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☀ ９月例会プログラム 

と き ９月 20日 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              峰   毅 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       寺門 文雄 君 

 ５．会 食 

 ６．卓 話 ユースボランティア・リーダーズフォーラムに 

              参加リーダーからの報告 

 ７．ハッピーバースデイ ９月２日 寺門 文雄 君 

             ９月 14日 佐藤百合子さん 

             ９月 15日 村野 繁 君 

   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 「より良い明日のために今日を築こう」（Building today for a better tomorrow ） Jennifer Jones 

        (オーストラリア)  

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        「勇気ある変革、愛ある行動！」  山田 敏明     (十  勝) 

東 新 部 部 長 主 題       「心を尽くして、ＹＭＣＡのために」 小川 圭一  (東京世田谷） 

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 9月会報 会 計 小原 武夫 

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               ＊ ユース ＊ 担当主事 中里  敦  
                                                                                                         

        

       †今月の聖句 

  だれかが弱っているなら、           

 わたしは弱らないでいられるでしょうか。 

   Who   is   weak,   

   and Ⅰam  not  weak? 

  コリントの信徒への手紙 二 11：29 

        （使徒としてのパウロの労苦より） 

 寺門 選 
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会員在籍  １１名 

 

出 席 率  ８２％  

 

第２例会 8/22日(木） 

    （9 名出席） 

朝倉、岩﨑、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    8/16日（金） 
会  員          10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        17名 
 
すずらん会参加者 8/22日（木） 
 ゲスト         39名   

 スタッフ        14名 
 合 計           53名 

 

 8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 

8月        7,200円 

特別ニコニコ  1,000円 

年度計     8,200 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 

 9 月 6 日から 8 日にかけて東京ＹＭＣＡ山中湖センタ

ーにおいて開催された、ユースボランティア・リーダー

ズフォーラムに参加されたお二人に、異なるＹＭＣＡに

所属するリーダーとの貴重な体験。また、夏キャンプで

の出来事など、お話しいただきます。恒例となったリー

ダーとの交流のひと時をお過ごしください。 

          

☀ ８月例会報告 

 今月の例会卓話は、６月に惜しまれて天に召された冨

田ワイズのお孫さん山田悦子さんと、仕事上のパートナ

ーである石田恭子さんのお二人から、ワークショップ 

arTeaTreaT あーといーとりーと、という不思議な名称の

活動についてのお話を伺った。 

 山田さんは、

ご主人と共に健

康のバロメータ

ーとしての「見

る力」に着目し

た目と脳と体を

ひとつにするこ

とによる健康増

進の“eye 育お

やこ整体屋”というセラピー医療活動を行っています。

この活動の支えの根底には、敬愛するおじいちゃん故冨

田さんとの幼少期からのふれあい、そして YMCA/ワイズ、

また長じての Y3 イーストとしての活動を通じた生きる

力としての信仰があるとのこと。 

 10数年前活動を介して石山さんと知り合い、その活動

に共鳴、現在に至るまで“あーといーとりーと”プログ

ラムの一翼をになって活動中。石山さんは、2001年に設

立された NPO法人「子育て支援グループ Amigo」の理事

長として、“一緒に子育てをしよう”のモット―のもと、

「産前・産後」をつなげた子育て支援プログラムを運営、

地域子育て支援拠点としての役割・機能を果たしながら、

３つの Tでつながるインクルシーブな社会の実現をめざ

している。これからは更に病気や障害を抱える子供とそ

の家族へのアプローチを、梅まつりやアートワークショ

ップ等を通じてチャレンジしたいとのこと。明確な経営

理念のもと、都や区の助成金を活用した財政基盤に支え

られた活動は、同じ地域貢献を志す我がワイズとしても、

学ぶところ極めて多しとの実感をもった。山田さんと Y3

イーストでご子息が一緒に活動された吉田さんがゲスト

参加され旧交を温められたこと、また故冨田ワイズが願

った地域奉仕の活動がこうして山田さんを通して実現さ

れつつあるという Y/ワイズの歴史の連続性の素晴らし

さをも同時に感じたところです。 

 まったくの余談ながら、女性支援の法人名の最後が 

Amigo (西語で男性の友人の意）となっているのは、男性

陣の活動への覚醒と参画の願いをこめた意思表示と読め

なくもない。因みに、活動の中心拠点である、おでかけ

ひろば＠あみーご、の道一筋隔てたところにある老人ホ

ーム「アリア松原」の９月８日の夏祭りでは我がロス・

コンパ二エロスがボランティア演奏をすることになって

いて、これはもうまったくの偶然に過ぎないのですが、

ちょっとばかりビックリというところでもあります。 

                   （張替 記）                 

 

