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☀ 11月 例 会 プログラム 

と き 令和 2年 11月 20日（金）18：00～19：00 

ところ 東京 YMCA南コミュニティーセンター3Ｆ 

電話  ０３-３４２０－５３６１    

    ハイブリッド開催 

 

                 

 

 

 

 

 

今月のプログラム 

   

   司 会 小原 武夫 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   小川 圭一 君 

 ５．会食 ありません 

 ６．「世田谷の子どもたちのサンタさんになって下さい。」 

       世田谷ボランティア協会 鈴木 祐輔さん 

 

 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     「価値観、エクステンション、リーダーシップ」 Jacob Kristensen (Denmark)  

アジア太平洋地域会長主題           「変化をもたらそう」        David Lua   (Singapore）  

東日本区理事主題          「変化をたのしもう！」       板村 哲也 (東京武蔵野多摩) 

東 新部 部長 主題        「友情の絆を強めYMCAを支えよう」    加藤 義孝  (東京クラブ） 

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 11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               ＊ワイズ理解 ＊ 担当主事 池田麻梨子 

                        ASF・Family Fast 

 
                                                                                                    

       †今月の聖句 
  わが子よ、わたしの教えを忘れるな。 

  わたしの戒めを心に収めよ。 

  そうすれば、命の年月、生涯の日々は増し 

  平和が与えられるであろう。 

 

 My child,don't forget what I teach you. 

 Always remember what I tell you to do. 

  My teaching will give you a long and 

 prosperous life. 

 旧約聖書 箴言 ３：１－２ （小川 選） 
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会員在籍    １３名 

 

出 席 率   ９２％  

 

第２例会  

    （ 中 止 ） 

 

 
例会出席者    １０/１６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（含むzoom） 2名 

合計         15名 
 
すずらん会参加者    22日（木） 
 ゲスト          7 名   
 スタッフ         7 名 
 合 計          14名 
新型コロナウイルスの影響で 

 

 10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 

10月      7,806円 

年度計    34,806 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 

   せたがやこどもフードパントリー支援プロジェクト 

 として、百人のサンタクロースが広場で踊ったり、 

 ストリートを歩いて、クリスマスプレゼントの支援者 

 を募ります。 

卓話者は、 三茶にサンタがやってくる実行委員会の 

 鈴木 祐輔（世田谷ボランティア協会）さんです。 

 

☀ 10月例会報告  

      

 コロナ禍で

のボランティ

ア活動のあり

方と題して、

柏木宏氏（法

政大学大学院

教授）の著書

を参考にお話

を頂く。 

 阪神・淡路

大震災や東日本大震災などの大規模災害や、リーマンシ

ョックのような

社会経済の危機

的な状況に於い

て、市民活動は、

被災者や生活困

窮者の支援など

で、大きな役割

を果たしてきた。 

 大阪大学でボ

ランティアや防災を学ぶ学生 7人は独居高齢者 120人に

押し花を添えた手紙を送る活動を。東京の住民は、自宅

マンションの管理組合に協力を取り付け、高齢者の買い

物サービスや安否確認のボランティアを。遠方の学生が、

LINEや Zoomで一人親家庭の子供の学習支援。 

 さて、昨年の長野での水害、今年の熊本水害、濁流に

押し流されて家財を失い、地震では潰れて、残骸がその

場に。それぞれ被害の状況は異なるが、対応はどのよう

に。 

 YMCAはどのようにリーダーシップを取り、Ysに協力を

依頼するか。色々の状況に合わせどう対応するか。何の

ために YMCAはあるのか。 地域の中で YMCAの強みは何

か。コロナ禍の中での活動は。 

 9/28～10/12の間、池田麻里子副館長は熊本 7月豪雨

被災地・球磨村、多良木避難所へ派遣され、熊本 YMCA、

賛育会、ピースボート（PBV）との協同支援事業に参加、

特に PBVの方々との「災害によって被害を受けた方と支

援を提供する人、双方が新型コロナウイルス感染症に罹

患することを予防しながら、被災地域への支援活動を実

施」は、非常に参考になったと報告を頂く。 コロナ禍

での、ワイズのボランティア活動に対して、示唆に富ん

だお話が頂けた。          (小原 記) 

☀ YMCAすずらん会再会で 

 YMCAすずらん会（童謡・唱歌を歌う会）は「歌えるマ

スク」を着用して 9 月 24 日（木）試験的に実施し、10

月 22 日（木）ZOOM 併用での再会 2 回目には会場（YMCA

南センター3階）への参加者も 7名を迎えた。 

 

☀ YMCA保育園ねがい植栽報告    

 10月 24日（土）11：00より プランターに植えた百

合の球根を掘り出し、きれいに洗い殺菌、来年への準備

を寺門会員と小原で行った。 

高橋園長の提案で、11 月 28 日（土）園のスタッフと園

児、保護者有志でチューリップの球根などの植え付け作

業を計画、 

来春の開花を子供さんと楽しめれば嬉しいです。 

                   （小原 記）                                        

 先日いただいた北海道十勝ワイズのじゃがいもを、今

日の午後のおやつでフライドポテトにして子どもたち職

員でいただきました。とても美味しかったです。 

調理さんが、1箱分のじゃがいもの皮をむいて、切って、

揚げて、全員分のフライドポテトを作ってくれました。 

殆どの子が、

何度もお代わ

りをしていま

した。本当に

ありがとうご

ざいました。            

（高橋園長） 

 

