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☀ ７月例会プログラム 

と き 7月 19日（金）移動例会 

ところ 仙台：アジア太平洋地域大会において  

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 司会               村野  繁 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       松井 直樹 君 

 ５．会食 

 ６．部長公式訪問＆カイムキクラブ・セトさんを迎えて 

 ７．ハッピーバースデイ  7/22 小川 圭一 君 

7/ 1 松井 百合子さん 

   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 「より良い明日のために今日を築こう」（Building today for a better tomorrow ） Jennifer Jones 

        (オーストラリア)  

アジア太平洋地域会長主題        「アクション」    （Action） 田中 博之   (日  本）  

東日本区理事主題        「勇気ある変革、愛ある行動！」  山田 敏明     (十  勝) 

東 新部 部長 主題       「心を尽くして、ＹＭＣＡのために」 小川 圭一  (東京世田谷） 

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                2019年 7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              ＊キックオフ ＊ 担当主事 中里  敦  

      YMCAサービス ASF RBM 

 

 

s 
                                                                                                    

       †今月の聖句 
 

 この方こそ、「あなたがた家を建てる者に捨てられ 

 たが、隅の親石となった石」です。 

 

This is the stone which was rejected by you 

builders, but which has become the head of the 

corner 

              使徒言行録 4章 11節 

                  (松井 選) 
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会員在籍  １１名 

 

出 席 率  １００％  

 

第２例会 6/27日(木） 

    （10 名出席） 

朝倉、岩﨑、小川、小原、

川嶋、寺門、張替、松井、

村野、中里 

（太田ビジター） 

 
例会出席者    6/21日（金） 
会  員          11名 
メネット          0名 
メイキャップ         0名 
ゲスト            3名  
ビジター        1名 

合計        15名 
 
すずらん会参加者 6/27日（木） 
 ゲスト         47名   
 スタッフ        12名 
 合 計           59名 

 

 6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

2018 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 

6月         7,823円 

年度計    111,578 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 

 今月は、アジア太平洋地域国際大会が 7月 19～21日に

仙台で開催されることから、7 月の例会を現地での移動

例会とし、カイムキクラブのセトさんを迎え、交流の一

時を過ごすことに。また、小川東新部部長の年度にふさ

わしいクラブ活動が行えるように語り合いましょう。 

          

☀ ６月例会報告 

 今期最終月となり「評価＆課題」のテーマにつき 

 一同にて検討議論を重ねました。 

（1） 評 価 

 朝倉会長による見事なリーダーシップの基に、これま

でのご経験から大局的グローバルな視点で『ワイズメン

ズクラブ活動の在り方や方向性について』の鋭い分析を

戴き、我々の活動を振り返ることが出来た幸いな第一期

であったと思います。 

前会長であった小生の腰痛傷害により、任期途中で中

座した残念な思いを、新会長により回復軌道に乗せて頂

き感謝しています。 

 

【世田谷クラブの現況】 

① 会員数 期初 15名 期末 12名（主事 1名含む） 

 －3名 入会者 0名 

② 出席数 第 1例会 平均＠/月 20名（ゲスト含む） 

      第 2例会      10名 

    すずらん会     13名（ゲスト 53名） 

③ 平均年齢 75歳  

（2） 課 題 

  ・入会者が 0であったこと。 

  ・目標が見えず実践力不足（？） 

  ・高齢化（平均年齢 75歳） 

(3) 改 善 策(案) 

  ・仮称  【友の会】等の会員外メンバーの検討。 

 ・YMCA協力 

 ①希望が丘保育園園外活動支援 

 ➁野外活動キャンプリーダー支援 

 ・行政施策との連携・障がい者 高齢者 福祉活動 

  参加  

 ・近隣クラブとの交流事業・ブリテン交換・例会出 

  席などを通して諸問題解決策を見出す。 

次期、東新部部長クラブとしてかなりのエネルギーを 

注がなければならないと考えられるので、少人数・高 

齢クラブの制約に負けない方策を検討したいと願って 

います。 

 最後の世田谷クラブチャーターメンバーのお一人であ

った冨田釮次さんが９８歳の天寿を全うし天国へ凱旋な

され、６月３日千歳船橋教会にて葬儀に参列し冥福をお

祈りしました。 

 6 月例会に冨田さんのご家族、娘さんの片岡さんご夫

妻、孫の山田悦子さん、そして曾孫さんがご来会され、

葬儀の折のお礼を述べられ、多額の献金をいただきまし

た。お孫さん、曾孫さんとつながる冨田さんのワイズラ

イフ、ご冥福を改めてお祈り申し上げます。 

(寺門 記) 

