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☀ ６月 例 会 プログラム 

と き 令和 3年６月 18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       寺門 文雄 君 

 ５．コロナ禍の一年を振り返り、次年度へ向け 

     5月例会 秋田正人氏の発題を受け    

 ６．ハッピーバースデイ  ６月２７日 寺門夫人 

   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 6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                   ＊評 価 ＊ 担当主事 江尻 明子 

                                                       
                                                                          †今月の聖句 

 

どのようなときにも、友を愛すれば 

苦難の時の兄弟が生まれる。 

A friend loves at all times, 

and a brother is bone for a time of adersily. 

 

近い隣人は遠い兄弟に勝る。 

Better a neighbor than a relative for away. 

 

力は若者の栄光。白髪は老人の尊厳。 

Tha glory of young men is their strength, 

gray hair the splendor of the old. 

旧約聖書 箴言より （小川 選） 
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会員在籍    １３名 

 

出 席 率   ６９％  

 

第２例会  

    （ 中 止 ） 

 

 
例会出席者  ５/２１日（金） 
会  員             9名 
メネット             0名 
メイキャップ     0名 
ゲスト            1名 
ビジター（含むzoom） 3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 

 

 ５月のＢＦ 

 切手      ０ｇ   

 現金       ０ 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 

５月       4,520円 

年度計     74,788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 

 コロナ禍、リアル例会も難しかった 1年。5月例会で

は、秋田正人さんにコロナ後のＹＭＣＡとワイズとの連

携のありかたについてお話を頂いた。今日はその発題を

受け、今後のクラブ活動に向けての各人の思いを語り合

い、次年度へ繋げ、高齢会員でもサポート可能な活動を

創設できることを。 

 

☀ ５月例会報告  

コロナ後に YMCA とワイズ どの様に連携するか？ 

 

コロナ後の

東京 YMCA

の組織運営の

在り方の見直

しがされてい

る時、会員制

度やワイズメ

ンズクラブと

の連携の在り方などを論点として、ZOOM 対応で、秋

田正人さんより発題いただき、今後のクラブ活動を考え

る機会とさせていただきました。 

 

新しい地域活動イメージから 

◎ワイメンズクラブの活動 

◎会員の活動 

◎YMCA 事業の専門性を生かした活動。 

◎地域団体が行う活動 

 

集まる人々は地域だけではない。 

YMCA の専門性を生かした事業、震災支援など。 

賛育会の事業活動から、学べる事は。 

 

ブランドコンセプトの設定 

私たち日本の YMCA は 

ブランドバリューを提供 

したい何かが見つかり、誰かとつながる。私が良くなる、

かけがえのない場所。 

ブランドビジョンを目標に 

互いを認め合い、高め合う 「ポジティブネット」のあ

る豊かな社会を創る。 

ブランドパーソナリティーがブランド 

心を開き、分かち合う。前向きで、まわりを惹きつける

魅力を持つ。 

 

全体を貫く統一的な視点。 

若者が主体となっているか。組織改革、リノベーション 

ナレッジキャピタル Knowledge Capital 

知識、学識 と 資本 

人材発掘 リーダー 求められるスタッフ像 

いま、必要としている人々に役立つことは何か。 

YMCA は本来、光を示さなければならない。 

等、YMCA が抱える問題から、ワイズメンズクラブとの

連携を考える貴重な意見をお話しいただいた。 

 

ワイズメンバーも高齢化、そのような中で、残された時

間をどう生きるか。社会と次世代のために、有意義なク

ラブライフを過ごせることを願いつつ。 

（小原 記） 

☀ YMCA保育園ねがい 植栽サポート 

 野草園の手入れをしました（5/28） 

アジサイ、百合の咲くころ、子供さんたちは泥んこ遊び

を楽しんでいるようです。かわいい靴がきれいに洗われ

干してありました。 

前回、種をまいたヒマワリが 20㎝ほどに。うろ抜きを寺

門さんが、三浦さんが支柱を立てて、小原は雑用を、、、 

子供さんたちの元気な声を聴きながらの作業でした。 
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☀ 第 24回東日本区大会が開催されます 

