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☀  ３月 合 同 例 会 プログラム 

と き 令和４年３月 18日（金）18：30～19：30 

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          峰  毅 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  峰  毅 会長 

                       東京西クラブ 鳥越
とりこし

 成代
し げ よ

 会長 

 ４．今月の聖句朗読 

５．高齢化社会における社協の働きと 

生涯現役ワイズへの期待    阿藤 京子 氏 

(YMCAすずらん会スタート期の社協ご担当) 

 

 ６．ハッピーバースデイ   3/18 渡邉 実帆さん 

3/30 小原 武夫 君 

3/21 吉田 明弘 君 

3/31  大野 貞次 君 

７．結婚記念日         3/2  小原 武夫 夫妻 

3/26 寺門 文雄 夫妻 

 ８．ニコニコ献金 

 ９. 諸報告 

10. 閉会点鐘          鳥越
とりこし

 成代
し げ よ

 会長 

      （東京西クラブ担当主事 横山
よこやま

 弥
やす

利
とし

）                                      

国 際 会 長 主 題          「世界とともにワイズメン」       キム・サンチェ (韓国)  

アジア太平洋地域会長主題          「100年を超えて変革しよう」      大野 勉    (神戸ポート）  

東日本区理事主題      「私たちは次の世代のために何ができるか？」  大久保知宏  (宇都宮) 

東新部部長主題      「何が問題か どうしたら良いか 道は一つではない」   松香光男     (東京コスモス） 

クラブ会長主 題  「老人だから、やめる を やめる 生涯現役」  峰  毅    (東京世田谷) 

                                                                                             

会  長 峰  毅                2022年 3月会報 会 計 小原 武夫 

副会長 小川 圭一                 強調テ－マ 直前会長 朝倉 正昭 

書  記  三浦 功雄                   ＊ C S ＊ 担当主事 江尻 明子 

 ワイズメネット 
 

                                                       
                                                                   

       †今月の聖句 
  

『信仰による祈りは、病でいる人を救い、 

そして、主はその人を 立ち上がらせて下さる。』 

 

  The prayer of faith will save the sick  

        and the Lord  will raise him up. 

         

新約聖書 ヤコブの手紙 5章 15節 

                                   (寺門 選) 
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会員在籍    １４名 

 

出 席 率   ９３％  

 

第２例会  

    （ 中 止 ） 

 

 
例会出席者 ２/１８日（金） 
会  員            13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） 3名 

合計         16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 

 

 ⒉月のＢＦ他献金 

 切手      ０ｇ   

 現金       ０ 円 

 累計切手    ０ｇ 

 

 

2021～2022年度  

自主献金については今期に限り 

クラブからの献金とする 

     

 

 

ニコニコファンド 

1/2月      9,330円 

年度計      55,225円 
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☀ 本日のメインプログラム 

   阿藤 京子 氏 

東京生まれの東京育ち。英語とアメリカに憧れ、高

校三年生の時に一年間アメリカに留学。友人家族と教

会に行くなどキリスト教に接する機会も多く大学は青

山学院へ。卒業後、出版社に就職するも福祉への思い

は強く、社会福祉士資格を取り 5年で社会福祉協議会

へ転職。 

現在はファミリーサポートセンター係長。 

今月は、東京西クラブとの合同例会です 

                             

