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クラブ例会 休会に 

 

今月のプログラム 

 4月に続き、5月も残念ながら例会は中止のやむなきに

いたりました。そこで小原編集長のご提案により、今回

は皆様の近況を、いわば安否確認の代わりにまとめて頂

き、ブリテンに掲載いたします。私も日頃『サンデー毎

日』なのですが、改めて自宅に謹慎を仰せつかって見る

と、毎日テレビと首っ切りは芸がないと思ったのですが、

さりとてうちの中ですることがやたらに見つかるもので

もありません。今まで本を読むことを日課にしていまし

たので、朝晩 15 分づつ読んでいたのを、20 分毎にした

り、不本意ながら覚えたフェイスブックとかラインでネ

ットサーフィンをする時間が増えました。ネットサーフ

ィンといえば、東京クラブの長澤さんのお勧めでビデオ

会議を経験しました。ＰＣでもスマホでも比較的簡単に

つながるので、わがクラブでも是非ビデオ会議で繋がり

ましょう。顔が見えて、話が出来るのでメールのやり取

りより、面白いですよ。 

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５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              ＊ＥＦ＆ＪＥＦ ＊ 担当主事 池田麻梨子 

               (国際特別基金＆東日本区ワイズ基金)) 

 
                                                                                                    

        †今月の聖句 

 

どんなことでも、思い煩うのはやめなさい。 

何事につけ、感謝を込めて祈りと願いをささげ 

求めているものを神に打ち明けなさい。 

 

Be anxious for nothing, but in everything  

by prayer and supplication, with thanksgiving, 

let your requests be made known to God. 

フィリピの信徒への手紙 4：6  （寺門 選） 
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会員在籍  １１名 

 

出 席 率   ％  

 

第２例会  

    （     ） 

４月例会 中止 

 
例会出席者      日（金） 
会  員            名 
メネット          名 
メイキャップ      名 
ゲスト             名 
ビジター        名 

合計         名 
 
すずらん会参加者    日（木） 
 ゲスト           名   
 スタッフ          名 
 合 計           名 
新型コロナウイルスの影響で 

 

 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

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 

４月          0円 

年度計    56,879 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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 それはさておき、私は野球の大フアンで特にＢＳ放送

で以前はアメリカ大リーグのテレビを見る事で午前中を

過ごしていたのですが、これもコロナのおかげで朝の大

リーグと晩の日本の野球の両方とも見る事が出来なくな

ってしまいました。テレビ局も芸能人を集めて収録が出

来ないせいでしょうか、昔の番組をかき集めて特別番組

と称して放映していますが、今の状況が続くとそろそろ

ネタ切れになるのだろうと人ごとながらハラハラしてい

ます。 

 体がなまってはいけないので、毎日 5㎞位は必ず歩く

ようにしていますが、怠惰な生活を送っているせいか、

体が日に日になまってくるのを自覚します。一日何もし

ないでテレビの前に座って、テレビだけ見ていると約

30％位筋肉量が落ちてしまうという事なので皆様も意識

して体を動かされるようお勧めいたします。以上が私の

近況です。              （朝倉会長） 

 

◎ 朝の散歩 
                （川嶋 良子さん） 

 毎朝 2時間歩いて、今年で約 25年ぐらい歩いてます。 

新型コロナウイルスの影響で、自分のスケジュールが中

止になり寂しいですね。 

 今は色々な花が咲いてとてもきれいです。つい花に声

かけては歌って歩いています、楽しいです。毎週木曜の

朝 BS 朝日テレビで子供達に残したい美しい日本のうた

を見ては、すずらん会ワイ

ズの皆さんとの一時を思い

出しますね、「早く早くとん

でゆけコロナ」の話を聞い

たときに新茶の CM も良い

ですね、明るい狭山茶の摘

み取り風景でした。 

 

◎ 早くコロナの問題が終息へ 

      （世田谷クラブ友の会 太田 勝人さん） 

 コロナウイリスの影響で YMCAとワイズの諸活動に出

掛けられない日々が続いていて、家で過ごす時間が多く

なってきました。家内が書斎に入ってきて、「やれ YMCA

関係の書類が溜まっている、きれいにしなさい」「やれ

ワイズの関係する書類が多すぎる、片付けなさい！」と

口やかましく言ってきます昨今です。“カラスの泣かな

い日はあっても、家内からのお小言のない日はない”毎

日です。 

 早くコロナの問題が終息して、元通り世田谷クラブ・

経堂での例会や YMCAすずらん会等へ行って仲間と会え

る日が来ることを願っています。 

 

