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９月例会プログラム 

日時 ２０１７年９月９日（土）１８：００ 

司会 大澤メン 

 

 １ 開会点鐘 小関会長 

２ ワイズソング 

３ ワイズの信条 

４ 聖書・食前の祈り 澁谷メン 

５ 会食（自己紹介）   会費 １０００円 

６ 卓話 

 「ジャカルタ日本人学校」鈴木 洋氏 

７ アピール ①思埜扉(しのひ) 

       ②フードバンクネット西埼玉 

８ ワイズ報告 小関会長 

９  YMCA報告 太田主事 

10 誕生・結婚記念 

11 にこにこ献金 栗原メン 

12 閉会点鐘 小関会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 キリスト教の概念－愛         澁谷弘祐  

「愛」という言葉を見聞きした時、一般的に想像するのは男

女の愛ではないでしょうか。英語も Loveとなっています。しか

し語源のギリシャ語「愛＝アガペー」という言葉からはもう一

つの英語が派生しています。Charity です。慈善≒慈善の行為

という意味です。本来はこの言葉が最初です。今年は宗教改革

500 年でキリスト教界隈では様々な記念行事が行われています。

その学びの中で改めて知ったこととして、アガペーは神の愛を

示し、意味としては「無償の≒無私の思い」と考えられてきま

した。ところが「思い」とは内に秘めるだけでは人に知られず、

実際にキリストも行動を通して現実に反映したので、ローマ・

カトリック教会では「思いは行為に内包する」と考えるように

なりました。その結果、高校の世界史で習う歴史事件として免

罪符を否定した「95か条の提題」から宗教改革がはじまり、こ

の出来事が起こったのが 1517 年です。免罪符は専門用語では

贖宥
しょくゆう

状と言いますが、「贖」は贖
あがな

いで過ちを代償すること、「宥」

は訓読みでゆるす、なだめるという文字通りの意味です。贖宥

状の課題は、赦しという神が行使する権限を人間が代行（＝保

証）した点にあると思っています。贖宥状には先祖の罪を子孫

が償うという意味合いがあったようです。後の時代の人から先

の時代の人への慈善です。自分には何の利益もないですから。

こうして「愛（＝アガペー）→慈善→贖宥」という誤解を解く

ために宗教改革者たちは「慈善」でなく「愛」という言葉を使

うようになりました。その点で隣人愛は「慈善」であり「愛」

ではありません。実際にある聖書箇所では旧約聖書の「愛」を

新約聖書で引用した時に「憐れみ（の心）」と訳出しています。

憐れみは強者の弱者に対する思いではありません。親が子に対

する、何でもしてやりたいと思う無限のあふれる愛情です。動

機は純粋でも行為が悪いと慈善は理解されません。逆も然りで

す。誰のために何をするのか。YMCAの掲げる Cの理解の一助に

なれば嬉しいです。 

９月 2017 年度 通巻 349 号 ユース 

今月の聖句  

「主の救いを黙して待てば、幸いを得る。若い 

ときに軛
くびき

を負った人は、幸いを得る。」 

（哀歌３章２６節～２７節） 

 ８月のにこにこ 7,800 円 

 出席率 55 パーセント 

 ７月例会 合計 13 名 

 (ワイズメン 6 名 メネット 0 名 ゲスト 7 名) 

 

会 長 小関京子 クラブ会長主題 「喜びを持って奉仕しよう！！！」 

副会長 大澤和子 国際会長主題 「Let Us Walk in the Light – Together(ともに、光の中を歩もう)」 

       アジア会長主題 「Respect Y’s Movement(ワイズ運動を尊重しよう)」 

書 記 澁谷弘祐 東日本区理事主題 「Extension  Membership ＆ Conservation(広げようワイズの仲間)」 

会 計 栗原成晃   関東東部部長主題 「義務を果たして、クラブと関東東部の活性化を図ろう」 

 



