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☀ 1月 例 会 プログラム 

と き 令和 3年 1月 15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               小川 圭一 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       峰  毅  君 

 ５．加藤 義孝 東新部部長訪問  

           部長を交え新春懇談 

 ６． ハッピーバースデイ  1月 8日 小原詔子さん        

    結婚記念日           な し 

 ７．ニコニコ献金 

 ８．諸報告 

 ９. 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                2021年 1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             ＊ I B C / D B C ＊ 担当主事 池田麻梨子 

                 国際・国内 兄弟クラブ 

 
                                                                                                    

       †今月の聖句 

   

「求めなさい。そうすれば与えられる。 

探しなさい。そうすれば、見つかる。 

門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。」 

Ask,and you will receive;  

seek,and You Will find; 

knck,and the door will be opened to you. 

マタイによる福音書７章７節 

（峰 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    １２/１８日

（金） 
会  員            12名 
メネット             0名 
メイキャップ     0名 
ゲスト            0名 
ビジター（含むzoom） 2名 

合計         14名 
 
すずらん会 （ 中 止 ） 
 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 

 

 12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 

12月      7,150円 

年度計     46,336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 

 2011年（平成 23年）3月 11日に発生した東北地方太

平洋沖地震による災害及び、これに伴う福島第一原子力

発電所事故による災害から 10年となりますが、目下コロ

ナ禍で大変な状況を迎えた 2021年新春です。 

 加藤 義孝 東新部部長をお迎えし、クラブメンバーの

夢を語り、抱負を語る懇談会といたしましょう 

 

☀ 12月例会報告  

  ♪クリスマス例会での松井直樹神学生奨励より 

旧約聖書 

イザヤ書の「慰

めよ、汝らよ〜」

から、 

コロナ禍で、

馬小屋で生まれ

た救い主を祝う

意味をもう一度

噛み締めよう。 

イエスの愛

による和解と

自由、神が御

子を犠牲に 

してまで人間

を救い出そう

とするお方で

ある事を信じて生きていきたい。ヘンデルのメサイヤ、

ハレルとは賛美、ヤはヤーウェ「ハレルヤ」は神を賛美

するという意味です。 

クリスマスおめでとうございます。   (小川 記) 

 

☀ 新春に 夢を語ろう 

＊寺門文雄 【育てる楽しみ】 

寒い冬の間、土の暖かい布団の中で、春の来るのを待

っている蒔かれた種や球根達の様に両親の愛に育まれ冬

の寒さやコロナ感染等から園児達を守り、美しい花の咲

く春の訪れを楽しみに待つ子供達の【ねがい】を叶えて

下さいと神様にお祈りしています 

＊川嶋良子 【朝の散歩明るく楽しく】 

毎日、羽根木公園まで歩いています。暮れには梅林の

花がチラホラと、初歩きにどのくらい咲いているかが楽

しみです。コロナをとばして明るく楽しく。 

 

＊三浦功雄 【グリーフケアを学び】 

グリーフケアに関する学びが出来ますように願ってい

ます。読書・ＤＶＤ・ネット講演など色々模索中です。 

＊池田麻里子 【富士山を登ってみたい！】 

一番欲しているものは「子どもたちとリーダーたちと

思いっきり遊んで、歌って、笑いたい！そして富士山を

登ってみたい！」だと思います。 

子どもたちの笑い声や、喧嘩する声や泣き声など、全て

が恋しいです。そして新しいことにチャレンジ。 

＊松井 直樹 【行ったことのない国へ】 

新型コロナ禍が収まって、戸塚さん達と一緒にこれま

で行ったことのない国への海外旅行をしたいと思います。 

＊峰 毅 【健康寿命をどう生きるか】 

生まれて初めて還暦を迎える中、残された健康寿命 

20年をどう生きるか、家族と話しています。指針の端片

でも見つかれば。 

＊秋田正人 【そんな日を待ち望みます】 

友達や仲間と会って食事をしたり話をしたりできるだ

けで十分です。そんな日を待ち望みます。 

＊小原武夫 【奉仕活動の充実を】 

海外の友人とのクリスマスカード交換も少なくなる時、

コロナが収まり、再開できる日の早からんことを願いつ

つ、事業の順次承継も進め、奉仕活動の充実を。 

 

☀ ワイズメンはサンタクロース 

 12 月 13 日、世田谷線の起点三軒茶屋に数十人のサン

タクロースが集まりました。 

コロナ禍でクリスマスプレゼントが届かない家庭がな

いように。せたがやフードパントリーの活動を支援する

ためです。サンタクロースは、歌って踊ってプレゼント

を届けながら、自分以外の誰かさんの幸せを考える、心

あたたかな時をすごしませんか！ メリー・クリスマ

ス！と訴えました。  

サンタクロースのモデルは 270年ころの聖ニコラス司

教。貧しい靴職人の娘を嫁がせたり、子どもや無実の罪、

冤罪の被告を救ったそうです。12世紀ころから、スイス、

仏、独、オランダなどで子どもの為の祝日につながって

いったとか。米国では 1931年のコカ・コーラの CMでサ

ンタクロースのキャラクターが定着したようです。 

筆者は、1920年ころニューヨークのサン新聞に紹介さ

れた、サンタクロースは本当に居るの？と尋ねた少女と

社説で応えた新聞記者のことなどを通してサンタクロー

スの社会史を見つけて気づきました。 サンタクロース

の願いは、愛・やさしさ・思いやり。人にプレゼントを

してこそ人生は楽しい美しいのだというものです。翻っ

てポケットにある「東京 YMCAの使命」には、・・・愛と

奉仕の精神にもとづいて・・・と明確に記されています。 
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筆者はメネットに反対された顎髭を生やし、歌って踊

