
 

1  

￥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

☀ 3月 例 会 プログラム 

と き 令和 3年 3月 19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 

                 小川 圭一 君 

 ５．3.11東日本大震災 石巻支援を振り返り  

     ぐんまＹＭＣＡ総主事 村上雄介氏と懇談 

 

 ６．ハッピーバースデイ 3月 30日 小原 武夫君        

   結婚記念日     3月 2日 小原武夫 夫妻 

    3月 26日 寺門文雄 夫妻 

 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 3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            ＊ B F & ワイズメネット＊ 担当主事 池田麻梨子 

              

 
                                                                                                    

       †今月の聖句 

 どのようなときにも、友を愛すれば 

苦難のときの兄弟が生まれる。 

 

Friends always show their love. What are 

relatives for if to share trouble?  

     旧約聖書 箴言 17章 17節 

（小川 選） 
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会員在籍    １３名 

 

出 席 率  ８０％  

 

第２例会  

    （ 中 止 ） 

 

 
例会出席者   ２/１９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（含むzoom） 1名 

合計         13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 

 

 2月のＢＦ 

 切手      ０ｇ   

 現金    24,000 円 

 累計切手    ０ｇ 

 

     

東京世田谷ワイズメンズクラブは

2020 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 

2月      5,500円 

年度計     56,936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 

 YMCA石巻センター開設への歩み、その後の支援活動の

状況、そして東京世田谷クラブの CS活動、童謡唱歌を歌

う集い「YMCA歌の広場」の出前活動へとつながる状況を

当時を知る、村上ぐんま YMCA総主事にお話しいただき、 

東日本大震災から 10年を迎えるとき、改めて振り返る機

会といたします。  

 

☀ 1月例会報告  

 ＹＭＣＡ保育園ねがいは一昨年 7月に

開園、花壇やプランターを整備

し、花を植えていただき子ども

達も毎日見ることを楽しみにし

ていました。 

 過日、11月 28日（土）初めて世田谷クラブの方と親

子でガーデニングを開催していただき、9組もの家族が

参加、日ごろ忙しいお母様もご一緒に、とても有意義な

プログラムでした。この折の課題にも対応して、次回へ

の期待も大きいですが、現在緊急事態宣言が出ている為、

解除された時に親子ガーデニングを開催していただけれ

ばと思います。 

 世田谷区から異年齢交流の対象としての補助金も頂け

るので、必要な備品や植物など整えることもできます。

子どもたちも自分たちが関わったことから興味を示し、

プランターに植えた球根の芽が伸びる様子を楽しみに眺

めています。 

 今後、保護者や地域の方々と共に植栽プログラムが継

続できることを願っています。 

  （ＹＭＣＡ保育園ねがい 高橋里香園長 談より） 

 

東日本大震災から 10年を迎えるときに 
 

☀ 仙台・石巻へ、YMCAすずらん会   

歌声ボランティア 報告 （2011年 12月 20～21日） 

石巻、仙台を訪問し、「歌声ボランティア」を通して下

北沢すずらん会、東京都民教会からの献金も携えて 

現地訪問した。 

 仙台に到着。清水弘一ワイズ、大野総主事が迎えて 

下さり、直ぐに仙台 YMCAのマイクロバスを借りて石 

巻に向かう。 

  公園内の仮設グループホームあゆかわの里に到着。 

キーボード、パソコン、プロジェクター、看板などの 

準備をして、14時よりプログラム開始。震災のお見舞 

いや、犠牲者への追悼の挨拶。後は、90分間歌った。 

途中で、東京からのお菓子をプレゼント。対象は、高 

齢の入居者と介護のスタッフ合わせて 20名程。 

東京 YMCA 石巻センターへ楽器やスピーカーなどを収

納、一路、仙台へ。 

広瀬川クラブのクリスマス例会に参加。5月 15日

にチャーターした同士のクラブと会って盛り上がる。

散会後、クリスマスイルミネーションの美しい市内

を散策。氷点下の気温も気にならない。頑張る人々

の熱気に触れて、復興に希望をつないだ一日が終わ

った。 

21 日は、市内エマオ（東北教区センター）JOCS

を訪問、クラブや下北沢すずらん会、東京都民教会

からの献金を捧げた。その後、清水ワイズのご案内

で、南部の閖上小学校など、津波の被災地を廻った。

その規模の大きさに言葉を失うが、ボランティア継

続の大切さを思う。 

遅いランチは、名物牛タンに舌鼓。再訪を期して、

仙台に別れを告げた。 

 献金は次の通り 

世田谷クラブから、エマオへ 10,000 円、仙台 YMCA

へ 10,000 円。下北沢すずらん会と東京都民教会か

ら、JOCS へ 20,000円、仙台 YMCA へ 10,000 円。東

京 YMCA石巻プロジェクトに 51,000円。 

                   （小川 記） 

                                   

