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☀ 2月例会プログラム 

と き 令和 2年 2月 21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              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       松井 直樹 君 

 ５．会 食 

 ６．卓 話  今後のクラブ活動方針について 

                 各自意見交換 

 ７．ハッピーバースデイ 2月 10日 峰 朋子さん 

             2月 17日 池田麻梨子さん 

 

   結婚記念日     2月 12日 峰 毅 君 

 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                2020年 2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              ＊ T Ｏ Ｆ ＊ 担当主事 池田麻梨子 

          Time of Fast                                                                                           

        

         †今月の聖句 

  神は、そのひと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、ひとりも滅びないで、 

  永遠の命を得るためである」 

For God so loved the world that He gave His only 

begotten Son, that whoever believes in Him should 

not perish but have everlasting life. 

    ヨハネ 3・16       （松井 選） 
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会員在籍  １１名 

 

出 席 率  ９０％  

 

第２例会 1/23日(木） 

    （７名出席） 

岩﨑、小川、小原、川嶋、

寺門、松井、村野、 

 

（太田ビジター） 

 
例会出席者    1/17日（金） 
会  員          11名 
メネット          0名 
メイキャップ     0名 
ゲスト            6名 
ビジター       7名 

合計        24名 
 
すずらん会参加者 1/23日（木） 
 ゲスト         35名   
 スタッフ        10名 
 合 計           45名 

 

 1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

2019 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 

1月       14,535円 

年度計    49,259 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 

 例年恒例の「新春放談会」です。 

今年は、クラブ運営のあり方について、小原ワイズにキ

ーノートスピーチをお願いします。そのうえで全員がこ

れからのクラブ運営と、東新部や東日本区への提言にま

で展開できれば素晴らしいと思います。一方で、「川嶋

うどん」に代わる世田谷自慢を作りませんか。 

（もちろん、手作りのお食事は世田谷自慢ですが。） 

                    （小川 記） 

 
☀ 1月例会報告 

  大江さんに中村哲さんのことお聞きして 

 

大 江 浩 さ

んについて 

１月の卓話

では元ＪＯＣ

Ｓ（日本キリ

スト教海外医

療協力会）総

主事の大江浩

さんに、昨年

末、アフガニスタン東部ナンガルハル州の州都ジャララ

バードで銃撃を受け、天に召された中村哲さんについて、

テレビでは報道されていないことを、また現地の多くの

生々しい写真付きでお聞きしました。 

大江さんの経歴は、大学時代、心理学を専攻する傍ら

キャンプ・ボランティアに従事。神戸ＹＭＣＡに 22年、

横浜ＹＭＣＡに 4年、国際・地域事業本部長を経て、2006

年から、9 年間、中村さんが当時所属していたＪＯＣＳ

の総主事になられ、現在では横浜ＹＭＣＡに所属してい

ます。なお、大江さんは、この間に、神戸での大震災や

スリランカでの大津波の被災地支援の職務を経験されて

います。 

お話しは先ず、大江さんは、この世田谷ワイズには、

2011年 9月や 2012年 8月、2014年 12月など既に 5回も

の卓話を行ったということで（同一の講師として過去最

大回数）、世田谷ワイズには大変懐かしい思い出が多いと

いうことから始まりました。 

ＪＯＣＳについて 

ＪＯＣＳの歴史は、古くは、京都ＹＭＣＡと協力した

戦前の京都大学医学部の医師らを中国の上海近くの街へ、

また、国からの援助を受けずにお金や物資ではなく、現

地に人自身を送るというボランティア活動から始まった

と指摘しました。これは、「平和を分かち合う」という当

時の戦争の贖罪意識から生まれたものでした。これは現

在も変わっていない理念とのことだそうです（ただ、こ

の当時は軍の宣撫工作の意味もあった）。 

戦後は、日本初のハンセン氏病の特効薬を作り東大に

薬学部を創設した石館守三氏、ネパールで活動した岩村

昇氏、バングラデシュのハンセン氏病院で活躍した現理

事長の畑野研太郎氏らなど社会的な医療を目指す方々が

生まれました。元々精神科医であった中村さんもアフガ

ンのハンセン氏病への赴任の前には、畑野研太郎氏と共

に国内の国立のハンセン氏病院で研修をしました。 

 