 

☀ 第 2例会（6月 27日）打ち合わせ事項 

１： 7月ブリテンについて 

   締め切り日：7月 5日（金）まで 

   印刷日：7月 9日（火）15：00 

    

２： 報告事項： 

下北沢音楽祭（テーマは異世代共存響声、 

7 月 4 日（木）～7 日（日））について 

6月 1～2日 東日本区大会がオリンピック記念青

少年センターで開催されたことについて 

６月の「今期の評価と課題」の日について 

部全体の評価と各個人の評価について 

   7月の小川部長公式訪問について 

   その他について 

   7月プログラム（仙台での移動例会） 

   司会     村野 繁 君 

 部長公式訪問 
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３： 協議事項 

  アジア太平洋地域国際大会開催 7月 19－21日仙台

7月のスケジュール調整は、現地での移動例会とする。 

① 小川東新部部長での体制作りへの取り組み 5 月

25 日（土）事業・運営引き継ぎ会以降に各クラ

ブの人数を各会長が把握。 

その連絡を待ってから各クラブへの請求書の作

成なども動きだす。 

6 月中に東新部の業務分担とスケジュールを確

定する。 

② 10 月 12 日部大会の実行について（銀座ライオ

ン）コンテンツなど細部での打ち合わせを 7 月

9 日（火）の印刷の時に行う。それまでに資料

作成すること 

③ 寺門文雄ワイズからの今後の組織体制の在り 

  方について 7 月以降の東新部の運営を含めての 

  実行可能な組織体制づくりについて 朝倉会長 

  のレジュメをたたき台にしたアクションプログ 

  ラムの作成と年間スケジュール表の作成 

④ その他 

世田谷区との関係について、補助金の活用など。 

 

☀ ＹＭＣＡ保育園「ねがい」開設されて  

 20年余り

世田谷区奥沢

にて運営され

たチャイルド 

ケアセンター

(保育室)を閉

園し、旧世田

谷区立希望丘

保育園の移転

に伴い、旧園舎を全面改修し新たに認可保育園「きぼ

う」が開設されました。 

 6月 29日（土）開所式が執り行われ、増田琴牧師

（日本基督教団・経堂緑岡教会）に奨励を、祝辞を保

坂展人世田谷区長に頂き、多くの参列者と共に、世田

谷クラブメンバーも晴れの日をお祝いいたしました。 

 高橋里香園長、中谷綾主任、スタッフの方々のご活

躍を願うと共に、クラブとしても今後のサポートを、

花壇、ビオトープと、高橋園長からのリクエストもあ

り、会員一同で対応を考える一日となりました。 

  7月 1日に新園を開設する運びとなります。 

 （世田谷区船橋 6-26-5 UR希望ｹ丘団地 5号棟） 

 （小田急線経堂駅又は千歳船橋駅よりバス、 

  『希望ヶ丘団地』下車 1 分） 

 