 

 ☀ 第 24回東新部部大会より 

 10月 10日（土）14：00～17：00 YMCA東陽町センタ

ーに於いて「アフターコロナ・新しいワイズライフ！」

をテーマに部大会が開催された。 

 加藤義孝東新部部長、板村哲也東日本区理事、リモー

トで菅谷淳東京 YMCA総主事の挨拶、田中博之アジア太平

洋地域直前会長より国際ブースター表彰。 

 小川圭一直前部長より部長賞：太田勝人さん（新宿地

域に新クラブ創立活動）、CS 事業賞：東京町田スマイリ

ングクラブへ（町田グランハート悠々園での歌声サロン

立ち上げ）授与。 
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第 2部：研修に於いて、 

1、「子供たちが学ぶ多世代共生時代の生き方」佐藤友子

さん（伊勢崎市立堺東小学校教諭・元 YMCA西東京センタ

ーボランティアリーダー） 

 高齢者を子供たちはどのように理解しているか、今後

の関わり方。 

2、「ワイズの皆さん助けてください。SOS を受け止める

力とは」滝口恵子さん（東京多摩みなみクラブ） 

 母親の難病介護の困難な状況から SOSを聴いてもらえ

たら。 

3、「地域活動を通して見えてきたもの」峰 毅さん（東

京世田谷クラブ） 

 CS活動から見えてきたクラブ活動の本質、クラブ衰退

へ向かう。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤幾夫ファシリテーターの下、Zoom参加者も共に貴重

な意見交換がなされ、深尾香子部大会実行委員長の研修

への思いは語られたのではないでしょうか。 

 その後の懇親会ではトランペット（城田教寛・町田ス

マイリングクラブ）トロンボーン（小松仲史・厚木クラ

ブ）お二人の演奏を楽しみ懇談の一時を過ごした。 

（小原 記） 

☀ “フェイス”ティバル開催で 

 10月 18日“フェイス”ティバルが無事に終了しまし

た。見に来てくださった皆さん、ありがとうございまし

た。抽選券の購入、Tシャツの購入などご協力くださっ

た皆さんもありがとうございました。 

 大変楽しい時を過ごすことが出来ました。 

 リーダーの明るい笑顔、良く準備されたプログラム、 ビ

ンゴゲーム、 抽選会、 子供さんに合わせた会話 上手な

紹介、 マリリンのダイナミックなお昼タイム、 皆さん

の元気を頂けて 嬉しいです。 

 どうか、 コロナに負けず ご活躍を。 

 ありがとうございました。      （小原 記）              

 

☀ リーダーたちからチャリティーランに参加して、 

感想をもらいました。 

寄付をいただくことでチャリティーランに参加するこ

とができ、自分たちが歩くことで YMCAの障がい児者のプ

ログラムの支援になることを知りました。リーダーたち

が公正で平和な社会を創る一員として、また一つ豊かに

成長していく機会が与えられたことに感謝いたします。

ありがとうございました。 

チャリランに参加させてもらってありがとうございま

した😊！ 

ランキング眺めてたら、他センターのお久しぶりなリー

ダーの名前も見えて嬉しくなりました。南のリーダーと

会った時もチャリランの話題で盛り上がったし、歩数の

ために意識して歩くようになったし笑、良い機会でし

た！！ 

この度は、寄付して頂きありがとうございました！ 

チャリティーウォーキングということで、自分のためだ

けでなく、誰かの役に立っていると思うとやりがいを感

じました。また、なかなか会えないリーダー達とも歩数

で競い合うことで新たな楽しみが生まれました🔥 

あっと言う間の 1週間でした！ありがとうございます☺ 

 

☀ 会長通信 ２０１１ 

 米国大統領選挙を終日固唾をのんでテレビの放送を見

守っていました。私は約 20年程米国で時間を過ごしまし

たが、その経験を含めて米国が分断国家になったなとい

うのが私の率直な感想です。この国家の分断の状況は、

過去に米国は南北戦争（Civil War）を経験し、100万人

以上の犠牲者を出していますが、まさにそれに勝るとも

劣らない状況です。この分断国家という状況を世界的に
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俯瞰してみると、世界のいたるところでみられます。米