☀ ２月例会報告  

神学校での人生第二の学びについて 

松井 直樹 会員      （卓話要旨） 

私は、現在 72歳です。仕事は、高齢者福祉の出版業

で、子ども達も家を出て第二の人生の旅路を歩んでいま

す。そして今は、日本聖書神学校の 2年生、夜間の学校

なので皆様にはご迷惑をおかけしております。 

15、6年前に当時の愛恵福祉支援財団理事長の寺門先生

と知り合うことが出来ました。そして、オーストラリア

など海外の介護施設を見学するツアーに参加させて頂

き、本当に感謝しております。その中で特に教わったこ

と。それは、海外の介護施設には必ずチャプレンなどの

宗教者がいること、また教会の中に地域のデイサービス

センターやホスピスがあることです。何故、日本の介護

施設には仏教やキリスト教などの各宗教の宗教者がいな

いのか。お寺や教会にデイサービスセンターやホスピス

がないのでしょうか。これも神学校を目指した一つの理

由です。 

また、アメリカのリタイアメントハウスは大学（ダー

マス大学、スタンフォード大学など）の傍に建設される

ケースがあります。主に退職した教職員が入り、大学で

学びますが、そうでない人もいます。そして、学びたい

学科を若い学生と共に学ぶ「生涯学習型」のライフスタ

イルです。学びたい、知りたいという欲求は、何故、人

間だけが持っているのでしょうか。これは人間が最後ま

で持っている基本的な大事な性格であると思います。学

んだことや芸術、音楽で新たに他の人達や地域社会に貢

献することも可能となります。更に、若い人々にとって

も励みになります。何故、高齢化が世界一の日本の大学

はそれを積極的にしないのか。それも不思議です。 

神学生の日常生活についてお話したいと思います。 

一言でいうと、神学生の 1日は、「働き、学び、そして

祈る」という大変忙しい生活です。 

「働き」ということ。：昼の仕事はサラリーマンや教員、

看護師、施設の職員、ケアマネなど様々です。 

「学び」ということ。：夕方の 6 時～10 時まで。90 分授

業が 2コマです。 

「祈る」ということ。：週２回の礼拝があり、学生が司式

をします。 

中世の修道士は、修道会に引きこもって、農園などで働

き、学び、そして祈るという日常生活ですが、現代の神学

生は、皆、サラリーマンや教員、介護職員なので社会生活

をして、家庭をもっているというように時間に追われる

毎日です。ですから寮もあります。 

神学校で一番苦労している授業について 

 授業の内容は新約学や旧約学など様々です。その中で、

私が一番苦労しているのは、ギリシャ語のような語学で、

授業に追いつくのがやっとです。若い方は、すらすらと

学べて 100 点をとりますが、私はひどい時で 30 点位で

す。 

神学校で一番楽しい授業について 

苦しい授業もあれば楽しい授業もあります。カリキュ

ラムの中でも、仏教や神道を学ぶ「日本宗教史」の時間は

楽しい授業です。私の母の田舎は、長野県下諏訪です。御

祖父さんは山岳宗教、伯父さんは熱心な仏教徒で、地元

の仏教の本を 2冊も書いています。 

こうした日本の各宗教を学ぶことは、自分のルーツを探

る上でも大変勉強になりましたし、神学校に入ってから

は、よく博物館やお寺にも行くようになりました。 
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日本のことを戦後生まれの私たちは意外に知りません。

