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☀ ６月例会プログラム 

と き ６月 21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             寺門 文雄 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       小川 圭一 君 

 ５．会食 

 ６．卓話 「今期の評価と課題」について 

 ７．ハッピーバースデイ 6月 21日 寺門多恵子さん 

   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 6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              ＊ 評 価  ＊ 担当主事 中里  敦  

       

 

 

s 
                                                                                                    

        

       †今月の聖句 
     

  わたしの目には、あなたは高価で尊い。 

  わたしは、あなたを愛している。 

 

   旧約聖書 イザヤ書４３章 4節より 

              （小川 選） 
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会員在籍  １２名 

 

出 席 率  ８３％  

 

第２例会 5/23日(木） 

    （8 名出席） 

朝倉、小川、小原、川嶋、

寺門、張替、松井、村野、 

（太田ビジター） 

 
例会出席者    5/19日（金） 
会  員          11名 
メネット          0名 
メイキャップ         0名 
ゲスト            1名  
ビジター        3名 

合計        15名 
 
すずらん会参加者 5/23日（木） 
 ゲスト         44名   
 スタッフ        12名 
 合 計           56名 

 

 5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 

5月         6,900円 

年度計    103,755 円 
 
 
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 

 今月は、ワイズメンズクラブの年度の締めに当たりま

すので、例月の様に外部の方を、お招きして卓話をお伺

いするのではなく、来期への展望を含め、各個々人の反

省事項や、課題を、全員参加で話しあう事と致しました。 

 皆さんどうか、日頃お考えになっている問題意識を踏

まえ、打ち合わせに参加をお願い致します。         

                   （朝倉 記） 

          

☀ ５月例会報告 

 東京メデ

ィエーショ

ンセンター

代表理事の

鈴木祐輔さ

んをお迎え

して、メデ

ィエーショ

ン と は 何

か？社団法人を立ち上げての活動は？今後の展望などを

お話し戴きました。欧米先進国では、広く用いられてい

るトラブル解決法で、鈴木さんは傾聴ボランティア活動

の先に見えてきた事や裁判官である奥様と共同のボラン

ティア活動であることなども伺えて、応援したいと思い

ました。 

 日本ではほとんど理解されていない中、地道な活動が緒

に就いたばかりであることもわかりました。将来は、法

務省が主宰する「法テラス」のような窓口が、全国に展

開するように何らかの応援を続けたい、そして個人的な

相談を聞いてもらいたい・・・。もちろん YMCAとも協働

できると思います。 （小川 記） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☀ 第 2例会（5月 23日）打ち合わせ事項 

１ 6月ブリテンについて：原稿締め切り日と印刷日を 

  決める 締め切り：6月 7日（金）まで 

       印刷日：6月 11日（火）16：00  

２ 報告事項： 

下北沢音楽祭（テーマは異世代共存響声） 

        7 月 4 日（木）－7 日（日）） 

      5月 19 日（日）第 12回戦争を伝承する会 

             世田谷カトリック教会 

３ 協議事項 

   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 

プレゼンの方法（短時間に 10 月の部大会のＰＲ

をすることの段取り） 

① アジア太平洋地域国際大会開催  

         7 月 19－21 日 仙台 

  7 月例会を、現地での移動例会とする。 

② 小川次期東新部部長での体制作りへの取り組み 

 5 月 25 日（土）事業・運営引き継ぎ会以降に 

 各クラブの人数を各会長が把握。 

その連絡を待って請求書の作成など 6 月中に

東新部の業務分担とスケジュールを確定する。 

③ 10 月 12 日部大会の実行について 銀座ライオ 

 ン コンテンツなど細部での打ち合わせを 

 6 月・第２例会の時に行う。 

④ ６月の「今期の評価と課題」について 

クラブ全体の評価と各個人の評価について 

（事前にブリテンの 1 年分と朝倉会長のレジュ

メ「ワイズメンズクラブの使命」を各自が読ん

で来ること） 

⑤ 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 7月以降の東新部の運営を含めての 

  実行可能な組織体制づくりについて朝倉会長 

  のレジュメをたたき台にしたアクションプロ 

  グラム及び年間スケジュール表の作成 

⑥ その他 

世田谷区との関係について、社協との違いや 

補助金の活用などが話し合われた。 

 

