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☀  ５月例会プログラム 

と き ５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        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   司会             小川 圭一 君 

 １．開会点鐘          朝倉 正昭会長 

 ２．ワイズソングと信条        一  同 

 ３．ゲストとビジター紹介  朝倉 正昭会長 

 ４．今月の聖句朗読 

     食前の祈り       村野  繁 君 

 ５．会食 

 ６．卓話 「はじめまして、メディエーションセンターです」 

   世田谷ボランティア協会スタッフ 鈴木 祐輔 氏 

 ７．ハッピーバースデイ          なし 

   結婚記念日               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                2019年５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  松井 直樹            ＊ ＥＦ／ＪＥＦ  ＊ 担当主事 中里  敦  

       

 

 

s 
                                                                                                    

        

       †今月の聖句 
     

 民はヨシュアに答えた。 

 「私たちの神、主にわたしたちは仕え、 

                   その声に聞き従います。」 

The people said to Joshua,  

"We will serve Yahweh our God, 

      and we will listen to his voice." 

            ヨシュア記２４章２４節 

                 （村野 選） 
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会員在籍  １３名 

 

出 席 率  ９３％  

 

第２例会 3/28日(木） 

    （10 名出席） 

朝倉、岩﨑、太田、小川、

小原、川嶋、寺門、張替、

松井、村野、 

 

 
例会出席者    ４/19日（金） 
会  員          11名 
メネット          0名 
メイキャップ         0名 
ゲスト            2名  
ビジター        5名 

合計        18名 
 
すずらん会参加者 4/25日（木） 
 ゲスト         44名   

 スタッフ        13名 
 合 計           57名 

 

 4月のＢＦ 

 切手   ０ｇ   

 現金         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（JOCS）

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         9,820円 

年度計      96,855円 

特別寄付金    5,000円 

  （朝倉会長より卓話料） 
 
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 

 今月の卓話者には鈴木祐輔さんから、昨今色々関係者

の意見の違いであるとか、利害の食い違いを、第三者の

立場から、調停、仲介＝メディエーション、されてお骨

折りを頂いているお話を伺います。仲介というお立場も

今後のワイズメンズクラブのあり方を考える時、どの様

に利害の異なる、あるいは意見の異なる個人、団体を、

繋ぐ事が出来るかに大きくかかっていると考えると、我

々に参考になる事が大いにあると思います。 

                   （朝倉 記） 

卓話者ご紹介 

東京メディエーションセンター  

          代表理事 鈴木祐輔さん 

 社会生活での身近な困りごとに対して、用いる解決手

法としての「メディエーション Mediation」。紛争解決

のために、中立的な第三者「メディエーター」の進行に

より、当事者同士がお互いの意見や事情を聞きあい、希

望をすり合わせることで解決を図ると言います。欧米で

は、NPO や裁判所の一部機関で有効活用されているそう

です。 

 各国で学んだ鈴木さんは、公益信託世田谷まちづくり

ファンドの助成を得て、社団法人を立ち上げました。 世

田谷ボランティア協会のスタッフでもある鈴木さんの、

人となりと夢を伺い、ワイズ運動の展開と重なる部分を

探したいとかんがえます。世田谷ボランティア協会では、

２０１３年から東京世田谷ワイズが協力して「歌声ひろ

ば」活動が継続しています。 

                                  

