
 

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

☀ 12月例会プログラム 

と き 12月 21日（金）18：00～20：30 

ところ 東京 YMCA南コミュニティーセンター3Ｆ 

電話 ０３-３４２０－５３６１        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<第１部クリスマス礼拝＞ 

  司式       （経堂緑岡教会）  増田 琴 牧師 

司会                    小川 圭一 君 

奏楽             佐藤百合子さん 

１．前奏     奏楽者 

２．讃美歌 111番「神の御子は」     一  同 

３．聖書 ヨハネによる福音書 3章 16節 司 会 者 

４．説教  「最大の贈り物」   増田 琴 牧師  

５．祈祷                          増田 琴 牧師 

６．讃美歌 112番「もろびとこぞりて」 一  同          

７．祝祷               増田 琴 牧師 

８．後奏                 奏楽者 

                    

 ＜第２部：クリスマス祝会＞ 

   司会        小原 武夫 君 

 １．開会点鐘          朝倉 正昭会長 

 ２．ワイズソングと信条        一  同 

 ３．ゲストとビジター紹介  朝倉 正昭会長 

 ４．食前の祈り         村野  繁 君 

 ５．会食 

 ６．アトラクション・オークション張替 滋夫 君 

 ７．ハッピーバースデイ     岡田 ナスカさん 

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 12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                  ＊ ＥＭＣ/Ｍ ＊ 担当主事 岡田 ナスカ  
         会員増強 

 

s 
                                                                                                    

       

      †今月の聖句 

 神はその独り子をお与えになったほどに、 

世を愛された。 

独り子を信じる者が一人も滅びないで、 

永遠の命を得るためである。 

 

For God loved the world so much that 

He gave his only Son,so that everyone 

Who believes in him may not die but  

Have eternal life. 

 

ヨハネによる福音書３章 16節 （小川 選） 
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会員在籍  １４名 

 

出 席 率  ８７％  

 

 

第２例会 11/22日(木） 

    （11 名出席） 

朝倉、岩﨑、太田、小川、

小原、川嶋、寺門、張替、

松井、村野、岡田 

 
例会出席者    11/16日（金） 
会  員          12名 
メネット          1名 
メイキャップ        0名 
ゲスト            0名  
ビジター        3名 

合計        16名 
 
すずらん会参加者 11/22日（木） 
 ゲスト         52名   
 スタッフ        14名 
 合 計           66名 

 

11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

2018 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 

11月       8,991円 

年度計     52,222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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   結婚記念日          該当者なし 

 ８．諸報告 

 ９．閉会点鐘          朝倉 正昭会長 

   

☀ 本日のメインプログラム 

 2018年最後の例会ですので、恒例に従いクリスマス例

会と致します。本日は、東京 YMCAすずらん会の「歌声広

場」に貴重な会場を提供いただいている経堂緑岡教会の

増田琴牧師にご出席頂き、クリスマスの説教を頂きます 

                    （朝倉 記） 

                           

☀ 11月例会報告 

 今回の例会では、いつものように卓話者をお招きして、

卓話を頂くのではなく、我々クラブメンバーが、現状の

クラブの活動（CS活動）や、今後のＹＭＣＡとの連携 

（Yサ）のあり方を、ブレインストーミングという形で、

進めることに決めました。クラブのメンバーはそれぞれ

真剣に、現状の問題点の認識をされているのですが、そ

れを、今まで真っ向から話し合うという機会を持たなか

ったという反省から決めたものです。 

 少子高齢化という社会現象から、メンバーの減少とい

う我々自身の問題点へと、幅広い議論を持つことが出来

ました。一回限りの話し合いで結論の出るようなもので

はないという点で合意が出来たと思っています。峰ワイ

ズがファシリテーターとして論議を進めたのですが、現

状のクラブの老齢化に鑑み、今後だらだらと論議を継続

してはならないという点でも合意を得たと思います。 

 第一回目の論議としては、我々の将来にとって良い第

一歩であったと思います。 

 1 月には東京ＹＭＣＡの菅谷総主事をお招きして、世

田谷クラブがより緊密にＹＭＣＡと連携できるよう、話

し合いを持つことにするべく、合意を得ました。 

                   （朝倉 記） 

                                      

☀ 第２例会報告 

 日時：11/22（木）15：45～17：30 

 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、松井、村野、岡田の計 11名 

1 打合せ事項： 

  12月ブリテンについて： 

  原稿締め切り日と印刷日を決める 

２ 報告事項： 

① 第 28 回アジア太平洋地域国際大会  

2019 年 7 月 19 日～21 日（仙台） 

東京の「マーシャル」委員会に朝倉、太田が出

席 

② 11月 7日(水)東新部役員部会に村野、太田出席。

第 2回評議会の準備  

③ 11 月 16 日（金）第１例会。朝倉会長司会・進

行の下で、クラブ活動の理念についてベクトル

を合わせるべく、全員発言して「堤談」。峰ワイ

ズのワイズ分析と警告も見事であった。 

④ 11 月 17 日（土）東新部第２回評議会を YMCA

本部にて開催。朝倉、小原、小川、張替、太田、

村野が出席 

⑤ 11 月 17 日（土）世田谷区民福祉学会  

日体大にて 峰、松井が出席 

⑥ 11 月 18 日（日）新クラブ「東京町田スマイリ

ングワイズメンズクラブ」の設立総会 

朝倉、小原、小川、張替、太田、村野、松井が

出席。全員で 56 名が参加。 

チャーターナイトは、2 月 24 日（日）15：00

～18：00 玉川学園さくらんぼホールにて開催。 

⑦ その他 

 