準備例会報告  澁谷 弘祐 

 8月 19日（土）17 時～18 時 毛呂教会 

 出席者 大澤 澁谷 栗原 

 ① ９月ブリテンの内容確認 

 ② 定例会プログラムの確認 

 ③ お茶会計について協議 

  ・管理は澁谷、仕入は小関メン。小払いで行う。 

 ④ 関東東部部会（9月 30 日） 

   申込は 9 月 20 日（水）まで。参加を呼びかける。 

 ⑤ 卓話者の謝礼について協議 

 ⑥ フードバンクへの協力について協議 

  ・思埜扉(しのひ)を含めアピールの機会を持つ 

 ⑦ YMCA協力会員について 

  ・クラブメンバーの協力を呼びかける。 

 ⑧ 次回準備例会 9/16(土)17 時 毛呂教会にて 

ワイズ報告         小関 京子 

①関東東部部会 9月 30日(土)14時～18時 30分 

千葉市美術館１階さや堂ホール 会費４０００円 

申し込みは 9月 20 日までです。 

②十勝ワイズメンズクラブじゃがいもファンドの案内が

来ています。ご希望がある方は、詳細は小関まで 

③東日本区ワイズメネットの集い 11月 25日(土) 

 横浜 YMCA にて 

④10月例会 卓話者 愛知工業社長 愛智直行氏 

 「海底ケーブルで世界をつなぐ」 

⑤会費振り込みのお願い 

◎郵便局からの送金の場合 

 送付先 ゆうちょ銀行 

 記 号 10360 番 号 68683481 

 口座名 トコロザワワイズメンズクラブ 

◎ゆうちょ銀行以外からのお振込の場合 

 店 番 038 

 種別普通 番 号 6868348 

 口座名トコロザワワイズメンズクラブ 

以上のとおりよろしくお願いします。 

例会報告 須田 聖子 

 入間市障害者基幹相談支援センターを含む福祉の様々

な分野での豊かな経験と知識をお持ちの上山武夫氏は、

日本での「福祉の歩み」から「障害と福祉」のすべてを

詳しく語ってくださいました。 

 聞き入っていた参加者全員が「障害とは」「人権とは」

「ノーマライゼーションとは」をより理解し、又、障害

を自分自身の問題と捉え「地域共生社会実現に向けて」

私たちができることは何かを考えさせてくれる卓話とな

りました。 

三部合同例会報告       澁谷 弘祐 

 8月 26 日(土)18時より YMCA川越センターにおいて、

川越クラブをホストとして埼玉・所沢両クラブも参加し

て行われました。二人の卓話者を通してアジア太平洋地

域大会について伺いました。当クラブからは大澤さんが

参加され先月号のブリテンに記事が載っていますのでど

うぞご覧ください。卓話者の一人目は利根川直前理事で、

大会で東日本区の活動を報告する際に、東日本大震災に

ついて随分心を砕いたこと、特に海外クラブの協力に対

する御礼と国内クラブの奮闘についてスライドを通して

教えて下さいました。二人目は永坂仁さんで、大会と共

に開催されたアジアユース大会の報告でした。その場で

出会い会期中にダンスを覚えて披露するという形を通し

て各国のユースの関わりを作っていると聞き、ご労苦が

多いと感じました。永坂さんは 2017年から 2019 年まで

AYR（アジアユースレプレゼンタティブ）を務め、2019 年

の仙台におけるアジア大会と共に行われるアジアユース

大会でリーダーシップを発揮することを期待されていま

す。各国から派遣されたユース達の中で英語が苦手な方

もいたとのことで、今後の課題であるとも話しておられ

ました。今回知ったのはユースは 29歳までだそうで、社

会人や研究者の卵として励んでいる青年たちを応援する

ことがやはりワイズメンの使命だと考えさせられました。 

YMCA報告           太田 昌孝 

8 月 17 日～18 日 第 41 回全国 YMCA 少年少女 

    水泳大会 場所：千葉県国際総合水泳場 

8 月 27 日 2017 年度 埼玉 YMCA 職員研修 

      場所：所沢センター 

※短期講習会・サマーキャンプ・イングリッシュ 

 スクールの夏季プログラム 8 月 25 日（金）を持っ 

 て無事終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の行事予定 

9/ 9(土) 18:00 例会 

9/16(土) 17:00 準備例会(毛呂教会) 

9/30(土) 13:30 関東東部部会 in千葉 

10/14(土) 18:00 例会 

11/25(土) 東日本区ワイズメネットの集い 

お 知 ら せ 

例会では、フードドライブを実施します。 

1カ月以上の消費期限のある食品をお持ち下さい。 

フードバンク西埼玉に提供します。 