るサンタクロースになれました。例会でイベントのプレ

ゼンをさせていただき献金して下さり、また一緒にサン

タになって歩いてくれたクラブメンバーに感謝します。 

                 （小川 記） 

   

「三茶でサンタ」に参加しました。サンタクロースが

30 人三茶の広場に集合し、まずは歌と踊りを披露し、

それから通りを回り、子ども達に会ったらお菓子を配

り、数か所で写真を撮りました。それから東急世田谷

線の臨時特別電車に乗り、三軒茶屋と下高井戸を往復

しました。 わたくしが一番楽しかったのは、世田谷

線に乗った時でした。沿線で待ち受けた人はいました

が、それよりも突然サンタクロースがいっぱい乗った

電車を始めてみて、皆さんびっくりしていました。そ

の顔が見ていて、とても面白かったです。そして気が

付くと手を振ってくれました。このサンタクロース臨

時電車は、東急電鉄のご厚意で貸してくださったもの

だそうですが、大変良かったと思いました。 

（佐藤百合子 記） 

 

世田谷ボランティア協会 鈴木 祐輔さん 

13 日にイベントを終え、19 日にせたがやこどもフード

パントリーの配布に合わせて、みなさまからお預かりし

た寄付を図書券にして渡しました。 

◎「我が家は受験生も 2 人いますので、勉強の方にも使

えればと思います。そして、メッセージカードやメール

を見て目頭が熱くなりました。ご寄付をくださった方々、

活動をしてくださっている方々、皆さんに心から感謝い

たします。皆さんは本当のサンタクロースだと思いま

す。」 

◎「お恥ずかしいことですが、お小遣いを与えられず欲

しいものを我慢していたようで、子どもたちはメッセー

ジカードと図書カードに大変喜んでおりました。感謝い

たします。」 

◎「パントリーを利用し始めてから、形あるものを通し

て、形にならない「言葉」や「心」や「気持ち」に随分

助けて頂き、明日も頑張ろうと思える希望を頂いていま

す。子どもたちも私も、いつかこのバトンを誰かに返せ

るように、ひとつひとつ頑張って行きます。」 

との声がせたがやこどもフードパントリーへ届きまし

た。 

●12月19日に、約180家庭360人の子どもたちへ２,000

円の図書券を渡しました 

「子どもの食事のために自分の食事を削っている」とい

う声を知り、また、自殺者数の増加傾向があることを知

る中で、子どもたちの「サンタさん、なにくれるかなぁ」

という声を目の前に、サンタとしてプレゼントを渡せな

いと悩む、お父さん、お母さんがいないように。今年も

変わらず、12 月 25 日の朝に、子どもたちの枕元にプレ

ゼントがあるように。と、企画をはじめました。 

そして、 

●113人の方・団体などから、計 1,103,500 円のお金が

集まりました 

                                                           

☀ 親子でガーデニングのアンケート その２ 

●息子は、ほとんどガーテニングには参加せず、 

ずーっと砂場で遊び、最終的には素足びしょぬれ、シ

ャワーをする羽目に。先生方も「気分転換に来たと思え

ばいいですよ～」「普段通りの遊ぶ姿です」と、、、なんと

暖かな対応なのでしょう！ そんな息子でしたが、傍ら

でやっているガーデニングの様子は感じていたようで、

植えられたお花に水をあげていました。“つい目に見える

形で” “皆と一緒に”やってほしいと思ってしまいます

が、一人ひとりのペース、感じ方、かかわり方は違うん

だなとつくづく思い、うるさく言った自分に反省しまし

た。同じクラスの他のお母さまとも「良い機会だったね

と」話をしました。保育園は送迎の時間が違う方とは全

く会わないですし、子供は一緒にいる時間は長いですが、

親の関係はうすいので、こういう機会があるととても良

いと思いました。先生方も休日出勤でクリスマス前の忙

しい時期に大変だったと思います。ありがとうございま

した。 

●とても楽しく参加させていただきました。 

ワイズメンズクラブの方々ともっとお話ししたかった

ですが、コロナですし、子供も見ないと、なのであまり

話せず残念でした。（お花のこと、活動内容、今後どんな

花を植えるのか、なぜワイズメンズクラブとして活動す

ることになったのかなど）子供たちは植えるのは少し難 

しかったのか、シャベルで土をいじるのだけでも楽しそ
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うでしたが、一番積極的だったのは水やりでした。家で

