しては国連の提唱する SDG‘ｓ（持続的発展のための目

標）を単なるお題目にすることなく、小なりといえど地

域地域での取り組みに、生かす必要があるのでは等々、

暑さの中での妄想です。参加された 星野副総主事、岡

田ナスカさん、中里さん始め、南センターのリーダー諸

君、及び小原、太田、小川、村野、川島さん等みなさん

お疲れさまでした。           （張替 記） 

 

☀ 会長通信 １８０８ 

 小生 7月の猛暑を避け、ニュージーランドでスキーを

楽しんでまいりました。その帰途台風 12号が襲来との事

で、日本へ帰りつけるかどうか冷や冷やさせられました。 

 それにしても、大阪での震災、西日本水害と、それに

追い打ちをかける様に台風 12号の襲来と、もはやこれら

の災害は、異常事態ではなく、常態化しつつあると感じ

ます。これらの状況が歴史的、社会的、経済的な変化の

引き金になるのだと感じます。必然的に我々ワイズメン

ズクラブの存在理由も少なからず大きな変化に直面して

いるのではないでしょうか？、もちろん今日明日に突然

我々の周囲の何かが変わるという事はありませんが、変

化が起きつつあるという自覚は、我々個々人が持つこと

によって潜在している変化を我々の活動の中に、顕在化

する事が出来るのではと思います。すなわちこれがマン

ネリを脱するという事です。今まで、やっていた事がな

ぜ必要だったのか、続けていく事が、将来の活動にどう

影響するのかの棚卸の作業を、何も毎日する必要はあり

ませんが、継続的に、定期的に行う必要はあるのではな

いでしょうか？、我々年を取るにつれて、ともすると昨

日の続きが今日の続き、今日の続きが明日の続きと考え

がちですし、気が楽な事も事実ですが、それを変える事

が始まりで、我々の存在価値を将来にわたって意義ある

ことにさせてくれるのだと考えます。 

 すずらん会の会場を、YMCA南センターから、経堂緑岡

教会に変えたのも、参加される方の年齢、健康状態の変

化に対応した一例ではないかと思います。私は、直前会

長の寺門さんのお考えになっていた、居場所造りに心か

ら賛同致します。我々がどう変わるかも大変に重要なこ

とですが、我々がかかわらせて頂いている皆様が変わっ

たから、我々の行動、活動をどう変化させるのかのほう

がもっと重要なのではないでしょうか。今までかかわら

せて頂いた方々とは別に、我々の活動から漏れている方

はないのか、それらの方をどのような方法で取り込める

ことができるのか、他の善意ある方々とどのように協力

できるのかを、考えられたら素晴らしいことだと思いま

す。ニュージーランドへの往復の飛行機の中でこんなこ

とを考えていました。 

                   （朝倉 記）                                          

＊今後の卓話予告 

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 

10 月 長島美紀さんによる（仮）「No More Malaria 

             への取り組み」について 

＊今後のスケジュール 

 8/7（火）16：00  ８月のブリテン印刷と発送準備 

  8/10（金）下北沢すずらん会 

 8/9-12 韓国 麗水にて国際大会―村野ワイズ参加 

 8/17（金）第 1 例会 

  8/22（水）ボラセン歌の広場、三茶 

 8/23（木）ＹＭＣＡすずらん会 

        第 2 例会（役員会） 

 8/25（土）ＹＭＣＡ夏祭り、東陽町 

 8/27（月）南センターペンキ塗り、 

         終わってリーダーとの交流会 

 9/15（土）ＹＭＣＡ国際協力街頭募金、新宿駅 

 9/23（日・祝日）ＹＭＣＡチャリラン、木場公園 

 
☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

西日本を中心とした「平成 30年 7月豪雨」に対する支

援活動を展開していくため、全国ＹＭＣＡが協力して 7

月 14日から募金活動を開始しました。東京ＹＭＣＡでは、

7月 22日までに各コミュニティーセンターを中心に 8回

の街頭募金を実施し、計 214 名が参加。1,000,737 円が

寄せられました。また賛助会企業等からもご寄付の他、

募金チラシの印刷（デュプロ株式会社）や募金箱の社内

設置など、様々な形での支援が寄せられています。全国

ＹＭＣＡでは、特に被害が大きかった広島県ならびに岡

山県を中心に、支援ボランティア活動、子どもたちへの

レクリエーションや心のケア、キャンプ活動への招待な

どを行うことを計画しています。南センターでも経堂駅

前、田園調布駅前、二子玉川駅、計 3カ所にて街頭募金

活動を実施しました。たくさんの方々のご支援をいただ

きました。この夏も厳しい暑さが続きます。被災地の方々

の健康と１日も早い復興を願うばかりです。   

                                       

【東京 YMCA・南センター 今後の予定】 
8月 6日～10日・「ヒロシマ・ナガサキ原子爆弾の記録」 

         パネル展 （東陽町センター） 

8月 6日～10日 ・キッズワールドカップ in韓国  

               （ソウルＹＭＣＡ） 

8月 25日・夏まつり （東陽町センター） 

9月 15日・国際協力一斉街頭募金  （新宿駅周辺） 

9月 23日・第 32回インターナショナル・チャリティーラン 

                 （都立木場公園）  