特に仏教にはキリスト教と共通点が大変に多いことも分

かって来ました。 

母は白山教会の熱心な教会員でした。 

この教会のドイツ系アメリカ人宣教師ミス・モーク先

生は、戦前の東京都の児童福祉の貢献者でした。 

また、先生はらい病の薬を開発した石館守三らを育てま

した。沢知恵さんのお祖父さんさんも教会員です。 

戦争中も日本にとどまり、収容所にいました。Ｂ２９の爆

撃の中のエピソード（収容所の所長の回心のこと） 

母が大変尊敬しており、写真がいつも家にありました。 

三鷹市へ引っ越してからは母が熱心なクリスチャンでし

たので、近所の三鷹教会に通い始めました。 

この教会は、戦後、直ぐに建てられた教会で、初代は石島

三郎という信濃町教会出身の牧師です。 

三鷹教会のこと 

初代牧師の石島三郎は、形式を嫌い、教会には十字架も

ありません、お酒もたばこも自由です。鶴川の農村伝道神

学校の先生でもあり、大勢の牧師を育てました。 また、

推名麟三という小説家が信徒にいました。 

現在、三鷹教会は建て直され、YMCA やワイズの関係者

が多くいます。YMCA では戸坂昌子さんと旦那さんの島田

さん、日本 YMCA同盟の横山由利亜さん。元ワイズでは笈

川光郎さんや亡くなられた神山魏さん、ご主人がワイズ

だった松本倫子さんなどです。また、武蔵野 YMCAの関係

者の若い方もいます。大先輩には鈴木榮さん（鈴木健彦さ

んのお父さん）や青木茂さん（学Ｙ出身）など。現在の牧

師は、学Ｙ出身の石井智恵美先生です。 

関田寛雄先生との出会いについて 

私たちの時代は団塊の時代と呼ばれ、全国の大学では学

生運動が盛んでした。そうしたこともあり、私は家族の中

でひとりだけ教会からも家族からも遠ざかっていた時期

がありました。しかし、そんな私を見かねたのか、私の長

兄が自分の母校の青学の聴講生に私を誘ってくれました。

そこで私は、関田寛雄先生と出会うことが出来ました。な

お、関田寛雄先生は若い頃、横浜 YMCAの職員でした。 

それ以来、関田寛雄先生の司式で結婚もしましたし、先生

が 94歳になられた今も教わっています。 

目白にある日本聖書神学校を見つけました 

入って驚いたのは、80 歳の方が若い学生と同じように

夜、正科生で学んでいる姿でした。中には奥さんを亡くさ

れた我々のような中高年の男性も何人もいます。そして、

やはり正科生の方々は私のようないい加減で未熟な者と

大変に様子が違うし、本当に真剣であることも大きな刺

激になりました。 

しばらくして、日本聖書神学校に来ると何か懐かしい

感じがするのです。それは受洗した三鷹教会の時と同じ

です。  

ある時、礼拝堂の中に小さな小部屋があるのに気付き

ました。中に入ってみると自宅にあったモーク先生の写

真と同じ写真がありました。そこで小石川白山教会の創

設者が、この日本聖書神学校も建てたことが、分かりま

した。モーク先生もここの教授でした。そこでやっと私

が三鷹教会の時と同じように懐かしい感じがするその理

由が分かったのです。そして、長年にわたりお世話にな

った、私以外の家族全員の葬儀の司式や今私が住んでい

る自宅の棟上げ式など私たち家族の冠婚葬祭の司式は、

全てこの神学校の卒業生たったことも分かりました。 

また、そのことを知った私の兄の残された義姉も大変驚

きました。その義姉も兄が亡くなった時に私と同じよう

にクリスチャンになりました。  

熱心なクリスチャンだった母の遺言は、4人兄弟の内、

1 人位は、この道を歩んで欲しいという希望もありまし

た。これはもしかして何かのお導きかも知れないと思い

始めましたちょうどその頃、80歳の方が若い学生と同じ

ように夜、学んでいる姿を見て、正科生の方々は本当に

真剣であることに大きな刺激を受けました。 

そこで、私は最後の第二の人生の、残り少ない時間を神

様のために使おうと思い立ち、正課生になったわけです。 

肉体は衰えますが思考系の大脳は、40代以降です。し

かし、臓器の一部である脳も筋肉と同じで、使わないと

衰えます。また、脳は新しい刺激がないと機能低下で衰

えます。 

そこで第二の人生において、何でも色々な趣味の学校や

講座に是非通うことをお勧めします。また若い方々との

交流も大変に刺激になります。 

しかし、語学などの暗記ものは早くからやった方がいい

と思います。「無理なく楽しく学ぶ」のが中高年の学ぶ

コツです。 

☀ 東京 YMCA日本語学院 

スピーチコンテスト開催 2022.2.10 

世田谷クラブ賞：グエン ティ マイ君 （ベトナム） 

「言葉の力」 

東京クラブ賞：バータルズル ヘウルジージャルガル君 

「アニメ映画から見つけたこと」（モンゴル） 

最優秀賞： オウ ジヒ君「賢さと愚かさ」（中国） 

初級、中級、上級、7名の方々が、日ごろの成果を発揮 
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☀ リビーが南センター3階に入居します 