１．日 時：2021 年 6 月 12 日（土）13:30～16:30 

２．場 所：山梨県甲府湯村温泉郷 常磐ホテル 

３．主 宰：東日本区理事 

ホスト：あずさ部甲府 21 クラブ 

配 信：株式会社フォネット 

４．方 法：ズームウェビナーによるハイブリッド形式 

５．言 語：日本語/英語（同時通訳付） 

６．プログラム：別紙参照 

７．参加・出席形態 

（１） 来賓、報告者（部長・事業主任他）、一般参加者： 

（２） 理事就任式/引継関係者：対面＋リモート 

（３） オープニング/開会式/閉会式：対面＋リモート＋

ビデオ録画 

８．参加費：なし 

９．参加方法：後日連絡の URL より参加（セキュリテ

ィーの関係から別途連絡） 

注：今回の区大会で用いるリモートの方式は配信業者の

所有する「ズームウェビナー」で、これまで東日本区が

会議や例会に使用してきましたズームとは運用が若干異

なります。 

報告者の方以外は会場からの一方通行配信となります。 

10．問い合わせ先： 

大会実行委員長：荻野 清（甲府 21） 

東日本区書記  ：小山久恵（東京サンライズ） 

 

東日本区理事 板村哲也（東京武蔵野多摩） 

第 24 回東日本区大会実行委員長 荻野清（甲府 21） 

 

☀ 東京 YMCA会員大会が開催されました 

第 18 回会員大会は 5 月 22 日（土）13：00～15：30 

Zoom 対応で開催されました。 

ボランティア活動で尽力された方々の表彰、会員部運

営委員推挙が行われ。第 21 回日本 YMCA 大会での関田

寛雄氏（日本キリスト教団神奈川教区巡回教師）の基調

講演をユーチューブでお聞きし、コロナ禍における

YMCA の働きを共に共有することができました。 

また、加藤裕一氏により避難生活に役立つ新聞紙を活

用した「カトー折り」の実演を、災害時に箱に、バケツ

に、トイレ袋にと新聞紙の活用に驚きました。東日本大

震災から 10 年、熊本地震から 5 年の時に、災害や防災・

減災について考えることができました。 

 

☀ インド新型コロナウイルス緊急アピール 

ワイズメンズクラブ国際協会は、最近のインドにおけ

る新型コロナウイルスの急激な蔓延と、現地のクラブの

積極的な対応を考慮して、「Heal the World」プログラ

ムを通じたインドでの緊急支援活動のため、緊急アピー

ル（募金）を開始しました。 

https://www.ysmen.org/appeals/india-covid-19-emerg

ency-appeal/ 

このアピールで集められた資金は、マッチングファンド

として、インドのクラブや YMCAの活動を支援するために

使用されます。 

東京世田谷クラブより、20,000円を送金致しました。

（2021.6.2） 

受付締め切りは 6月 10日（木）です。送金に際しては

備考欄に「インド」と明記して下さい。 

振込先： 

ゆうちょ 銀行から振り込む場合 

ゆうちょ 銀行 口座記号番号 00110-0-362981 

他の金融機関から振り込む場合 

ゆうちょ 銀行 019支店 当座預金 

口座番号：0362981 

（加入者はどちらも「ワイズメンズクラブ国際協会東日

本区」となります） 

 

☀ 会長通信 ２１０６ 

 今朝ラジオ番組を聞いていましたら、米国ではコロナ

禍に対応するため大統領の直轄で陸軍大将を最高責任者

とする Warp Speed 作戦（スピードを以ってあらゆるも

のをねじ伏せる作戦）を立ち上げたという話をしていま

https://www.ysmen.org/appeals/india-covid-19-emergency-appeal/
https://www.ysmen.org/appeals/india-covid-19-emergency-appeal/
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した。コロナの様な大規模な感染症を収束させるために