国の例は同一国内で起きている事例ですが、同様な事例

は、英国のＥＣ脱退でも見られます。又国家を超えての

事例では、米国と北朝鮮の例ですとか、米国とイランの

例、イスラエルとアラブ諸国との対立などですが、この

ほかにも米中対立や、アゼルバイジャンとアルメニアの

対立、ロシアとウクライナの対立など、枚挙に暇があり

ません。マスコミでは外交を通じて平和的に解決すべき

と繰り返しますが、対立する双方の主張を見てみると、

まったく主張が食い違っていて、双方妥協の余地が全く

見えません。ここで私が感じるのは、一体民主主義の制

度はどのように機能するのかという事です。お互いが憎

悪をむき出しにして、小競り合いを繰り返していて、問

題が解決する訳はないのは、自明の理です。本来私の理

解では、お互いの主張を話し合いを通じて、妥協点を見

つけ出し、多少お互い痛みを感じながら、解決に至ると

いう事だと思うのですが、その努力が見られないのです。

歴史は繰り返すで、同じ国民同士が、闘い相手を倒すま

で戦って南北戦争みたいな事になるのか、又は国と国と

の戦争を第一次大戦、第二次世界大戦のように、惨禍を

繰り返すのでしょうか。どうも最近の国際情勢を見てい

るとどうも暴力的な解決策に傾いている様にしか見えま

せん。翻って、我々の組織ではどうでしょうか？今我々

ワイズメンズクラブは日本では、組織が長期的に衰退し

ており、半ば泣き面にハチの様に、コロナビールスの感

染拡大による、活動が急ストップしている状態です。こ

の状況は、単一の原因で生じた事ではなく、今はやりの

言葉でいえば複合的な原因でもたらせられているのは、

間違いありません。今の社会的状況や、環境下で、我々

会員が、虚心にそれぞれの思いをさらけ出して、辛抱強

く話し合い、ベストとはいかないまでも、お互いが一つ

の方向性を見出し、活動を続けていく事ではないでしょ

うか？米国の大統領選挙のテレビを見ていてそんなこと

を考えました。 

                   （朝倉 記） 

                                      

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

１．7月に発生した熊本豪雨災害による被災者支援とし 

て、熊本ＹＭＣＡが運営委託を受けている「旧熊本県

立多良木高校避難所」に、東京ＹＭＣＡからも 9名の

応援スタッフを順次派遣している。池田麻梨子も 9月

28日～10月 12日の 2週間派遣された。同避難所には 9

月 25日現在約 150人が避難しており、ＹＭＣＡのスタ

ッフは、施設の整備や衛生管理、食事の配膳、救援物

資の仕分け、子どもの遊び、健康のための運動指導な

ど、運営全般に携わり活躍している。なお、全国で引

き続き「熊本豪雨災害・ポジティブネット募金」を受

け付けている。 

２．10月 2日に、libyと高等学院、及び NPO法人日本移 

植支援協会の活動のためのチャリティーコンサートが

日本キリスト教団霊南坂教会で開催され、約 90名が集

った。東京ＹＭＣＡ理事の飯靖子氏（オルガン）、飯

顕氏（ヴィオラ）、及び nutmeg（歌）に演奏いただき

好評であった。新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、会場 参加は人数を限定し、有料動画配信により引

き続きアピールを行っている。 

３．冬期キャンプやスクールは、定員を減らすなど新型コ

ロナウイルス感染対策を徹 底し、ファミリーキャンプ

やネイチャーキャンプなどの新しい企画も取り入れて

実施す る。10月 28日より一般受付を開始する。また

宿泊を伴うコースの一部は、ＧｏＴｏトラベルキャン

ペーンの適用を受けることが決まった。 

４．デルタ航空をはじめ、山中湖センターと関係の深いい

くつかの企業や個人のご寄付により、山中湖センター

に新しい手漕ぎのカッターボートが寄贈された。シー

ズンキャンプをはじめ、山中湖センターでの野外プロ

グラムで活用していく。なお、山中湖センターは 2023

年に 100周年を迎える。 

５．今後の主な行事日程 

・「第 34回インターナショナル・チャリティーラン」 10

月 24日～11月 1日（歩数計アプリを利用した歩く競技

として開催）⇒南センターから 2チーム出場。三浦功

雄さんも参加。 

・「ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷週礼拝」 11月 12日 会

場：社会体育・保育専門学校説教：金性済（キム・ソ

ンジェ）牧師 （日本キリスト教協議会総幹事）会場出

席の他、オンラインによる参加もあり。） 

・「第 22回愛恵エッセイ募集 ＜豊かな福祉社会を創る

ために」11月 13日締切 （東京ＹＭＣＡ会員部と愛恵

福祉支援財団との共催） 

６．感 謝 

・米国カーギル社より、新型コロナウイルスの影響でキ

ャンプに行けない子どもたちにＴシャツを贈るプロ

ジェクトのために、1,000ドルのご寄付をいただいた。 

・ワイズメンズクラブ東新部より、ポジティブネット募

金（コロナの影響を受ける青少年支援緊急募金）及び

国際協力募金として、15万円のご寄付をいただいた。 

・故本城和夫氏（東京ＹＭＣＡ会員）のご遺族より、障

がい児支援のために 50万円のご寄付をいただいた。 

・ＮＰＯ法人オペレーション・ブレッシング・ジャパン

より、東京ＹＭＣＡ各部に次亜塩素酸水のボトルをご

寄贈いただいた。 

７．他団体の動き 

・東京ＹＭＣＡとパートナーシップの関係にあるソウル

ＹＭＣＡでは、Cho Gyu Tae氏が 9月 1日に新会長

（President & CEO）に就任した。 