☀ ４月例会報告 

 松井ワイズの卓話は我が国が抱える高齢問題を、Ｙ

ＭＣＡまたワイズに絡めて分かり易く、示唆に富む内容

となりました。社会事業から福祉国家の成熟崩壊移行に

ついて、理解していたつもりでしたが、宗教改革が医療

福祉制度の基盤になった事など、新たな視点を持つ事が

できました。また「社会改良の可能性を信じる博愛主義

的な社会活動がなされた」とレジュメにありましたが、

神戸でセツルメントを始められた加川豊彦氏を想起しま

した。 

卓話を聴いて気付かされた事は、ＹＭＣＡ含め全ての

社会運動体に於いて大切な事は、現在行っている活動を

単体ではなく、点と点を結びつけ線とし面としていく事

の重要性です。それを受けＣＳにおいても今期、部内で

行っている単体活動を、顔の見える面の関係にしていく

事を構想しています。 

私自身はドメスティックな範囲でしか業務を果たして

いない中、松井ワイズは実際に世界の各国に行かれ見聞

を深めておられ、多角的な視点で福祉現況を捉えていま

す。これからも地域に根ざした世田谷クラブの創造に向

け、共に歩んでいけたらと思います。 

当日は、新たに始まる世田谷区私立認可保育所「YMCA

保育園ねがい」について、YMCAチャイルドケアー統括・

秋田正人氏、高橋里香園長、中谷綾主任がご挨拶に。 

                     （峰 記） 

「高齢化問題を考える」卓話から 

     虚弱な高齢者の激増が最大の問題に 

 介護保険制度が、多少不満があっても 20年間にわたり、

要介護者へのサービスについては行われ、専門家もそれ

なりに育ってきています。 

 しかし、介護保険制度には、全面的にはのれませんが、

人の手が少し必要な虚弱な高齢者の方々が、今後、急増

しつつあります。例えば、少し手が上がらないので電球

の玉の取り換えができないことや、洗濯が思うようにで
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きないことです。 

 この介護保険に乗りにくい虚弱な高齢の方々の急増化

が一番の問題です。 

 そして特に問題は、男性です。それは女性と違って、

それまでが会社中心の生活で「社縁」はあっても、「地縁」

がなく、地域には居場所のない退職後の男性。特にコミ

ュニケーション能力の劣る中・高年男性の「受け皿」＝

居場所作りが問題となります。 

 それを伝統のあるボランティア組織であるワイズメン

ズが考えるべきではないでしょうか。 

また、高齢者ケア分野においては、「エイジング・イン・

プレイス」の原則は、世界共通の原則です。世田谷ワイ

ズの問題は、高齢化・少子化・核家族化した現在の日本

の縮図です。この点に於いて、世田谷ワイズが行ってい

る虚弱な高齢の方々への歌声活動の取り組みは、最先端

の取り組みです 

 そして、その将来像については、一方通行ではない、

双方向的な関係である互酬関係が大事になると思います。

地域包括ケアシステム時代に於いて、新しい公助・共助・

自助の社会運動が、この世田谷ワイズから生まれる可能

性があると思います。 

 

ＹＭＣＡとワイズとの関係について 

 神戸の大震災の時も、熊本の大震災の時も、地元のＹ

ＭＣＡがボランティアの中心部分を担いました。 

 神戸の大震災の時は、その地域の神戸ワイズのメンバ

ーがＹＭＣＡを支えました。その時のＹＭＣＡのスタッ

フが今の地元のワイズのメンバーになっています。それ

もやはり一方通行ではない双方向的な関係である互酬関

係だと思います。 

                 （松井直樹 記） 

 

                                                                         

☀ 第２例会報告（5月 23日） 

１打ち合わせ事項 

 5月ブリテンについて：原稿締め切り 5月 1日 

   印刷日：5月 8日（水）16：00 

２ 報告事項： 

 4月 9日（火）10月 12日部大会の実行について 

        銀座ライオン 

  4月 19日（金）4月例会プログラム 

             南コミュニティセンター３F  

 4月 20日（土）東新部第 3回評議会・次期クラブ 

        役員研修会 西早稲田本部 

３ 協議事項   

① 下北沢音楽祭、他について 

② 東日本区大会開催 6月 1－2日 オリンピック

記念青少年センター 

③ アジア太平洋地域国際大会開催 7月19－21日

仙台 

④ 小川次期東新部部長での体制作りへの取り組み 

⑤ 10 月 12 日部大会の実行について 銀座ライオ

ン 

⑥ ６月の評価の日について 

⑦ その他 

寺門文雄ワイズからの今後の組織体制の在り方

について 

⑧ ＹＭＣＡとの連絡調整 

⑨ ワイズメンズクラブ国際協会・アジア太平洋地

域大会広告について 

 

☀ 第３回東新部評議会・次期クラブ役員研修会 

 2019年４月 20日東京 YMCA本部事務局の会議室で開か

れました。世田谷クラブからは次期部長小川圭一、会長

朝倉正昭、会計小原武夫、EMC 主査村野繁が出席しまし

た。 

 次期部長小川圭一ワイズの部長主題「心を尽くして、

YMCA のために。」が発表されました。活動計画に「交流

するワイズになろう」最初に挙げました。その中で東京

センティアルクラブの韓日童謡を歌う会の再開が発表さ

れました、７月 15日です。 

 10 月 12 日(土)銀座ライオンビアプラザ会場のアピー

ルもありました。小川圭一部長時の部役員の皆さんの紹

介がありました。            （村野 記） 

                    