☀ 下北沢音楽祭 

  「みんなのうたごえサロン２０１９」 

 ～ふるさと世田谷うたのまち～をキャッチフレーズに、

16回目のイベントでした。 

 来賓には保坂展人区長、作曲家の池辺晋一郎さん。取

材には、地元のエフエム世田谷と読売新聞が来てくれま

した。下北沢小学校の合唱団は、校長先生も含めて参加

し、コンクール課題曲や新しい校歌を歌ってくれました。

リトミックを応用した途中のリズム体操にはピアノ伴奏

チームの片岡幸江さんのお嬢さん英利子さん。ファイナ

ルは総勢２００人を超える人々と歌う感動の「ふるさと」

でした。 

嬉しかったのは、社協の最初の担当者、阿藤京子さん 

が応援に駆けつけてくれた事です。10月の東新部部 

大会会で、活動の証言をして頂きます。      

下北沢小学校の合唱団 コンクール課題曲を披露 

                   （小川 記） 
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☀ 会長通信 １９０７  

 雨もようの 6 月 30 日に東京 YMCA 保育園ねがいの開

所式が取り行われました。0才から 5才までの約 80人

の幼児の子育てを支援する予定だそうです。世田谷区

は待機児童問題の渦中にあっただけに大変時宜にかな

った対応であると思います。先日の例会での山田悦子

さんのお話しとも合わせ、日常的に居場所を求めてい

る方は、高齢者から児童、また母親まで実に多く、団

塊の世代を考えると、これから増えこそすれ、減って

いく事はないのだろうと思われます。一方行政側から

見れば、福祉関連予算は増大するばかりですし、あの

厚生年金の 2,000 万円問題からもわかる通り、我々を

含む民間の奉仕団体への依存は増すばかりではないで

しょうか？少子高齢化だからワイズメンズクラブの活

動が縮小してしまうという考え方は現実に存在するニ

ーズを、大きく見過ごしている、もしくは無視してい

るのではと考えるべきではないでしょうか？今こそ

YMCA のみならず、他の行政団体と協働並びに共生を図

るときが来ていると思います。具体的かつ将来の持続

的継続性を考えたうえで第一歩＝ACTION を踏み出しま

しょう。林さんではありませんが“今やらなくていつ

やるのか？今でしょう”という事です。 

                 （朝倉 記） 

                  

今後の卓話予定 

 8月 山田悦子さん ワークショップ 

         「アート・イート・リート」 

 9月 リーダー達のプログラム 

10月 ティム・クックさん、他（予定） 

 

＊ 今後のスケジュール 

 ７月１日（月）部報１号発行 

 ７月 2 日（火）多摩みなみ訪問 

 7 月 9 日（火）南センターにて、 

    14：00～打ち合わせ、印刷、 

         第 1 回役員会 

7 月 12 日（金）下北沢すずらん会  

            センテニアル訪問 

7 月 13 日（土）第 1 回評議会 

          （山手センター 101） 

7 月 15 日（月）韓日童謡を歌う会（予定） 

７月 16日（火）むかで訪問＋東京 

7月 17 日（水）ボラセン歌の広場、 三茶 

    19：00～ 町田スマイリングクラブ   

      町田市民フォーラム４階講習室 

7月 19日－21日 第 28回アジア太平洋地域国際大会 

                   開催 仙台 

  19日 第 1例会 部長公式訪問 （仙台へ移動） 

         

7月 25日（木）YMCAすずらん会 第 2例会 

                                                                                        

 ☀ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ 

 キャンプの受付が始まり、リーダー会、トレーニング

とキャンプに向けての準備も進んでいます。6月 27日に

は打合せ会も行われ、キャンプを楽しみに待っている子

どもたちと保護者が南センターを訪れていました。 

さて、同じ 6月 27日には、世田谷区船橋の希望ヶ丘団地

にある「YMCA保育園ねがい」の開所式が午前中に、内覧

会が午後に行われました。開所式には、世田谷ワイズか

らも 5名の方にご参加いただき、また、その後の内覧会

にもお越しいただけたこと心より感謝申し上げます。（東

京ＹＭＣＡのＨＰにも掲載されています） 

そして、7月 1日の午前 9時から 28名の園児を迎えてい

よいよ保育がスターとしました。希望ヶ丘にある「ねが

い」保育園として子どもたち、保護者、職員、地域とそ

れぞれのねがいを認め合い、かなえられる場になればと

の思いがあります。南センターとしてもどのように関係

を作っていけるかは今後の課題の一つでもあり、地域に

根ざした保育園となれるよう協力をしていきたいと思い

ます。7月からワイズの新しい年度がスタートしました。

すでに開所式には花壇に素敵な花が植えられ、オープニ

ングを華やかに彩っていましたが、今後もワイズの皆様

のお力添えのほどよろしくお願いいたします。 

 

【東京 YMCA・南センター今後の予定】  

毎週水・木 15：00～19：00 中高生カフェ 

7 月 20日（土）～21日（日） 

はじめてのおとまりキャンプ               