☀ 冨田釮次さんメネットの元に 

 ワイズ年度の最後の召天者とな

られました。東日本区大会メモリ

アルアワーの最後にお知らせが

出来ました。９８年の生涯を駆け

抜けて、愛するメネットの待つ天

の國に凱旋です。6月 3日には、

千歳船橋教会で葬送式では、居

合わせたワイズが、出棺の折に

「いざ立て、心あつくし、手を挙げ誓い新たに～」と涙のワイ

ズソングを歌ってお別れしました。        （小川 記） 
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☀ 第 22回東日本区大会 

 第 22 回東日本区大会は、6 月 1、2 日に代々木オリン

ピック青少年センターで開催された。これに先立ち東日

本区の代議委員会が開催され、監査報告、中間決算報告、

会計報告がされ、その後次期理事等役員指名が行われた。

その後、2019‐2020年度の理事方針の表明、予算案の提

案が行われ、上記を含め 8 議案が承認された。（詳細は

2018－19年度 代議員議案書を参照） 

 6 月 1 日午後並びに 2 日午前中で東日本区大会が開催

された。 

 世田谷ワイズメンズクラブは、地域奉仕事業 CS献金達

成賞、ASF 献金達成賞、FF献金達成賞、国際交流事業 BF

献金達成賞、TOF 献金達成賞、RBM献金達成賞、YES献金

達成賞、ユース事業ロースター広告協力賞東 7部門で表

彰を受けた。             （朝倉 記） 

 

☀ ＹＭＣＡ保育園「ねがい」開所式へ  

 この度、20年余り世田谷区奥沢にて運営をしてまいり

ましたチャイルドケアセンター(保育室)を閉園し、新た

に認可保育園を開設することとなりました。 世田谷区

船橋六丁目の旧区立希望丘保育園の移転に伴い、旧園舎

を全面改修し、7月 1日に新園を開設する運びとなりま

す。 

 2019年 6月 29日（土）午前 10時 30分より 

 （世田谷区船橋 6-26-5 UR希望ｹ丘団地 5号棟） 

 （小田急線経堂駅又は千歳船橋駅よりバス、 

  『希望ヶ丘団地』下車 1 分） 

 

☀ 第１２回戦争経験を伝承する会  
       歌物語 「鉛筆部隊と特攻隊」 

               消えゆく戦争の記憶を未来へ 

日時 2019年５月 19日（日）開演 13：30 

場所 世田谷カトリック教会 世田谷区北沢 1-45-12 

入場料 ５００円 先着６０名 

主催 北沢川文化遺産保存の会 

後援 世田谷区教育委員会 世田谷ワイズメンズクラブ 

 ５月 19日、カトリック世田谷教会で第 12回戦争経験を

伝承する会を開いた。 

 戦争経験者が減少し、また戦争が風化する中でこの会を

継続することが困難になってきた。そこで現役世代が劇を

演じてこれを行ってみようということになった。歌物語「鉛

筆部隊と特攻隊」である。本番までは数度の練習を試み、

皆懸命だった。 

 劇は好評だった。「素晴らしい演劇を観ることができ、あ

りがとうございました！」（畦田和弘さん）。「公演のテ

ンポの良い芝居運びとなって素晴らしい公演になっていま

した」（別宮通孝さん）。「子どもたちを巻き込んでの公

演もよかったのですが、そのあとの交流会でのみなさんの

発言もとても興味深い内容で心に残りました。」（竹内良

男さん）。「戦争体験がない参加者にも臨場感を与える演

出。史実のある地域の蒲鉾型の会場」（難波三津子さん）

などの感想が寄せられた。 

 当日、鉛筆部隊母校の代沢小溝口先生が観に来られて「学

校の歴史そのものだ。最後に出てくる特攻兵が歌う『世界

平和』などは感動である。ぜひ秋に新校舎が完成したら学

校で演じて学童たちに見せてほしい」と。嬉しい要望があ

った。これには応えていきたい。 

    （北沢川文化遺産保存の会 きむらけん氏 記） 

 