☀ YMCA歌のひろば（女川町）に参加して 

（2012年 4月 18日 3回） 

 ４月 18日、宮城県女川町の２ヶ所で YMCA歌のひろば

が開かれた。私にとっても２回目のボランティア参加で

した。最初は昨年 12月の石巻で、その後も石巻支援セン

ターの要請に応えて行いました。 

 東京世田谷クラブで「すずらん会」を始めて 10年たち

ましたが、東日本大震災で被災した皆さんにこのプログ

ラムを提供することが出来たのはグッドアイデアであっ

たと思います。何故なら、プロの歌手が来て、歌を聞 

くことはあっても、自分で歌うということは、初めての

経験であったと思います。それも歌謡曲ではなく、昔懐

かしい童謡唱歌をみんなで歌う経験は、忘れかけていた

ような体験だったのではないでしょうか。 

 今回の女川では、参加者がトイレで涙を流されたとの

報告を聞いて、ボランティアの意味がそれなりにあった 

のではと、喜んだ次第です。      （冨田 記） 

                    
☀ 石巻へ～７回目となる歌声ボランティア報告 

（2013年 4月 23～24日） 

 ４月 23 日 小川夫妻の名コンビによる童謡唱歌の歌

声を携え、東日本大震災の被災地石巻を小原、寺門の４

名で訪問。 

震災より２年を経過したとはいえ、仮設住宅の生活を

余儀なくされ、希望を失い疲れた高齢者達を少しでも元

気になるようにと、小川節の見事な調子に乗せられ、世

事を離れ懐かしい思い出の歌を大声で歌う老人達の姿に

接し，ささやかな奉仕が出来る幸いを思った。 

１時間程の僅かなときの過ごし方を考慮すれば、可能な
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限り共に歌い喜べる高齢者であることが望ましいのでは

ないかとも考えてもいます。 

石巻日和山公園の満開の桜は本当に素晴らしかった

が、高台からの港の眺めは、未だ復興に至らず疎らな家

屋を見るに過ぎず、美しい桜の元で地元の被災者の心情

は如何ばかりかと思われた。 

この度の訪問で思いがけず、仙台青葉城クラブの清水弘

一ワイズのご好意により終日、石巻ドライブを引き受け

られ歌の奉仕を共に被災者支援が出来たことは幸いであ

った。                (寺門 記) 