▼liby(リビー)とは…▼ 

let it be at the YMCA of Tokyoの略。 

子どもたちがありのままに過ごせる場所です。 

誰かが子どもたちを指導したり教えたりというよりも、 

子どもたちが考えていること、やっていること、願いを、 

ここで関わってる大人たちが共有し、共に“いま”を生き

ている場所です。 

学校外の居場所を活動の中心にしながら、若者の語れる

場（URA-liby）や不登校の子どもを持つ親の会、様々な講

演会活動を行っています。 

わたしたちはlibyに集う誰かと共に毎日を過ごしながら、 

『お互いに“let it be”でいられること』を考えていき

ます。 

 

☀ ＹＭＣＡ保育園ねがい 花の芽が！！！ 

 

プランターの 水仙、チュー

リップ、クロッカス 芽が

出てきましたよ、親子でガ

ーデニングできる日が楽し

みです。 

 

☀ 会長通信 ２２０3 

カトリック・バチカンの国務長官ピエトロ・パロリン枢

機卿は、ウクライナ侵攻について、以下声明を出されたの

で紹介します。 

『教皇フランシスコは、一般謁見にて「深い悲しみ」と

「苦悩と不安」を表明した。また侵攻当事者に、「苦しみ

を増し」「国家間の共存を破壊し」「国際法を軽んじる」あ

らゆる行動を控えるよう呼びかけた。その事はウクライ

ナの領土で、ロシアの軍事行動が展開されている中、急務

な呼び掛けとなっている。 

憂慮していた悲劇的な展開が、残念ながら現実になろ

うとしているが、知恵を用いて世界を、戦争の狂気と恐怖

から免れさせる事はできる。 

我々カトリック信者は、世界の運命を握る人達の、良心

の光に対する希望を失ってはならない。平和の元后マリ

アが、世界を戦争の狂気から守ってくださいますように。』 

 

☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

▼ 愛恵福祉支援財団との共催による第 23回愛恵エッセ

イ募集「豊かな福祉社会を創るために」は、「パンデ

ミック（感染症）と私たち」をテーマに作品を募集し

たところ、一般の部 127人、専門職の部 7人、学生の

部 139人から応募があった。今後、審査会で選考され

た入賞者が表彰を受ける他、入賞作品を集めた作品

集が発行される予定。 

▼ 全国ＹＭＣＡで取り組んでいるいじめ反対キャンペ

ーン「ＹＭＣＡピンクシャツデーツデー」は、今年は

2 月 23 日に設定されている。その前後の期間に、各

部では子どもたちといじめについて考える時間を持

ったり、キャンペーンブースを設置したり、ピンクの

ものを身に着けてアピールする等、様々な取り組み

が展開される。全国ＹＭＣＡでは発達支援事業部会

と日本ＹＭＣＡ研究所の共催で、オンライン講演会

「ネット社会を生きる子どもたち―フリースクール

の子どもたちとの出会いを通して」を 2 月 7 日に開

催し、田辺克之氏（神戸フリースクール代表）を講師

に迎え、全国ＹＭＣＡの職員や関係者 110 名が参加

した。 

▼ 3 月 10 日から 3 泊で計画されていた実技トレーニン

グについては、感染症対策のため座学トレーニング

と日帰りのスキートレーニングに急遽変更して実施

をすることとなった。 

▼ liby 移転に伴い、南センターの大掃除を実施してい

る。 過去の資料等ファイルも多く、 

粗大ゴミの処理やシュレッダー処理を行っている。 

 

▼ 今後の主な行事予定 

・「第 23回 libyチャリティーコンサート」 3月 13日  

会場：山手センター（オンライン配信もあり） 

  出演：越智光輝とゆかいな仲間たち／三菱商事コー 

ラス同好会（映像出演） 

・3月 22日～23日 ちびっこふじさんぽキャンプ 

           御殿場東山荘 

         わんぱくクラブ   都内近郊 

・3月 26日～30日 チャレンジスキーキャンプ  

  志賀高原高天が原 

          中高生スキーキャンプ  

    志賀高原高天が原 

・3月 27日～30日 エンジョイスキーキャンプ 

   志賀高原高天が原 

・4月 14日 「第 31回チャリティーゴルフ大会」 

   会場：ＰＧＭ総成ゴルフクラブ 

     

 
        

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 

 

  

 

 