☀ 第 2例会（8月 22日）打ち合わせ事項 

 １ 9月ブリテンについて：原稿締め切り日と印刷日 

  締め切り日：9月 6日（金）まで 

 印刷日：9月 10日（火）15：00 

 ２ 報告事項： 

   8月の例会プログラムについて 

  張替 滋夫 君 

その他について 

   9月プログラム 

              司会  峰 毅 君 

 ユースボランティア・リーダーズフォーラムより 

 ３ 協議事項   

① 小川東新部部長での体制作りへの取り組み各 

  クラブからの振込みなどの動き。8 月末締め切り 

  前に全て振り込まれた。 

② 10 月 12 日 部大会の実行について（銀座ライ 

 オン）大会の業務分担とスケジュールを確定す 

 る。 
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8 月第 1 例会の日（16 日）において、現地銀座 

ライオンにて、1 時半より現場確認 

   受付などのスタッフには友の会のメンバーに 

   お手伝いをお願いする件。 

   当日のユースの参加については南センターを中 

   心にお願いする件。 

   16日までに各クラブの会長を通して、おおよそ 

   の参加者の数字の感触を把握した。 

   当日に被災地支援のカンパと物産の販売につい 

   ての件 

③ 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 

友の会（仮称）を正式に発足させた件。 

候補者選びは、10 月 12 日の部大会とは切り離し

て考えることにする。 

朝倉会長のレジュメをたたき台にしたアクション

プログラムの作成と年間スケジュール表の作成 

④ その他 

世田谷区との関係について 

補助金の活用など。 

   希望ヶ丘保育園「ねがい」の件。9月から正式 

   に動き出すことにする。 

   横断的なクラブの歌の会の件 

   じゃがいもの件 今年は一度、クラブ全体とし 

   ては見送りとする。後は個人対応とする。 

⑤ 朝倉会長からの FB（フェイスブック）活用策提 

  案に対する意見交換と協力体制作り 

 世田谷クラブ全体としては、現状では FB 開設後 

の運営や責任体制などに難点があることから慎 

重に扱うこととする。 

なお、各個人単位では進める人は任意で進めること

とし、随時報告を受けることにする。 

 

☀ 東京ＹＭＣＡ 夏祭り 

  8月 24日（土）11：30～15：30 東京ＹＭＣＡ東陽

町センターにおいて。 

 ケーキ、豆腐：100円。 コーヒー、紅茶：50円。 

南センター所属の 4名のリーダーと共に、世田谷ワイズ

の面々に大橋さん、中村さんと、豆腐の薬味準備、ケー

キを等分にカットして、南センターお馴染みの店舗開店。 

 ケーキを等分にカットするリーダーの真剣な表情、宮

城の社会福祉法人・蔵王すずしろの「はらから豆腐」も、

中村会員が慎重に 4等分にカット。それぞれ順調にお買

い上げいただき、1時前には完売となりました。 

 

☀ ペンキ塗り作業 

 8月 27日（火）12：30より、南センター２階Ｂルーム

の壁をきれいに塗りなおす作業をリーダーと共に。 

前日に、壁に

貼られたもの

を撤去し、小

さな亀裂には

下地処理を施

しました。 

窓枠をブラウ

ンに、入り口

のドアはブル

ー、壁は明る

いベージュに

と。 

リーダーの皆

さん、朝倉会

長、村野さん、

川嶋さんのサポートを受けながら、刷毛、ローラーを使

い分け、嬉々としてペンキ塗りに没頭。ＹＭＣＡサポー

ター・唐島さんのお孫さんも加わり、お陰様で 16：00

ごろには塗り終わり見違えるように明るくなったことで

す。夕刻からのご苦労さん会も盛り上がり、20：00過ぎ

まで楽しい時を過ごすことができました。 （小原 記） 

 

リーダーとのご苦労さん会も盛り上がり  
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☀ 松田奈緒美さん 