も何か植えてみようかなと思いました。まったく知識が

ないので素人でもオススメの植物、買うといいモノ、道

具、土など聞きたかったです。また次回。 

●家では中々できない貴重な体験が出来て、 

ゆずも、私（母）もとても充実した時間をすごすこと

が出来ました。有難うございました。ワイズメンズクラ

ブの方々にもお礼をお伝え頂けたら幸いです。 

＊良かったこと 

思ったよりも、千沙は自分もやりたいという意思を示

しませんでしたが、園庭のパンジーを見ると「お花咲い

てるね」「千沙も植えたね」と喜んでいます。自分もお水

をやったり、植えたという自覚をちゃんと持っているよ

うです。小さな軍手も嬉しかったようです。親も助かり

ました。 

＊改善したらよいこと 

最初の球根を植えるとき、どう植えたらよいかわから

ず、結局最後まで修復しきれませんでした。ちゃんと芽

が出てくるか心配です。全体の前でレクチャーがあって

から行動に移ったらよいと思います。 

 

☀ 会長通信 2101 

 開けましておめでとうございます。例年ですと年頭に

は新年を展望して抱負なり、希望を述べるのが当たり前

ですが、今年はどうもコロナの感染拡大のためか、今朝

の日経新聞の一面のコラムに書かれていましたが、企業

の社長の年頭の挨拶も例年とは違い、みんなが一堂に集

まるのではなく、リモートで行うというのが主流になっ

てきたようです。今まで働き方改革を唱えてきた企業が、

コロナの功罪かもしれませんがリモートオフィスでリモ

ートで行うのですから、これもコロナ禍による生活様式

の変容の一つでしょう。普段はなかなか気が付かない事

ですが、明らかに社会環境が変わった結果です。これを

我々のワイズメンズクラブの活動に置き換えて考えると、

我々も生活様式の変容に対応しなければならないのでは

ないでしょうか？我々の活動は長期間会員数の減少を経

験していますし、会員の老齢化が進んでいるのは皆様が

理解されているのではないでしょうか？コロナの感染拡

大で、顔を合わせての会合が持てなくなって早くも一年

近くが立ちますが、新しい生活様式にあった我々の活動

のあり方を見つけなくてはなりません。これは皆様の英

知を集め、外部の方からも積極的にインプットを頂き、

どの様に新しい方法を展開すればよいかをみんなで話し

合い決めなければならないと考えますが、如何でしょう

か。 

                  （朝倉 記）                                     

 
 

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

南コミュニティーセンターとしては、12 月 5 日に子ど

もクリスマス会、12 月 13 日に Christmas Fun!（英語

プログラム）を実施し、多くの子どもたちとリーダーた

ちでクリスマスをお祝いできたことは感謝であった。 

 

１．在日外国籍の子どもたちの学習などをサポートする

「にじいろ にほんごサポート」が東陽町コミュニティー

センターで開始された。初回の 11 月 7 日には、ボラン

ティアの学生が歌やゲームを取り入れながら子どもたち

の会話の練習をサポートした。今後も宿題の手伝い等も

含め、個々に合わせた支援を継続していく予定。 

２．東京ＹＭＣＡ野外教育研究所が昨年発行した、ＹＭ

ＣＡのスキー指導法をまとめた「子どものスキー教本」

を用いて、11 月 24 日に全国ＹＭＣＡのスキーディレク

ターが学びの時を持った。その席上で、同教本の制作を

含め、スキー指導の実践と研究により 50 年余にわたり

ＹＭＣＡに貢献してくださっている六本木信久氏（東京

ＹＭＣＡ野外教育研究所顧問）に感謝状が贈呈された。 

３．東京ＹＭＣＡとパートナーシップ関係にあるバング

ラデシュＹＭＣＡ同盟は、７月中旬にバングラデシュを

襲った洪水による被災者救援活動として、11 月までにボ

グラとビリシリ地域の 800 世帯に、食料（米）、経口補

水液、フェイスマスクを配布した。東京ＹＭＣＡから 9

月に送金した 3,000 ドルはこの支援活動に用いられた。

新型コロナウイルスの感染拡大と合わさり、現地の被害

は深刻になっている。 

今後の主な行事日程 

・第 15 回子育て講演会「子どもの心をのぞいてみませ

んか」 1 月 16 日（オンライン） 

講師：柴田愛子氏（りんごの木子どもクラブ代表） 

・熊本豪雨災害復興支援チャリティーコンサート 

 1 月 29 日 

会場：日本基督教団霊南坂教会 

出演：青山学院女子短期大学グロリアス・クワイア 

飯靖子氏（指揮・オルガン） 飯顕氏（ヴィオラ） 

・ピンクシャツデー講演会「大人も学ぼう！ 

１月 30 日        いじめの構造と解決策」 

講師：ストｯプいじめ！ナビ弁護士チーム 

（金子春菜弁護士・足立悠弁護士） 

会場：山手センター（オンライン参加もあり） 

・「liby チャリティーコンサート」 3 月 14 日 

 会場：山手センター 

（池田 麻梨子 記） 