３ 協議事項 

① 世田谷奥沢・東玉川ダンディエクササイズクラ

ブへの参加協議 

―寺門ワイズより発表、 

② IBC：カイムキクラブ―世田谷クラブの関係の
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中に高雄クラブが加わってトライアングル IBC

の関係に入りたい、との提案あり； 

―太田より発表 

―カイムキ Seto さん 

 高雄クラブ Olivir Wu さん 

―今後の対応窓口を朝倉会長、または小原ワイ

ズとしたいが、如何でしょうか。 

③ 来年 7 月からのクラブ会長、書記、会計の確認 

④ 来年 3 月、東京西クラブとの合同例会 

―卓話者：杉浦ひとみ氏（弁護士、コスタリカ

に学ぶ会の事務局長） 

⑤ その他 

☀新クラブ 

  「（仮）東京町田スマイリング 

          ワイズメンズクラブ」 

      の設立総会を終えて 

 去る 11/18（日）町田市民フォーラム 4階にて開催し、

56名の皆さんが町田に集い、祝ってくださいました。 

田中アジア太平洋地域会長、宮内東日本区理事、菅谷東

京 YMCA総主事等から祝辞をいただき、新クラブのメンバ

ー（新会員 9名、諏訪担当主事、当クラブから転入の太

田）一同身の引き締まる思いで拝聴してチャーターナイ

トを迎える喜びに浸りました。 

 世田谷クラブからは、朝倉会長はじめ小川、小原、張

替、松井、村野ワイズがご出席され、後押しして下さっ

たことに対して感謝申し上げます。 

どうか、お世話になった世田谷クラブから転出したワイ

ズの一人に引き続きご支援、ご指導賜りますよう心から

お願い申し上げます。 

 すでに新メンバー全員からサイン（署名）を貰い、東

日本区理事を経由してワイズメンズ国際協会に申請し、

来年 2月 24日（日）に“チャーターナイト”を迎える準

備に入りました。 

 世田谷クラブの皆さん、色々と有難うございました。

今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。  

                   （太田 記） 

☀ せたがや福祉区民学会を終えて  

 第 10回せたがや福祉区民学会が、11月 17日、日本体

育大学にて、開催されました。 

 同学会には世田谷区内のＮＰＯなど福祉団体や研究者、

地域住民、大学、行政などの各団体が 107カ所、個人会

員が 50名が参加しており、これまでに 9回開催され、延

べ 443事例、約 3600人が参加して来ました。 

今回のテーマは「力を合わせる～その人らしく生きら

れる社会（地域）をめざして～」であり、今回は 422人

の来場者があり、56事例・10ポスターが発表されました。 

 冒頭に、保坂世田谷区長が挨拶をし、この学会が「世

田谷の地域力の向上へとつながる」と抱負を述べました。 

 世田谷ワイズの峰ワイズは、全部で 8に分かれた分科

会の中の「地域をつなぐネットワーク」分科会の 3番目

に登壇。「地域高齢者自主サロンに於ける、地域支援活動

の展開―地域高齢者によるサロン活動との関わりを通し

て」をテーマに発表しました。 

大学院で鍛えられた峰ワイズは、要点を分かりやすく

説明する能力に大変長けており、また内容もぴか一でし

た。 

 更にまた、会場は、体育系の学生らしく元気の良いス

タッフが多くスムーズな運営ぶりでした。張替、松井、

参加。                （松井 記） 

                  

 

☀ 会長通信 １８１２ 

 今年も早くも 12月の声を聴き、皆様お忙しくお過ごし

の事と、拝察いたします。私は今まであまり過去を振り

返るという事をして来なかったのですが、今年は、私の

人生で初めての入院を経験しまして、改めて今年がどん

な年であったかを考えてみました。そこで、世田谷ワイ

ズメンズクラブの会長を仰せつかって、その大任に叶う

事が出来たかという事を考えてみました。もとよりワイ

ズメンズクラブは、任意のボランティア団体ですので、

私が会長として、その目的に叶った活動をしてきたのか、

今後も活動を継続できる様に機能してきたかという事で

す。私たちの年代の者は、終戦後の食べ物のない時代を、
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経験してきましたし、高度成長期を我武者羅に生きても