 
☀ 「津波の教え石」石碑建立式典参加 

11回目の「YMCA歌の広場」（2014年 3月 2～3日） 

 仙台の３ワイズと東京むかでクラブによる石碑建立贈

呈イベントが、３月２日、東松島市で開催された。 

世田谷クラブは要請を受けて、祝典の最終を YMCA歌の

広場で参加。神戸から駆けつけた大野ワイズ、東京 YMCA

戸坂さんの歌声ダンスとのコラボは楽しかった。会場に

ウグイスのさえずりも聞こえた。 

式典の様子は、テレビや新聞で全国に報道されました。

また、日赤の看護師 OBが立ち上げた NPOの施設を見学し

ました。彼女たちは、被災地で訪問看護の実践をしてい

て、将来ボランティアで協働する可能性をお互いに模索

し始めたところです。 

 翌日は 11回目となる石巻。専従スタッフ伊藤さんの手

配で、私たちが最初に訪れた「あゆかわの里」（立替移転

で「長寿の郷 広渕」と改名）を訪問。被災したお年寄

りの２年３ヶ月の悲しみを思いました。 

その午後は、昨年 12月にうかがった「しおんリハビリ

テーション」へ。 ひな祭りコンサートに YMCA様が来て

くれる！と、歓迎されました。ここでのエピソードを記

します。 

東北で人気の高い「めんこいこうま」に因んで、育て

た馬が軍に取りあげられた！と訴えたお年寄りがありま

した。老人の目に光った悲しみと怒りがとても印象に残

ります。 

 仮設住宅はあと２年継続するそうです。遅れる復興に、

女川原発の放射能漏れ情報などの不安材料の中、YMCAと

ワイズが被災者や子どもたちと係わって運動をすすめる

力を、祈りの中で求めていきましょう。石巻への参加者

は、太田会長、小原ワイズ、小川夫妻、秋山正子（小川

の従妹で２度目の参加）と、駒田直前理事、櫻井ワイズ

（東京むかで）の７名でした。     （小川 記）                   

☀ ＹＭＣＡ歌声ひろば 

14度目で感謝状 （2015年 10月 6～7日） 

 2011年の12月からスタートした音楽ボランティアは、

この 10月で 14度目です。最初のうちは、津波の被害で

漁船が打ち上げられたり、一階部分が流された住宅、倒

壊したビルなどの間にある仮設住宅で被災して生き残っ

た皆さんと歌いました。300 曲に及ぶ楽曲データは、世

田谷クラブすずらん会で作ったもの、キーボードはすず

らん会からの献金で購入したものです。ため息のなか、

「みんな流されちゃったからね～」との声にならないつ

ぶやきを聴きながら何もできないわが身の無力感を思い

ました。 

 そんな中、ＹＭＣＡのスタッフは、全国から集結する

ボランティアをコーディネートして復興支援の「ドロか

き作業」から始めていました。様々なボランティアの実

践の中から今では、新しいクラブが生まれようとしてい

ます。在仙台のクラブが協力されての地道なご準備は本

当に嬉しい事です。 

 思い出はたくさん。ある時仮設住宅に伺った際には、

おりしも南太平洋のソロモン諸島で地震が発生し、太平

洋エリアは津波注意報が発令されました。当然ですが歌

声ひろばは中止。警報の続報を待ちながら、被災者の方々

と「お茶っこ」で交流したこともありました。そして今

回は、牡鹿町の公民館のような立派な建物での開催でし

た。とりわけ、初回にお尋ねした「あゆかわの里」の現

場責任者であった安部さんが、感謝状を用意して迎えて

下さいました。そして新クラブのメンバーにもエントリ

ーされている由。平和な世界が少し拡大したような嬉し

さと感謝を覚えます。         （小川 記） 

  

☀ １年ぶりのＹＭＣＡ歌声広場  

 石巻復興住宅  （2016年 11月） 

 小川メネットは、最後の石巻と決めて昨年 10月に出か

けました。クラブから小原さん竹本さんが同行して下さ

り、後の石巻広域クラブに連なる皆さんと交流しながら

の歌声広場でした。その後、辛く哀しい時間を過しなが

ら、ＹＭＣＡすずらん会を継続する事を願い 15回目の伴

奏者に佐藤百合子さんが志願して下さったのです。 

会場は昨年までと違い、今回は復興住宅の集会室でした。

石巻広域クラブの皆さんと一緒でした。メンバーとなっ

た西村さんのお琴の演奏も色を添えて下さいました。音

楽でのＣＳ活動が継続出来た事を嬉しく思い、ささえて

下さった皆さんに感謝します。    （小川 記）  
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☀ 会長通信 2103 