☀ ワイズダム運動を長期的に安定させ発展 
   させるための 特別基金：ＥＦ 

 EF は 1958 年に発足致しました。その理念は、当国際

協会に集められた元金を投資し、そこから得られた運用

益をもって運営管理し、プログラム遂行を支援すること

にあります。 

 当初は、この理念に対してメンバーの間での明確なコ

ミュニケ―ション不足のため、当ファンドに対する反応

が鈍く、1970 年末では US$4,915 しか集まりませんでし

た。 

 そこで、ワイズメンの皆さんが記念すべき出来事・行

事などを迎えられた節目に、その素晴らしさを讃える方

法として献金していただき、それを“Golden Book ”に

記帳するというアイディアを創りました。この新しい EF
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によって YMI全ての地域の皆さんへの理解を高めていき、

会員皆さんを刺激して進化させて参りました。 

 最初の“Golden Book ”は主旨が伝わったおかげで直

ちに記帳が増えて一杯となり、2 冊目もまた直に一杯と

なり、次々と更新されていきました。今でも、原本はす

べてジュネーブの本部に保管されています。 

 どなたでも、個人でも、クラブでも、区としても、地

域としても、国際大会後であっても、いつでも受け付け

ており、貢献したいというお気持ちに応えられるように

しております。お一人 SF 120のご寄付で“Golden Book ”

にお名前が記帳されます。SF 1,000のご寄付で“Golden 

Book ”にお名前が記帳されると共に、ガラス製のかわい

い像 1個と、EF名誉ロールラベルピンが 2個贈られます。

一つはご自身向けで、もう一つはあなたの配偶者（伴侶）

に贈られるものです。 

 ファンドの制約：当ファンドからの運用益は、ワイズ

運動のためのみに使用されることです。ファンドの元金

は、安定を目的としていて元金には手を付けません。 

この特別基金は、国際議会（IC）と EF基金評議会の承認

を得なくては使用することは出来ません。基金の推進委

員会は、使用できる金額の範囲を発表致します。（それを

受けて）国際議会は議論の上、目的に沿ってどの位の金

額をどこに使うべきかを公表致します。 

 EF基金評議会は、5人の委員から成っています。各委

員は任期 5年で交替制です。毎年国際会長（IP）が担当

委員を任命し、委員を入れ替えたり致します。委員会の

構成メンバーは常に YMI３つの地域の代表者（地域会長）

から任命されます。 

 基金の推進委員会は 1997 年、 75 周年の時に

US$ 1,000,000（百万ドル）達成の目標を立てて推進した

ところ、1年前倒しで 1996年に目標達成致しました。そ

れ以来いつも上方修正されてきました。2017－18年度は、

SF 2,500,000に基金は達しております。 

直近 5年間の年平均寄付金額は、SF 61,620でした。 

ムン国際会長は、「今年は SF 75,000の目標達成を我々

は出来るか？――Yes, we can!」と力強くチャレンジす

る姿勢を示しております。        

                   （太田 記） 

 