来ました。その時々に自分たちの望むものを、他人の助

けを借りたり、同時に他人をお助けして生きてきたと思

います。翻って今の状況は、その当時より良くなってい

るのでしょうか？我々が生きてきた時代は高度成長期で、

何事もイケイケどんどんの時代で、誰にも成長の機会が

あったのだと思います。それが今は、経済の成長が止ま

り、経済格差が拡大し、少子高齢化が進行して社会全体

に閉塞感が漂っているように感じます。YMCAの運動が始

まった英国では産業革命の進行で確かに、経済格差の拡

大に伴ういわゆる社会問題が顕在化していました。その

ような社会状況の中で、年少労働者の救済を目指した運

動が YMCAの運動の始まりだと理解しています。 今我々

の周囲には、その時代よりはるかに複雑で、困難な問題

が、山積していると思います。だからこそ、我々ワイズ

メンは、この現状をお互いが認識し、かつ共有して、対

応策を社会に提供しなければならないのでは、と思いま

す。国家の財政をみれば、財政の赤字化が膨張している

ため、もはや国が何かしてくれるという幻想は捨てなけ

ればならないのです。 

 過日世田谷社会福祉協会の阿藤さんが、卓話で述べら

れた協働が文字通り我々に与えられた使命なのではない

でしょうか。我々の力は大変微力で、自身でできる事は

大変に限られていますが、それだからこそ、他の組織と

協働していかなければならないのだと思います。ワイズ

メンズクラブのモットーである Yサはチョイスではなく、

マストなのです。また CSも地域との密着した活動なくし

て、我々が直面している諸課題を解決する事は出来ない

のではないでしょうか？この二つの命題に向かって、ど

れだけ着実な行動（ACTION）をとれるかが問われている

と考えます。文字通り着実な行動、これを私は奉仕と考

えます。この奉仕する事が、究極の楽しみになると私は

考えます。さあ、これでクラブライフを楽しもうではあ

りませんか！12月を迎えて、こんなことを考えつつ、こ

の文章を書いています。また、やや長文になってしまい

ました事、お許しください。それでは皆様よいクリスマ

スと素晴らしい新年をお迎えください。    

                   （朝倉 記） 

                                                           

＊今後の卓話予告 

1月 菅谷 淳 東京 YMCA総主事をお迎えして 

2月 企画中 

3月 東京西クラブとの合同例会 

卓話者：杉浦ひとみ氏 

    （弁護士、コスタリカに学ぶ会の事務局長） 

＊今後のスケジュール 

12/ 4（火）10：00～13：00 世田谷奥沢・東玉川 

      ダンディエクササイズクラブ訪問 

12/ 8（土）南センター 子どもクリスマス会 

        経堂緑岡教会 

12/11（火）東京 YMCA午餐会 卓話者：平野克己氏 

              （代田教会牧師） 

12/14（金）下北沢すずらん会 

12/14（金）13：30 埼玉クラブ 歌の広場 100回記念 

             浦和・小峰ビル 

12/15（土）15：00～18：00 オール東京ＹＭＣＡイン 

      ターナショナル・クリスマスパーティー 

12/19（水）ボラセン歌の広場 三茶 

12/20（木）ＹＭＣＡすずらん会 

      第 2例会（注）第 3木曜日に繰り上げ 

12/21（金）第 1例会 

2019.1/5 （土）在京ワイズ合同新年会 

            京王プラザホテル八王子 

 

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 
 今年も残すところあと１カ月となりました。アドベ

ントの始まりです。一年の時の経過は年々速く感じます

が、今年を振り返ってみれば、子どもたちは春に会った

時より身長も伸びていて、たくましく精神的にも立派に

成長し、それだけの時の経過を感じさせてくれます。小

さければ小さいほど、この一年間の成長は目を見張るも

のがあります。 

リーダーたちになってみると段々と自己が形成され確

立していく段階に入り、その成長度合いも様々です。人

は成長する過程で、自分の成長を時として自分で阻んで

しまうこともあるのかもしれません。何かを掴もうとす

る姿勢や素直に物事を捉える姿勢、また考える力がある

リーダーは４年間で大きく成長します。スタッフ自身も、

そんなリーダーたちと関わることで自分自身のあり方に

ついて考えさせられる日々であります。時の経つ速さは

感じますが、そんな中でも、大切なことを見逃さず、物

事をきちんと捉えていける力をいつまでも持っていたい

ものです。 

  冬のスキーキャンプに向けての準備が進められてい

ます。この冬も子どもたち、リーダーたちにとって、キ

ャンプが良き成長の場となることを願います。 

 

【東京 YMCA・南センター今後の予定】 

12/8 南センター子どもクリスマス会（経堂緑岡教会）

12/15 インターナショナル・クリスマスパーティー 

                    （東陽町）

12/13～17実技スキーリーダートレーニング（尾瀬高原）

12/20 YMCAすずらん会 （経堂緑岡教会）       

12/26～30 スキーキャンプ （尾瀬・菅平） 

                     