中村さんの活動の転機について 

中村哲さんは、当時、1984～90 年、「ペシャワール・

クリスチャン・ホスピタル」のＪＯＣＳの派遣医師とし

て勤務。アフガニスタンの内戦の歴史は 1978年のソ連に

支援されたクーデターに始まり、その後、そのソ連が撤

退しましたが、今度は内戦が始まったそうです。 

そして、この部族間の争いで、めちゃくちゃになった

現地において、戦争のために農地で農民がアヘンを年間

80万トンも生産せざるを得ず、そのためアヘン患者が大

量に生まれている現実を目の当たりにしたそうです。そ

こで、「医療よりも水」の大事さに思わされたとのことで

す。また、難民キャンプで子供達が人身売買の犠牲にな

っている現実を目の当たりにしたそうです。 

以来、それまでの 10年間の中村哲さんの活動は、貧困

の防止を目的とした農村での活動へと転換して行き、現

在に至るまでのペシャワール会の 34 年間の活動になっ

たとのことです。 

大江さんは、平和を実現する中村哲さんの姿を見て、

大事なのは一人のヒーローを生むことではなく、私たち

に出来ることを、しかも想像力を逞しくした活動をする

ことが大事だと気づかされたことです。 

そして、大江さんは、私たち自身が、この地球という

一つの「宇宙号」に乗り組んだ一員であり、「地球市民」

という意識を一人一人が持つことが大変に大事だと指摘

しました。  

また、紛争地域でのＪＯＣＳの勤務を経て、神戸から

東北までの大震災の被災地支援への経験から「分かち合

い」から「平和」が生まれ、「奪い合い」から「戦争」が

生まれることを指摘するなど、中村さんと共に歩んだ、

これらのことを身を持ってご経験された大江さんの卓話

は、私たちの世田谷ワイズでのボランティア活動にも大

変、参考になったお話しでした。 
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また、今回は、中村哲さんのテレビでは報道されない

隠されたお話しを聞こうと会員含めて全部で 24 名にも

なり、大変賑やかな会となりました。更に川嶋さん、小

原さんの出汁の効いた特製おでんも大変美味しくて大好

評でした。              （松井 記） 

☀ 第 2例会（1 月 23 日）打ち合わせ事項 

１ 2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：2月 1日（土）まで 

 印 刷 日：2月 6日（木）4:00～   

２ 報告事項： 

  在京ワイズ合同新年会（1月 11日） 

  映画 留岡幸助物語「大地の歌」 

  後期公式訪問 2月から各クラブの第 2例会を回る 

  YMCA保育園 ねがい の件。友の会と共に          

  その他について 

台風 19号・15号被災地支援の件  

＊2月プログラム 

    司会 寺門 文雄 君      

３ 協議事項   

① 2 月 1 日（土） 13:00～  

東日本区シンポジウムの件 

② 2 月 15 日（土）13:00～16:00 

東新部フレッシュワイズセミナー  

           山手センター  

③ YMCA にほんご学院「スピーチコンテスト」  

④ 3 月 19 日（木）、18：45～  

   東京西クラブとの合同例会 

⑤ 4 月 18 日（土）集合 12:00 

東新部第 3 回評議会  13:30～ 

          山手センター   

⑥ 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 東新部の運営を含めての実行可能な 

組織体制づくりを友の会を正式に発足させ、候補

者選びについて。 

朝倉会長のレジュメをたたき台にしたアクション

プログラムの作成と年間スケジュール表の作成。 

⑦ その他 

被災地支援について 

  

☀ YMCA保育園 ねがい ガーデニング報告 

 