      （世田谷クラブ友の会 山田 悦子さん） 

 お世話になっております。メールを頂きましてありが

とうございます m(__)m 

陰ながらメールをすみません。m(__)m 

 小原さま「ねがい」のご様子お写真ありがとうござい

ます。 再開した時の子どもたちの笑顔が楽しみですね。 

本当に素晴らしいです。お花から温かみを感じます。 

 まりりんさんからのお言葉「はなれていてもつながっ

ている、をキーワードに皆さんとつながろうと努力して

います。」大変共感いたします。 

 居場所を開いた地域デイは区からの自粛要請もあり３

月からお休みしています。 

 今だから気づけること、子育て世代も親も子も 支え合

いが大事と日々思いながらです。おうち時間の中、子ど

もたちの学校がどうなるか、再開した先は暑い夏となる

と、暑さに負けない 体の軸もケアも大事だなと感じてい

ます。 

 我が家も高校、小学校、保育園と休みになっている子

どもたちは、体を動かし勉強し遊びにタッチケアをした

り、リフレッシュしてそしてご飯に・・子どもたちの学

びを途切れないようにと試行錯誤で毎日が過ぎていきま

す。 

１日も早い収束を願うばかりです。 

微力ながら力になれることがありましたら。 

どうぞ皆様お体にご自愛くださいませ。 

 

◎ 近況報告  

                （小川 圭一さん） 

 前代未聞のコロナショックですね。私は接触を８割減

らすためにひたすらステイホーム中です。また電話、イ

ンターネットでフェイスブックや ZOOM 会議に挑戦して

います。 

ワイズの歩み、東新部の部長として書記の太田さんや

会計の寺門さんはもちろん、休会中の張替さんにも分担

いただきながら、それでも台風 19号で延期した部大会ま

では良かったのですが、 極めつけはコロナショックです。

二度目の公式訪問からの予定は中止ばかり。その中で、

各クラブもできる限りの活動でした。部長報告は部報に

記します。 

ステイホームの

中で読んでいる、伊

藤千尋著「凛凛チャ

ップリン」の紹介を

少し。伊藤千尋さん

は、太田部長の部大

会で講演していただ

いたジャーナリスト。その後もフェイスブックでお友達

ですが、最近上梓されました。その中で「チャップリン

の映画を観ていると、精神だけでなく肉体も元気になる。

人生が楽しくなるし、いま抱えている問題はいずれ克服

できると楽観的な気持ちになれる。笑いながら、いつし

か涙ぐむのだ。」と書いています。本の中で僕が注目した

逸話を一つ。 

ジプシーの血を引く両親の離婚など、悲惨な生い立ち
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の中で、お母さんは病気から治りかけて寝ていたチャッ

プリンに、演技を交えながら新約聖書の物語を聞かせた。

イエス・キリストの話を身振り手振りで、夕暮れで暗く

なりランプの灯をともす時に中断しただけで、延々と語

り続けた。あまりに感銘したチャップリンは「その夜、

その場で命を捨ててイエス様に会いに行きたくなった」

ほどだ。母は「イエス様はまずあなたに生き延びて、地

上で運命を全うしてほしいと思って」いると諭した。 

自伝でチャップリンは、母は私に、・・「この世の最も

優しい光、すなわち愛と慈悲と思いやりの心について教

えてくれた」・・と書いた。子は親の背中を見て育つとい

うが、チャップリンは母親の背どころか母親からすべて

を学んだのだ。 

 お勧め。伊藤千尋著「凛凛チャップリン」  

 新日本出版社 本体 1700円（税別） 

★ Facebookに掲載された箴言 

「フランスの精神科医師」 長引く外出禁止の結果、壁

や植物に向かって喋る行為は正常であり相談に来ること

ではありません。そのかわり壁や植物が返事しだしたら

すぐ連絡してください。 

 