       ソプラノ・リサイタル 

 久しぶりに松田奈緒美さんのソプラノを聴きました。

そう、前回は NHKニューイヤーオペラコンサートで、チ

ョン・ミョンフン指揮する NHK交響楽団をバックにオペ

ラアリアを歌いましたね。若々しくシャープで清楚な声

がとても印象的で、日本を代表して世界に羽ばたく勢い

を感じました。 

 今回は、浜離宮朝日ホールで、高名なドイツ人ピアニ

ストの伴奏、前半はお馴染みの作曲家の作品。休憩後の

後半では十二音音階のシェーンベルクとその弟子のアル

バン・ベルク。いわゆる現代歌曲の世界です。いつもは、

FM でバッハ以前を愛聴している僕には難解な作品でし

たが、独逸やウイーンなどでの留学レッスンで鍛え上げ

た奈緒美さんのメッツオソプラノの説得力あふれる演奏

にふれて、大きくうなずいた一晩でした。第二部後半の

奈緒美さんのドレスは黒と金を使ってデザインされてい

て、ウイーン、クリムトの絵画を感じました。 

 前半ステージの最後に歌われたリストの「愛の夢」、ア

ンコールの最後の沖縄民謡「てぃんさぐぬ花」は特に印

象深く、聴衆を名ソプラノ松田奈緒美さんのファンにし

ました。                （小川 記） 

 
☀ 会長通信 １９０８  

 今年の夏は、例年になく梅雨が長かったかと思うと、

その後酷暑に見舞われるという、異常な夏でした。地球

温暖化現象とともにこのような夏が常態化してしまうの

ではと懸念してしまいます。 私、仙台で開催されたア

ジア太平洋地域国際大会に出席する機会を得まして二日

目の午後の国際同盟の書記の方のプレゼンテーションを

大変興味深く伺いました。詳細は YMIのウェブサイトの

中にありますので、機会がありましたら、皆様もご一覧

頂くことをお勧めいたします。この機会に我々が「

Challenge2022」について理解を深める事は、大変意味の

ある事と考えます。東日本区大会でも「Change22」とし

て説明されましたが、私には主題を言い換える事は、換

骨奪胎で、プレゼンテーションで示されている 10のステ

ップを省いていて、プレゼンテーションを読んでいない

方に誤った方向に導いてしまったのではと思います。結

果として私たちにメッセージとして伝わってるのは、

2022 年までに会員数を数年前の水準の戻そうというも

のです。「Challenge 2022」には、目標にたどり着くため

のステップが示されています。プレゼンテーションでは

“計画のない目標は単なる願望でしかない”とも言って

います。何よりも重要なのは、第一ステップとして、我

々自身がクラブの中で、目的、目標を共通の認識としな

ければならないとあります。そのために他のクラブとの

間で認識を共有するためにコミニュケーションを密にし

なければならない、とも書かれています。そしてこの共

通認識のベースにあるのが、各クラブの置かれた地域で、

支援を必要とされている方に対する地域事業を、YMCAと

行っていく事が必須であるとしています。これらは我々

が例会の度に唱えるワイズの信条にほかなりません。私

にはこの信条がワイズの原理、原則＝一丁目一番地だと

思います。我々が、今後の目標を達成するために、YMI

が提唱している目標を、これらの基本を通じて、計画に

基づいて達成したいと切望致します。  （朝倉 記） 

 

＊ 今後の卓話予定 

10月 10月 12日の反省会 

11月 ドイツの多世代交流型「シェア・ハウス」 

    などについて 松井 直樹 

＊ 今後のスケジュール 

9月 5日（木） 東京ＹＭＣＡ午餐会 

          ティム・クックさん 

9月 7日（土）東京町田スマイリングクラブ  

 「悠々園」歌の会 谷口美歩さん 14：00～ 

        

9月 18日（水）東京町田スマイリングクラブ例会  

  卓話：太田ワイズ：「日本の教育に望むこと」 

  町田市中央公民館 6階にて 19：00～ 

10月 12日（土）13：00～ 

  東新部 部大会開催 銀座・ライオン  

                                                                                                                        

 ☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

 8 月も終わってしまうとあっという間に感じますが、

南センターの夏はキャンプばかりの長いシーズンでもあ

ります。5本の宿泊キャンプと 5本の日帰りキャンプを 2

人のスタッフが担当しています。この夏も雨や暑さでプ

ログラムの変更を柔軟に対応することが求められる夏で

したが、多くの子どもたちがキャンプに参加し、夏の思

い出作りと、一人ひとりにとっての成長の場となりまし

た。怪我や病気はありましたが、大きな事故、台風など

による変更などなく終えられたことに一安心しながら、

長いシーズンを守ってくれたスタッフにも感謝です。 

また、夏の終わりには、東京 YMCA夏まつりへの出店、

センターのペンキ塗りを会員、ワイズ、リーダーにより

行うことができました。ご協力いただいたこと、部屋が

きれいになったことは喜びと感謝ですが、それ以上に協

同することで交流のひと時になったことがとても大切な

ことだと感じました。秋もイベントが多い季節ですが、

引続きよろしくお願いいたします。 

【東京 YMCA・南センター今後の予定】  

9月 6日（金）～8日（日）「ユースボランティア・ 

   リーダーズ・フォーラム」＠山中湖センター 

9月 7日（土）災害スタディ  ＠東陽町センター 

9月 14日（土）国際協力一斉街頭募金＠新宿駅周辺 

9月 17日（火）南センター活動委員会 

9月 21日（土）～23日（祝・月）全国 YMCAリーダー 

        研修会     ＠山中湖センター 

9月 23日（祝・月）第 33回東京 YMCAインターナショ 

       ナル・チャリティーラン ＠木場公園 