 12月花壇を見ていると、ビオラの花が咲き終わった後

に丸いさやができていました。日が経つとそれが三つに

割れて中には、小さい種がたくさん詰まっています、 

子どもたちに種だよと見せると、次の日も種を見ている 

子がいました。0歳児の子が園庭で遊んでいると、シン 

ボルツリーの周りにあるシクラメンに興味を示して、 

じっと見ていることもありました。 

 現在、花壇とプランターの土の中からチューリップ・

スイセン・クロッカスの芽が出ています。春に向けて生

長しているのが感じられて、子どもたちと花が咲くのを

今から楽しみにしています。 

                 （高橋園長 記） 

 

☀ 2019‐2020在京ワイズメンズクラブ 

    新年会、会長会に参加して 

「1月 11日（土）在京ワイズメンズクラブの合同新年会

と会長会が、東京 YMCA東陽町センターと社会保育体育専

で開かれ、世田谷クラブから 6名が参加致しました。 

 午前中の会長会では、YMCA 同盟総主事、東京 YMCA 菅

谷総主事、在日韓国 YMCA 総主事の祝辞から始まり、韓

国 YMCA 活動報告、在京ワイズ会計報告、YMCA会員部活

動報告がありました。その後、今後 YMCAとワイズメンズ

クラブはどのように協調していくべきかを、小グループ

に分かれて討議しました。会の討議に先立ち、幹事会が

準備した、YMCAとワイズメンズクラブの間に存在する問

題点を整理した、フィッシュボーンチャートをもとに討

議を進め、重要度、緊急度、すぐに実行すべき事の３点

にまとめ、各グループでの論点を発表しました。いずれ

のグループも、YMCA、 ワイズメンズクラブの将来に対し

ての危機感を表明された内容であった。 

会長会に引き続き、社会体育保育専、に於いて、合同

新年会が開かれ、『大地の詩』＝留岡幸助物語の２時間の

映画を鑑賞しました。留岡幸助さんは、明治の初期に今

の岡山県の高梁で、米穀商の子供として生誕され、その

生涯を通じて同志社大学でキリスト教に帰依し、監獄の

教誨師を北海道の十勝、網走等の監獄で務められ、受刑

者がなぜ犯罪を起こすのかを、突き止めるべく当時の先

進国であった米国の制度を勉強するべく２年間留学生活

を送りました。結論として、幼少期の肉親による虐待、

監獄での反教育が、受刑者を継続的に犯罪者に留めてし
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まうと考えました。そこで未成年の受刑者に農業を通じ