☀ シニア ＹＹＹキャンプに参加して 

５月 18－21日、山中湖センターにて【むかでクラブ】

主催によるシニアキャンプに自由参加した。 

 昨年来お誘いを頂き、小原さんと共に山中湖センター

のフェンスのペンキ塗り奉仕以来、訪問の機会が無かっ

たこともあり、また腰痛のリハビリに挑戦（遠距離バス

移動）しようとも考えて２泊３日間の参加をすることに

した。むかでクラブの城井廣邦会長の優れた企画力に、

フリーチョイスプログラムが組まれ、専門色豊かなワイ

ズメンの指導により楽しく参加されるシニア男女の姿は、

自宅を離れ伸び伸びと若き日を思い返し取り組む居場所

を提供されていることを拝見し感心した。 

朝、６時起床の後ワイズソングの合唱の中で旗揚げを

し、富士山を仰ぎ（湖水の上に聳える霊峰は残念ながら

雲に覆われていたが）心清められて礼拝を捧げることが

出来たことは感謝であった。 

パラリンピック公式ゲームとなったボッチヤに参加

した学生達と興じ、バグパイプ演奏ジャズ演奏等を楽し

む一方で毛色の変わった【四ツ谷駅前寄せ】実演など多

彩なプログラムであった。60名程の参加者が好みに合っ

た参加居場所を見事に演出されたメンバーに大きな拍手

を贈りたいと思います。 

現東新部長である神保伊和雄さんは、お元気に参加さ

れて居られたが、帰宅後病のため入院手術されたことを

伺い、一日も早く全快されることを祈りました。 

他クラブとの交流を通して、ワイズライフの歓びや楽

しむ事を伝えることの重要さを痛感したシニアキャンプ

で有りました。 

むかでクラブの皆さんに、貴重な体験を与えて頂き心

から感謝を申し上げます。 

                  （寺門 記）

☀ 会長通信 １９０６  

 先月のブリテンで、10連休の暇にあかせて、刊行物を

読んでいて、YMCAのブランディングについての記事に気

が付いたことを書かせて頂きました。その中で、YMCAで

は「見つかる」「つながる」「楽しむ」が出来るという文

を見て、私は YMCAの社会的存在意義に照らし、更に YMCA

が広く人口に膾炙するためには、YMCA は「見つける」「

つなげる、「楽しむ」と置き換えた方が、外部の方から見

て、受動的から、より能動的な立場に見えるのではない

かと考えました。 

 私は、この考え方をワイズメンズクラブに当てはめる

べきとも考えた訳です。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あり、地域事業を通じて地域

に奉仕する事を目指す団体であると定義出来ると思いま
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す。私は、「見つける」、「つなげる」「楽しむ」の中で、