◎ 活力のある高齢者を目指して 

                （寺門 文雄さん） 

 新型コロナウイルスの蔓延に身近な生活環境が侵され

死の恐怖に慄き、世界中の国々もパニック状態に陥るこ

れまで体験したことのない不安に襲われています。 

人生の終楽章を迎え、やっと自由な時間を持ち、此れま

でやり残した読書や趣味・旅行等に胸を膨らませ期待し

た自分の姿を振り返り何か虚しさを思い得てなりません。 

思いがけない脊椎管狭窄症に襲われ歩行困難が生じ、数

十年続いた教会礼拝も欠席がちになり、この度のコロナ

ウイルス禍の騒動に振り回され残された時間が瞬く間に

過ぎてゆく残念な思いがしています。 

 冨田・入谷・長尾・杉山・川嶋さんたちの世田谷ワイ

ズや東京 YMCA 等で献身的な奉仕活動を捧げられた業績

を思い起こしています。   

            1993.4.16東山荘にて 

 

 

 

 今、諸先輩方の残された遺産は何か？ 

そして将来を見通して《残すべきもの》【発展すべき課題】

は何かを徹底的に議論して方向を導かねばならないと考

えます。 

 ひとつの方法として、諸先輩の残された体験を歴代の

ブリテンを読み込み分析して、如何なる活動をしてこら

れたのは「今日でも有効なのか？」「諸先輩方が YMCA・

ワイズメンズ活動に生涯現役として情熱を捧げ尽くされ

た心情は何か？」等から私達の活動方針を導き出せない

だろうかと思う。 

 ワイズメンズクラブメンバーの高齢化による働き手の

減少に危機感を持ち人員増を図りながらも、優れた先輩

方の大切な遺産を発掘して精力的に活動を展開したいと

思う一老人会員の私案です。                                    

        

☀ 会長通信 ２００５ 

 今この原稿を本来であれば一年中で華やかで、楽しい

時期であるはずのゴールデンウイークの始まりに息をひ

そめ、自粛要請の中で、遠出する人がまだまだいて、政

府の目標には程遠いのだという報道の真っただ中で書い

ていて大変複雑に感じています。昨晩ＮＨＫの新型コロ

ナウイルスの医療上の問題点と経済再建の問題点の特集

を見ました。この特集でのパネラー（エコノミスト、哲

学者、経営学者等の世界的な権威者）の方々が結論的に

言われていた新型コロナウイルスの終息後に新型コロナ

ウイルス禍が始まった前のような状況に戻る事は、あり

えないという事について深く考えさせられました。何故

なら、新型コロナウイルスは、現代社会、経済体制が内

在している本質的問題点を隠すことなく露呈してしまう

からだといっています。現代社会、経済体制が内在して

いる問題点とは、資本主義が生み出している国際的、社

会的、経済的格差の拡大、人種差別、新興国と先進国の

相克、地球温暖化などですが、新型コロナウイルスの蔓

延はこれらの問題点に一切かかわりなく進んでいくとし

ています。お金持ちであろうが貧乏人であろうがコロナ

ウイルスは感染していくし、人種の相違、や新興国であ

れ先進国の相違に関わらず蔓延していきます。 

 2009年のリーマンショックは、世界的な金融危機であ

ったのですが、この危機の本質は世界的な大規模金融機

関が、不動産投資に失敗して不良債権を抱え資金不足に

陥った事で生じました。この金融危機を解決するために

先進各国は、史上未曾有の財政出動をしてこれらの金融

機関を救済し、今もってその余波垣間見られますが、十

数年を経てこの金融危機は収束したとみられています。 

 これに対し新型コロナウイルスは現在進行形であり、

いまだにワクチンは開発されていませんし、治療方法も

見つかっていません。今は医療体制が国によって差はあ

るものの、先進国に被害が集中していますが、新興国は

医療体制の不備が多く、エイズやエボラ熱の拡大でも見

られる様に新興国での新型コロナウイルス禍の被害の深
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刻化は想像に難くありません。 