☀ 会長通信 １９０５  

 今月のブリテンがお手元に届く頃には、ながーい春の

ゴールデンウイークが終わって、ある方はもっと休みが

あればと思っている方もあると思いますし、ある方は終

わってくれてやれやれと思っている方がおられる事と拝

察いたします。小生はサンデー毎日（毎日が日曜日）の

日々なので、格別の感慨もなく終わりました。それでも、

10連休ともなると、他人事の様に、この人不足の折にど

のように従業員を確保しているのかとか、金融機関や

ATM ではどのように現金を用意しているのかとかを考え

ます。小生は読書が趣味なので、手元にはいつも 2～3

冊の本があるので、長い休みが始まる時はどの本を読み

終えるかと思うのですが、生憎今まで読み終えたことは

ありません。今年は、本を読み始める前に手元にあった

刊行物をぱらり、ぱらりとめくる事から始めました。そ

の中に YMCAのパンフレットがあったので、あてもなく読

み始めました。ブランディングの記事があったので読み

始めたのですが、説明の中に「見つかる」、「つながる」、

「よくなっていく」というフレーズがありました。これ

を見たのは初めてではありませんし、今まで気にもせず

におりました。重箱の隅を突っつくつもりはなかったの

ですが、若干の違和感を覚えました。多分今ワイズメン

ズクラブと YMCAの関連とか、存在意義を論議していたか

らだと思います。それぞれの言葉は、立派な意味を持つ

言葉ですが、現在 YMCAとワイズメンズクラブの置かれた

立場を考えると、小生には受け身＝受動的な響きがあり、

積極性＝能動的な響きが感じられません。能動的に世の

中で奉仕できる事業を見つける、能動的に人と人、事業

と事業をつなげるという様に読み替えた方がはるかに会

員、クラブメンバーに分かり易いのではないでしょう

か？特にワイズメンズクラブの存在意義は、つなげる役

割を果たすことで、今まで気が付かなかった事業の機会

が見つかり、つなげる事で我々の活動、強いてはよりよ

く世の中に貢献出来る様になるのではないでしょうか。

まあ人間暇があると、余計なことを考える物です。年寄

の戯言とお聞き流しください。 

                   （朝倉 記） 

会長通信・プラス 

 去る4月18日東京西クラブの吉田ワイズからのご依頼

により、私の米国生活、特にその生活の中での日本と米

国の相違について例会で話して欲しいという事でしたの

で、快諾し、お話をさせて頂いた。その例会後の西クラ

ブの懇談会で、私の話が、一般の会社とあまりにも違い

が大きいので、分り難かったという話があった。そこで、

私が感じる、一般の会社とセブンイレブンジャパン 

（SEJ）との違いを、以下の様にまとめてみた。SEJはフ

ランチャイズシステムによって CVSを運営する会社であ

る。フランチャイズシステムによって、店舗を運営する

会社は飲食店その他の業態では、日本のみならず、世界
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中に数限りなく存在するが、SEJ のフランチャイズシス

テムは、独特で、これが分かり難さの大きな原因だと思

うので、この点を説明したい。SEJ は創業時から、自己

資金で店舗建設する資金を持たなかったので、いわば人

の褌を借りて相撲を取る方式をとらざるを得なかった。 

その当時、日本国内では、酒屋さんや米屋さんが免許制

に守られて、商売をされていたが、ちょうど高度成長期

を迎え、この時代は、他の小売業との競争が激化した時

代でもあった。酒屋さんや、米屋さんの中には家庭に重

い商品を手で担いで、配達しなければ、商売を維持でき

ないところも、多数あった。SEJ はこの状況に着目し、

これらの酒屋さんや米屋さんを SEJのフランチャイジー 

（FC ）として加入を勧めた。この時、SEJは CVS業態の

特徴を真摯にとらえ、その後の店舗展開の基本条件とし

て展開した。この基本条件は、CVS は極めて小型の店舗

であり、かつお客さんが、必需品を求められる店舗で在

るため、既存の競争相手、特にスーパーマーケット（SM

）に対抗するには、ある一定の地域での店舗集積を高め

る必要性がある。 

 この事から、狭い地域の中で、お客様にとって接近性

が高い酒屋さん、米屋さんを選ぶ事を原則とすべしとし

た。（これを多店舗集中出店方式と呼ぶ）他の会社と SEJ

が差を分けるのは、基本原則を徹底的に守るという事で

ある。SEJ の一号店は江東区豊洲のお店であるが、SEJ

のリーダーは、店舗開発担当者に江東区の外の地域では、

店を絶対に勧誘、もしくは接触してはならないと厳命し、

もしこの原則に従わない場合、解雇した。先にも述べた

とおり、CVS はお客様が、日常生活で必需品を求められ

るお店であるので、陳列される商品が必要ないと、分か

った時は、過去にどれだけその商品が売れていても、SEJ

は店舗への推奨を中止し、店での販売をやめるのを原則

としている。これが日本で初めて、POS システム＝販売

時点情報システム、を採用した理由である。これは、一

個人の思い込みや過去の記憶に頼って意思決定する事を

廃する絶対条件であった。SEJは FCシステムを通じて FZ

の売り上げ、利益を守る事は義務であり、過去の小売業

で漫然と行われていた慣行を続けてはいけないとした。 

SEJ では創業から「基本の徹底と変化への対応」をモッ

トーとしてきたが、これは今も実行されている。 

 お客様の変化は、いろいろな局面で生じる。例えば、

梅雨時は蒸し暑く、真夏と温度は同じでも湿度が異なる

ため、お客様の嗜好は大きく変わる。このようなお客様

の変化について、SEJ は創業の時から現在に至るまで、

SEJ のトップが、全国の営業担当者を毎週本社に集め、

周知徹底的させている。又この会議（FC会議）とは別に

一般会社での課長以上に当たる社員を集め、「マネージャ

ー会議」と本部にいるマネージャーを集め「業務改革会

議」（業革）を創業時から開いている。これらの会議は、

外部の人間から見ると、大きな経費の無駄遣いに見える

ようだが、（年間経費 100億円以上）SEJでは、FCに対す

る責任を果たすための必要経費と位置付けている。SEJ

の FCとの関係は、全てお客様の便宜を第一優先とする考

えをもとに行われている。お客様は絶えずその嗜好を変

える存在だから、FC, FZとも絶えず変わる変化に対応す

る事が、生存の絶対条件であり、これを徹底している事

が SEJが他のチェーン店に、大きく売り上げと利益で差

をつけている理由である。然し乍ら、SEJ のトップマネ

ージメントは、何らかの理由で、SEJ が変化に対応でき

なくなったら、今までの成功は砂上の楼閣であるという

危機感を今も持ち続けている。私はワイズメンズの現況

を見るにつけ、SEJ との変化への見方の大きな差を感じ

る。                 （朝倉 記） 

                                                                                                          