ワイズメンズクラブでは、特に「つなげる」が重要な意

味を持つのではと考えました。 

 約 90 万人の人口を持つ世田谷区は極めて大きな行政

団体であり、区が単体で区民のニーズを満足させること

は、最早出来ないという事は、折に触れて我々の耳に入

るところです。特別 23区という行政制度の中で、制度的

、財政的制約を余儀なくされているのは、世田谷区だけ

でなく他の区も同様の状態にあるのは言うまでもありま

せん。世田谷区の NPO団体協議会には約 400の NPO団体

が参加されていると聞きました。それぞれの NPO団体は、

地域に存在するニーズに対応すべく、日夜活動を続けら

れているとも伺いました。ワイズメンズクラブの存在意

義も地域事業を通じて、地域に奉仕する事にある訳です

が、ワイズメンズクラブの事業は、ある特定の事業領域

に限られてはおりません。むしろ我々の事業領域は、種

々の地域事業を「つなげる」ことによってさらに幅広い

地域奉仕を、行う事が出来るとは、考えられないでしょ

うか。「つなげる」のは人と人、人と団体、団体と団体、

団体と事業をつなげるという事ではないでしょうか。こ

のように考えると、組み合わせは数限りなくあります。

ここでワイズメンズクラブにとって極めて高い機会とし

て捕らえるべきは、一つの組み合わせを、つなげる事で

はなく、複数以上の組み合わせを考えだす事だと私は考

えます。このように書くと、ものすごく複雑な様に感じ

られるかもしれませんが、こう考えたらどうでしょうか。

例えば、世田谷クラブでは、18年の長きにわたり、すず

らん会の歌声広場の活動を通じて、今世田谷区が推進し

ている、「居場所」作りの活動を先駆的に行っています。

この活動には、年間約 7,000人の方が参加されています

が、この方々から他の地域事業のお手伝いを頂くことが

出来ないかと考えたらどうでしょうか。キッズ食堂の調

理、配膳、食器の片づけ等は、お願いできる事だと思い

ます。これはたった一つの例です。世田谷クラブが受動

的に活動するのではなく、能動的に主体性を以て活動を

考える事が出来れば、非常に大きな力になりえます。ワ

イズメンズクラブにこの考え方を広げられれば、他の

NPO では出来ない活動が出来るはずです。地域に存在す

る地域奉仕を更に広げる事が出来れば、もはや少子高齢

化があるから、ワイズメンズクラブは衰退するという見

方は、もはや過去のものだといえます。能動的、主体的

に「見つける」「つなげる」「楽しもう」ではありません

か。                 （朝倉 記） 

                  

今後の卓話予定 

６月  「今期の評価と課題」について話し合い 

7 月   部長公式訪問 

＊ 今後のスケジュール 

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 

     半期の評価する日 （お弁当の用意） 

6 月 27 日（木）YMCA すずらん会 第 2 例会 

7 月 12 日（金）下北沢すずらん会 

7 月 15 日（月）韓日童謡を歌う会 

7月 17 日（水）ボラセン歌の広場、 三茶 

7月 19 日（金）第 1例会 南センター 

             部長公式訪問 

7月 19日－21日 第 28回アジア太平洋地域 

           国際大会開催 仙台 

7月 25日（木）YMCAすずらん会 第 2例会 

8月、9月の卓話の候補 ティム・クックさん、 

     リーダーの人を呼んで、仙台、他 

10 月 12 日（土）東新部部大会開催   

              銀座・ライオン  

                                                                                 

 ☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

 いよいよ梅雨の季節となりました。雨はうっとおしい

と感じますが、そんな時にレイチェル・カーソンの「セ

ンス・オブ・ワンダー」の本を思い出すことがあります。

甥のロジャーを連れて雨の森の中に出かけるシーンがあ

ります。雨の森は晴れている日よりも、より生き生きと

して鮮やかに美しくなり、一枚一枚の葉先からは水晶の

ようなしずくをしたたらせ、雨を十分に吸いこんだコケ

は厚みがあり弾力に富んでいて、それをロジャーが楽し

んでいる姿が書かれています。本を読んでいると生き物

にとっては恵みの雨であり、私たちにとっても本来うっ

とおしいものではなく、恵のものだと感じさせます。子

どもの頃は、木から落ちてくる雨のしずくが傘にあたる

音や感触を楽しんだり、水たまりの中を長靴で入って喜

んだり、葉や花に溜る水をながめたり、雨の日なりの楽

しさがあったことを思い出します。ＹＭＣＡの活動でも、

雨は恵みをもたらし、晴れの日とは違う楽しみがあるこ

とを伝え、自然に対して関心を持ち続ける心を育んでい

きたいです。その中から、自然からの恵みを受けて私た

ちは生きていることや、人間にはどうすることもできな

い自然の脅威を知り、環境問題を考える気持ち、自然と

共存する力を持てるようになればと願います。うっとお

しい梅雨ですが、楽しめる心を持ち続けたいです。 

 

【東京 YMCA・南センター今後の予定】  

6月 5日（水）キャンプ優先受付 

6月 7日（金）キャンプ一般受付 

6月 14日（金）－16日（日）実技リーダートレーニング 

                 （山中湖センター） 

6月 18日（火）活動委員会 

6月 21日（金）－23日（日）実技リーダートレーニング 

                （野尻キャンプ場） 

6月 24日（月）－29日（土）東京ＹＭＣＡ会員芸術祭 

                                            