 これらのパネリストが指摘されていたのが、リーマン

危機では、最大の被害者は大手の金融機関でしたが、今

回の新型コロナウイルス禍での被害者は、第一に社会的

弱者に被害が及び、世論では政府はこれらの弱者に給付

金をほぼ無制限に与えるべきとしていますが、いまだに

原因がわからない状況で無尽蔵に、政府が国債を発行し

続ける事は出来ないのも、自明の理です。この様な問題

点を論拠にして、新型コロナ禍の後に、コロナ禍以前に、

戻る事はありえないと指摘しているのです。それでは解

決策があるのかと問われれば、ないのではないかという

のが答えのようです。 

 そこでこのような環境下で、我々はどのような行動を

とればよいのかと自問しています。ただ一つ私が考え続

けているのは、どの様に今、日常的に自身の危険を顧み

ずに活動されている医療従事者の方々をどの様に支援で

きるかという事です。今までＹＭＩではＲＢＭや、バン

グラデシュの恵まれない子供たちの支援活動をしていま

すが、マスコミの何方かが仰っていましたが、今後、今

の様な危機が常態化すると考えなければならないといわ

れていましたが、我々もそのように備えなければならな

いと考えました。 とりとめのない事を書き連ねました

が、暇にあかせて思いついたことを書きました。 

                   （朝倉 記） 

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

 4月 1日より新しい

スタッフ宮田諭（みや

たさとる）が南センタ

ーに配属されました。 

次回、自己紹介をさせ

ていただきます。よろ

しくお願い致します。 

 東京 YMCAでは緊急事態宣言が解除されるまで原則す

べてのプログラム中止が決まりました。 

従って、5月活動も全面中止となりました。ただし、緊

急事態宣言が解除されてもプログラムによって再開時期

を検討しなければなりません。 

 全国 YMCAで「＃はなれていてもつながっている」とい

うメッセージを発信しています。 

Youtube、Facebook、お手紙などを通してポジティブなメ

ッセージを届けています。 

 南センターでもオンラインでリーダー会を実施するな

どミーティングを再開しました。 

 概ねすべてのプログラムが中止となっているのであま

り報告がありませんが、今は感染拡大を防ぐためにでき

ることをして収束を願うばかりです。 

                （池田 麻里子 記） 

◎ ウイルス豆知識について 

              （松井 直樹さん） 
今、日本中が新型コロナウイルスのことで不安になっ

ております。しかし、この解消策の一番の有効策は敵を

知ることですが、意外とこの敵であるウイルスの基本的

な知識については、知られていません。そこで、私の調

べた範囲内での「正確に怖がる」ために必要なウイルス

の豆知識について、ご報告致します（もし間違っていた

ら修正をして下さい）。 

地球の年齢は 46億年、新型コロナウイルスなどのウイ

ルスの年齢は 30億年。自然界では人間（600万年前～700

万年前）よりはるかに大先輩です。 

ウイルスは、生物ではなく鉱物などの無生物とも言わ

れています。しかし、ウイルスは増殖する点が鉱物など

との無生物と違う点です。 

その大きさは、1万分の１ミリという小ささです。 

地球上には 3万種位のウイルスが存在します。 

人間や動物だけでなく昆虫や植物にも感染します。 

狼に寄生するのが狂犬病。 

インフルエンザや天然痘、ポリオ、帯状疱疹、C型肝炎、

はしかもウイルスです。 

エイズウイルスは、アフリカのサルの一種から、肉を

介して人に感染しています。サルを調理するときに、人

間の手の傷口から体内の血液へ感染したといわれていま

す。 

ウイルス自体は自力では増えずに、人間の人体という

「宿主」を使って増殖します。宿主の細胞（遺伝子）に

入り、細胞そのものになります。 

1 個のウイルスから、6 時間位で、10 万個にもなると

いわれています。また、くしゃみをすると、2 万個のウ

イルスが飛ぶそうです。だからこそマスクの着用が必要

です。 

 また、普通の人は、その一生の間に、知らない間に 200

回位、様々な人間にかかるウイルスに感染しているとい

われています。 

ウイルスは生物ではなく、鉱物などの無生物の一種で

す。したがって一般的な薬では治せないのです。 

感染前のウイルスは、アルコールなどの消毒剤で消毒

できますが（だからこそ予防が大事です。）、感染後のウ

イルスは、白血球などの人体の免疫細胞に頼らざるを得

ません。 

その後では抗体を使うのか（国民の 60％位が持てれば

大丈夫）、ワクチンです。 

新型コロナウイルスで、人が熱を出すのも、熱に弱い

ウイルスに対抗するためです。人から人へ感染しなけれ

ば、ウイルスは増殖しません。 

 だからこそ、今こそ人込みの中には行かないことが、

新型コロナウイルスに勝つ有効な手段として推奨されて

いると思います。                      

 

 