＊ 今後の卓話予告 

 ６月  半期を評価する日 

 

＊ 今後のスケジュール 

5 月 23 日（木）YMCA すずらん会 第 2 例会  

5 月 25 日（土）13:00 東京 YMCA 会員大会  

     16：30  部事業・運営引き継ぎ会   

                山手センター 

6 月 1 日－2 日第 22 回東日本区大会開催 

       オリンピック記念青少年センター 

6 月 14 日（金）下北沢すずらん会 

6 月 19 日（水）ボラセン歌の広場 三茶 

6 月 21 日（金）第 1 例会  南センター 

6 月 27 日（木）ＹＭＣＡすずらん会 

 

 ☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

 5 月はいよいよ夏のキャンプに向けて準備が始まりま

す。キャンプは、日常を離れ寝食を共にしながら人と人

との関係を深め、一人ひとりが成長する YMCAがずっと大

切にしてきたプログラムの一つです。2020年にはキャン

プ 100周年も迎えます。キャンプはブランディングにあ

げられている「みつかる。つながる。よくなっていく。」

を実体験できる場でもあります。キャンプに参加すると

楽しいことがたくさんあり、成功体験を通してやりたい

ことがたくさん見つかります。そして、キャンプは一人
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で何かをするよりは、仲間と一緒に創り上げていく過程

を大切にし、その体験の共有がつながりを深めていきま

す。そのやり取りが互いを成長させ一人ひとりがよくな

っていきます。このことは、参加者だけでなく、リーダ

ー、スタッフにも同じことが言えます。参加者、リーダ

ー、メンバーがいて、それぞれの役割を果たして出来上

がるものだと感じています。キャンプの準備を始めるに

あたり、改めてキャンプの良さを見つめ直し、リーダー

と共に子どもたちにとってかけがえのないものとなるよ

う準備をしていきたいと思います。 

【東京 YMCA・南センター今後の予定】 

 5 月 1日（水）－3日（金）ディレクタートレーニング 

                （山中湖センター）、 

5月 3日（金）－5日（日）プレキャンプ 

                （山中湖センター）、 

5月 19日（日）いちょう学級 開級式 

                 （港区役所）、 

5月 25日（土） 会員大会    （山手センター） 

                  （中里 記）                                   

                                                                               

  

私、岡田は６月から米国にありますフロストバレー

YMCAに転勤となります。そのため 3月末を持って担当主

事を外れることになりました。初めての海外生活に今か

ら不安でいっぱいです。 

２年間担当主事を務めさせていただきました。皆さん

が優しく迎え入れてくださり、可愛がってくださいまし

た。また、たくさんのことも勉強させていただきました。

担当主事として力不足でご迷惑をおかけしながらも、私

にとっては大変居心地のいいクラブでした。この小さな

コミュニティーセンターが賑やかで活気のある場所、そ

して誰かの居場所でありつづけることが私の願いです。

小さなセンターにはワイズの存在は大きな力となります。

リーダーを励まし、育て、地域と共に歩む存在でいてく

ださることに感謝します。これからも「南コミュニティ

ーセンター」そして新設される「ＹＭＣＡ保育園ねがい」

をどうぞよろしくお願いいたします。２年間、誠にあり

がとうございました。 

 

  第 22 回東日本区大会開催  

      6 月 1 日－2 日 

「オリンピック記念青少年センター」 

ホスト：東京サンライズクラブ 

 

 第 28 回アジア太平洋地域 

    国際大会開催  

   7 月 19 日～21 日 仙台 

 

 

  東新部・部大会 
   開催のご案内 

 

日 時：10 月 12 日（土）13：00～15：00 

           （開場 12：15 より） 

場 所：音楽ビアプラザ ライオン 

『ライオン 銀座 7 丁目』5 階  

       中央区銀座 7-9-20 

地下鉄銀座駅 徒歩 3 分  

JR 有楽町駅・新橋駅 徒歩 7 分 

 

テーマ：『歌声でつなごう、ふるさとを』 

 

趣 旨：部を超えた 

    歌声実践クラブ相互の交流による 

    CS 活動の意義の再確認と推進の場 

 

登録費：メンバー   6,000 円（飲み放題） 

一般・ゲスト 4,000 円（飲み放題） 

        

     

   