は平時ではワクチン開発から接種を終わらせるまで６～

7 年位掛かるのが当たり前の様ですが、コロナを克服す

るには平常時の対応ではなく非常時（戦争中）と考えな

ければならないと米国は考え、1 年半でワクチンの開発

から接種までを終わらせようと計画したようです。計画

を立てた時、米国のコロナ感染による死亡者は約

100,000 人でしたが、太平洋戦争での死亡者が 110,000

人で、その時点では収束の見込みは全くなかったのです

からコロナ感染拡大を非常時と考えたのは無理ありませ

ん。ここで私にとって興味深いのはこの Wrap speed 作

戦の総責任者を陸軍大将にした事です。いうまでもあり

ませんが、戦時下で戦況を支配するのは兵站の重要性で

あるといわれています。 

私が米国で仕事をしていた時、その当時ベストセラー

になったイスラエルの IT科学者が書いた『危機管理の理

論』（The Theory of Crisis）という本を読みました。こ

の本は小説風に書かれていて IT の知識がない私でも優

しく読む事が出来ました。この本の骨子は、ある事業の

始まりから終わりまでを俯瞰して解決策を立てないで、

途中で問題点の解決策を作るとその問題点の解決策の後

に必ず異なる問題点が出てくるので結果としてコスト高

になり、その企業の競争力が失われる事になり結果とし

て、事業の存亡が難しくなるという理論でした。米国の

Warp Speed作戦はコロナ感染との闘いを戦時と捉え、ワ

クチンの開発から接種までをいかに短期間に終わらせ、

コロナ感染を収束させるという事を戦争と同様に考えて

対応して結果をもたらせようと考えたように思われます。 

これを日本でのコロナ感染の対応に比較してみると、

明確な違いが見えます。本来日本の産業の競争力は、現

状分析を徹底的に分析し、考えうる対応策を立てて実行

するというのが得意技だったと思います。然し、昨今の

日本では産業界のみならず政治、経済のあらゆるところ

で場当たり的に解決策を立てて対応している様に見えま

す。我々の活動で同様な事がないかを考える必要性があ

ると私は考えます。皆さんで話し合う価値は十分あると

思います。  

（朝倉 記） 

 

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

1   

 三菱商事と東京ＹＭＣＡが共催し、 

「第 6回ドリームキャンプ」を開催。 

このキャンプは、障がいのある子どもたちが様々な種類

のスポーツを体験できるよう、 

その機会を提供するとともに、アスリート等との交流を

通してより前向きな生活が送れるように励ますことを目

的としている。今回は初めてオンラインで開催、７家族

が参加した。 

2． 

5/22「第 18回会員大会」がオンラインで開催され 70名

が参加。 

2021年度の会員部運営委員として 21名が推挙され、名

誉会員として田中壽夫氏と丹羽芳雄氏が表彰を受けた。 

また昨年度「Volunteer of the year」を受賞したチャリ

ティーゴルフ実行委員会と、 

今年度「Youth Volunteer of the year」を受賞した 5

名のユースリーダーが紹介され表彰された。 

3． 

今後の主な行事日程 

・幼児定例野外「おさんぽ」 6/6 

・小学生定例野外「冒険クラブ」 

 中高生定例野外「Teens」6/13活動 

・サマーキャンプ受付開始（会員：6/23 一般 6/25） 

・キャンプ山中実技リーダートレーニング 6/25-27開催 

・夏キャンプ野尻実技リーダートレーニング 7/2-4 開催 

・「長崎原爆被災写真」パネル展 7月 7日～16日  

会場：東陽町センター 

4． 

感 謝 

・東京むかでワイズメンズクラブより、創立 60周年を 

記念して東京ＹＭＣＡの活動のために 300,000円の 

ご寄付をいただいた。 

（江尻明子 記） 

 

 

         
   会費 及びファンドのお振込み 

  銀行口座のお知らせ 

 

みずほ銀行 経堂支店 

    普通口座： １２０００４１ 

  トウキョウセタガヤワイズメンズクラブ 