て十分な教育をすることにより、再犯を防ぐという事を

実証しました。この映画では明治時代の始まりから昭和

の初期までの留岡幸助の道のりを生涯の伴侶である奥様

とその家族のご苦労とともに描かれていました。その半

生では、封建制度の身分制度との闘い、男女の身分制度

との闘い、新しい学校制度を作り上げるにあたっての各

種の障害との闘いを通じて、社会に存在する各種の問題

点に真正面から取り組み、それらの問題点を何ら怯むこ

となく、解決していく有様が描かれていました。その当

時に存在した、社会的問題点は、現在でも存在していま

すし、現在の社会的、経済的状況は、その当時とは比較

にならない深刻な問題点を生起させています。在京ワイ

ズの新年会でこのような映画が上映されたという事は、

我々が当面する問題点にどのように取り組むべきかを提

起しているように感じました。 

                  （朝倉 記） 

☀ 会長通信 ２００⒉ 

人生 100年時代になったとマスコミ等で報じられ出して

から、しばらくたちます。それでは今後老齢気に達した

我々世代だけではなく、あらゆる世代が、どうしたらい

いのかは、今のところ具体的な政策や、対策は寡聞にし

て目にした事はありません。一億総活躍社会とか、地方

創成とか年金改革とか掛け声は華々しいのですが、それ

がいつどのように実現されるのかは、皆目見当が付きま

せん。今年話題になった年金 2,000万円不足問題は、こ

れらの諸問題に大きく関わる財務官僚の本音をぽろっと

漏らしてしまったというところでしょうか？ここから垣

間見えるのは、もはやいろいろな問題は、それぞれの個

人個人が出来る範囲で解決してほしいという行政の本音

ではないでしょうか？これを今流の言葉でいえば、自己

責任において対応するべしという事です。今我々を巡る

環境が激変している中で、行政が良い悪いと論議を続け

ても、広範な問題点が短期的に解決は望めません。私に

は、今ワイズメンズクラブが当面している問題も同様で

はないかと考えています。 私にとって今一番大切な事

は、我々がどのような社会的、経済的環境に置かれてい

るかを、同世代の我々が共通の認識を持てるかではと思

います。同じ世田谷クラブの会員であっても、バックグ

ラウンドや、経済環境は大きく異なりますし、得手、不

得手もあります。それだけに共通の認識を持つためには、

それぞれが考えている問題点を忌憚なく語り合い、この

語り合いを通じて、クラブとしていわゆるコンセンサス

を作り上げる、もしくはよく太田さんが仰られる様に、

組織としてベクトルを合わせなければなりません。この

ステップは我々のようなボランタリーの団体では不可欠

なステップあり、これがなければ次のステップである行

動計画を立てる事が出来ません。このコンセンサスを作

り上げるために、リーダーの指導力が問われると私は固

く信じています。今までの例会で何回も問題提起されま

したが、我々が直面している問題は時間が残されていな

いという事です。我々がコンセンサスを作り上げ、行動

計画に基づき、行動に移す時期が切迫していると考えま

す。                 （朝倉 記） 

＊ 今後の卓話予定 

＊ 2 月 14 日（金） 下北沢すずらん会 

＊ 2 月 19 日（水） 三茶 ボラセン 

＊ 2 月 21 日（金） 第１例会 南センター 

＊ 2 月 27 日（木） すずらん歌の会・ 

        第 2 例会 緑ヶ丘教会                       

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

 南センターのスキーキャンプは、81名の子どもたちと 27

名のリーダーたちで菅平へ行きました。キャンプ中に雪が

降り、無事にスキーレッスンを実施することができました。

インフルエンザが流行し、2名が帰宅することになりました。

大きな怪我は無く終了しましたこと感謝を持ってご報告し

ます。 

 

 

2月 15-16日

のわくわくス

キー合宿、募

集中です。 

小学1年生～6

年生 

 

 台風被災地支援報告 

 1月 24日に台風 19号

被災地支援チャリティ

ーコンサートが日本基

督教団霊南坂教会で開

催されました。飯靖子氏

（オルガン）、飯顕氏（ヴ

ィオラ）、青山学院女子短期大学グロリアス・クワイア（ハ

ンドベル）が演奏しました。益金は、台風で甚大な被害を

受けた社会福祉法人賛育会豊野事業所の復興のために用

います。また長野市北部の中期的な支援拠点「まちの縁側

ぬくぬく亭」の運営他、賛育会と協力して被災地支援活動

を行っています。 

2月 15日には、清泉女学院大学・短期大学（長野県）の

体育館をお借りし第 1回目のリフレッシュデイキャンプ

を実施します。 

  

＜今後の予定＞ 

 2月 6-7日：ソウル女子大学の学生 6名とリーダーたちが 

       交流会と勉強会を実施します。 

 2月 20日：3階女子トイレを温かいシートにする工事をと

り行います。 

 2月 26日：ピンクシャツデー（いじめ反対キャンペーン）

ぜひピンクの服、ものを身につけご賛同ください。 

 3月 2日～8日：東陽町センター「東京大空襲」写真展  

3月 8日：（東陽町センター）映像と体験談 

      「東京大空襲を忘れない」 講師：二瓶治代氏 

 3月 7日：（日本基督教団阿佐ヶ谷教会） 

            第 21回 libyチャリティーコンサート 