 今年は例年になく積雪が多く日本海側にお住いの方々

は雪下ろしにご苦労された模様が多数報道されました。

これも地球温暖化の影響だそうで、冬が寒く、夏は猛暑

という理不尽な状況が続くようです。コロナ禍の下で皆

様くれぐれも健康にご留意くださるようお祈りいたして

おります。過日リモートで開催された東新部の次期役員

準備会で次期部長の松香さんが次期の方針の説明をされ

ました。大変興味深く伺いました。松香さんは国連の方

針である SDGs（Sustainable Development Goals）=持続

可能な開発計画をワイズにおいても取り入れ目標にした

いとのご説明をされました。SDGsは昨今の流行語にもな

っていて国際的な組織やグローバル企業でも目標として

掲げられています。国連では SDGsは 17の目標と 169の

ターゲットを掲げています。各ターゲットについては是

非ネットでご参照頂ければと思いますが、我々の今後の

活動に大きくつながると思われますので、17の目標を示

したいと思います。（１）貧困をなくそう（2）飢餓をゼ

ロに（3）全ての人に健康と福祉を（４）質の高い教育を

みんなに（５）ジェンダー平等を実現しよう（6）安全な

水とトイレを世界中に（７）エネルギーをみんなに、そ

してクリーンに（８）働き甲斐も、経済成長も（９）産

業と技術革新の基盤を作ろう（10）人や国の不平等をな

くそう（11）住み続けられる街づくりを（12）作る責任、

使う責任（13）気候変動に具体的な対策を（14）海の豊

かさを守ろう（15）陸の豊かさも守ろう（16）平和と公

正を全ての人に（17）パートナーシップで目標を達成し

よう、現況のコロナ禍をどの様に克服するかについても

共通の視点でアプローチしなければならないと感じます。

誰かがやってくれるではなく国、組織、企業、国民のそ

れぞれが一つになって行動しなければ目標は達成できな

いのではという事だと思います。これらの行動目標に対

して行動計画を策定し、その行動計画を達成するという

事です。行動計画を達成するためには、今後の社会的、

経済的方向性を見定める必要が有りますし、これらの方

向性に適合出来る様にするためには現在の我々のクラブ

のあり方、又他のクラブとも協働できるかどうかの検討

も不可欠です。要は我々なりに SDGsを作り上げ、その成

果を時に応じて図らなければならないと考えます。国連

の SDGsを見ますと、非常に長期的な課題もありますし、

グローバルな課題がある反面我々の大変身近にある課題

もあります。先に述べさせて頂いた様に、みんなが ONE 

TEAMで活動しなければなりませんので、みんなで我々の

課題をつっこんで話し合わなければと思いますが如何で

しょうか？ 

                   （朝倉 記） 

 

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

南センターのニュースとしては、2/23（火・祝）にリーダ

ー14名とこれからリーダーを目指す 6名（合計 20名）が集

まり、平和の森公園で約 3時間、体を動かしながら交流し

ました。 

 

以下、東京ＹＭＣＡの近況報告です 

１．全国ＹＭＣＡで取り組んでいる、いじめ反対キャン

ペーン「ピンクシャツデー」が今年は 2月 24日であるこ

とを受けて、東京ＹＭＣＡでは 1月 30日に講演会「大人

も学ぼう！いじめの構造と解決策」をオンラインで開催

し、金子春菜弁護士と足立悠弁護士（ストｯプいじめ！ナ

ビ弁護士チーム）にお話を伺った。会員、子育て中の保

護者、学校関係者、全国ＹＭＣＡ関係者他、約 100名が

参加し、好評であった。（機関紙「東京ＹＭＣＡ」2月

号に概要を掲載。） 

２． 2月 11日、「ソシアス 2020」（会員協議会）をオ

ンラインで開催し、会員・職員合わせて 57名が参加した。

「今、私たちにできること」をテーマにグループディス

カッションを行い、ＹＭＣＡの魅力を社会に広め、地域

の人たちにＹＭＣＡに関わってもらうために何ができる

か等について、意見交換をした。 

３．2月 23日、「第 21回日本ＹＭＣＡ大会」がオンラ

インで開催され、全国ＹＭＣＡから会員、職員、ボラン

ティアリーダー、学生ＹＭＣＡメンバーなど、約 250名

が参加、東京ＹＭＣＡからも 35名が出席した。第一部で

は関田寛雄氏（日本基督教団神奈川教区巡回牧師）によ

る基調講演の他、注目されるいくつかのＹＭＣＡの活動

事例やユースの声が紹介された。また東日本大震災 10

周年を覚え、支援活動に携わったボランティアやスタッ

フから話を聞いた。続く第二部ではグループに分かれて

対話の時を持った。 

感 謝 

・ひだまり体操クラブの堀内浩二氏（故人）他有志より、

フレンドシップファンドとして 5万円のご寄付をいただ

いた。 

・長谷川康一氏（東京ＹＭＣＡ評議員）より山手センタ

ーの活動のために 100万円のご寄付をいただいた。 

・藤崎昭二氏（東京ＹＭＣＡ名誉会員）より、東京ＹＭ

ＣＡの青少年活動のために 10万円のご寄付をいただい

た。 

・久保田直子氏（西東京センターのリーダー保護者）よ

り東京ＹＭＣＡの活動のために 50万円のご寄付をいた

だいた。 

・東洋英和女学院宗教教育委員会より、東日本大震災及

び熊本豪雨災害の被災者支援のために 117,249円のご寄

付をいただいた。 


