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“TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT” 

Affiliated with The International Association of Y’s Men’s Clubs 
Chartered : 10 May, 1961 

 

Office : Tokyo YMCA Toyocho Center 
2-2-20 Toyo, Koto-ku, Tokyo, Japan 

 

〒135-0016 東京都江東区東陽2-2-20 
東京YMCA東陽町センター内 

TEL 03-3615-5568 

今今今今    月月月月    のののの    聖聖聖聖    句句句句    

  最後に言う。主により頼み、 
         その偉大な力によって強くなりなさい。 
 
  Finally, be strong in the Lord and  
            in the strength of his might. 
 

                （エフェソの信徒への手紙6-10） 

東京むかでワイズメンズクラブ東京むかでワイズメンズクラブ東京むかでワイズメンズクラブ東京むかでワイズメンズクラブ    
THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO-MUKADÉ  “CENTIPEDE” 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    

 会    長  神保伊和雄 

 副 会 長  伊丹 一之 

副 会 長  佐藤   猛 

 直前会長 森本 晴生 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    
 書    記  高津 達夫 
           土井  宏二 
会    計  今井 武彦 
          城井  廣邦 
担当主事  堀口 廣司 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

            １１１１月月月月    ＩＢＣ／ＤＢＣＩＢＣ／ＤＢＣＩＢＣ／ＤＢＣＩＢＣ／ＤＢＣ    についてについてについてについて    

Stockholm-Broma（スウェーデン）、Kingsville（オー

ストラリア）、Katajaiset-Helsinki(フィンランド)の３クラ

ブと国際兄弟クラブ（IBC）を締結しています。 

 神戸ポートクラブと国内兄弟クラブ（DBC）を締結し、

8月の野尻ファミリーキャンプに迎え、12月例会を訪問

するなど、随時交流しています。    （森本  記） 

１１１１月新年月新年月新年月新年本本本本例会例会例会例会    プログラムプログラムプログラムプログラム    

                 

                          受  付  伊丹 一之 

                          司  会  櫻井 浩行 

 

開会点鐘               会  長  神保伊和雄 

ワイズソング            一 同 

ゲスト・ビジター紹介           司 会 

今月の聖句/感謝          高津 達夫 

楽しい食事 

今年の抱負・新春放談会 

参加者全員 

強調月間アピール                森本 晴生 

ハッピーバースデー・結婚記念     司 会 

スマイル             鈴木 健彦 

ウエルネス           土井 宏二 

諸報告               各担当者 

閉会挨拶          副会長 佐藤   猛 

閉会点鐘           会  長  神保伊和雄 

１１１１月月月月        新年新年新年新年本例本例本例本例会会会会    

日日日日        時時時時        2222014014014014年年年年１１１１月月月月２１２１２１２１日（日（日（日（火）火）火）火）18181818:3:3:3:30000～～～～22220:300:300:300:30    

場場場場        所所所所        人形町今半人形町今半人形町今半人形町今半    上野広小路店上野広小路店上野広小路店上野広小路店    

（上野松坂屋前・℡ 03-5688-0754 ・地図別掲） 

    会 費 飲酒の方１万円／非飲酒の方 8500円）     

２０１４年 １月例会 （第６２３回） 

（強調月間：ＩＢＣ／ＤＢＣ）    

         ２０１３年７月 ～ ２０１４年６月 

国際会長主題 「全ての世界に出て行こう」 

  アジア会長主題 「未来を始めよう、今すぐに」 

東日本区理事主題 「い ざ た て」 

  東新部部長主題 「楽しく そして あたたかく」 

２０１３年 １２月 の 記 録（＊累計は期初からの24累計） 

会  員  出  席  状  況 メーキャップ記録 ス マ イ ル   今月分 19.870 円 

正 会 員 13 名 出席(メネッﾄ) 3 名          ２名 ＢＦポイント  現金累計     0 円 

広義会員 0 名 出席(コメット) 0 名 城井廣邦 12/12 神戸ﾎﾟｰﾄ              切手累計        0 ｇ 

功労会員 3 名  出席(ゲスト) 13 名 櫻井浩行 12/23 第二例会 未使用カード  累 計     0 枚 

在籍者数 16 名 出席(ビジター) 4 名  リングプル  累 計  729 Kg 

出席(正会員) 10 名 出席(スピーカー)     0 名   むかで基金   今月分 19.870 円 

出席(功労会員) 0 名 例会出席総数   30 名 出席率12/13＝92％   

   会費振込先 

 

みずほ銀行 津田沼支店  普通預金 ２４０６４９０ 東京むかでワイズメンズクラブ 

 

2222月４日（火）まで月４日（火）まで月４日（火）まで月４日（火）までににににBF/CSBF/CSBF/CSBF/CS資金を集めよう資金を集めよう資金を集めよう資金を集めよう！！！！！！！！    

年賀はがき切手ｼｰﾄ年賀はがき切手ｼｰﾄ年賀はがき切手ｼｰﾄ年賀はがき切手ｼｰﾄ（同額以上の現金でも可）と

使用済切手使用済切手使用済切手使用済切手シートシートシートシートの提出をお願いします。 

          HAPPYHAPPYHAPPYHAPPY        BIRTHDAYBIRTHDAYBIRTHDAYBIRTHDAY    

 7日 吉岡 笑 23日 櫻井啓子 24日 鈴木健彦 

         結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとう    

26日 神保伊和雄・久子  
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      １２月クリスマス本例会報告             

東京むかでクラブの１２月例会は、クリスマス特別例会

として12月17日（火）18:00時より、東京YMCA東陽町セ

ンターの多目的室・ウェルビーを使って開催されました。 

18：00～18：30 第一部クリスマス礼拝（多目的室）。  

18：30～21：00 第二部ポットラックパーティー（ウエル

ビー）が催されました。 

第一部第一部第一部第一部は、高津達夫君の司式。丸山もと子さん奏楽。

最初に讃美歌114番で賛美。続いて奨励は、石丸泰樹牧

師（日本キリスト教団小石川明星教会）。クリスマスメッセ

ージは、「やさしいマリア」と題して「ルカによる福音書1章

1～20節」からお話を頂きました。 

マリアは御子誕生の出来事をこころに留めて、思いめ

ぐらしていたことは、別の人に引き継がれ、引き継いでゆ

かれたと。この世の業は神の栄光として引き継がれてきて

いるとメッセージを頂きました。  【写真】 

 

讃美歌109番賛美の後、続いて東日本大震災復興活

動支援献金にご協力いただき、集まった献金19,870円を

「東京YMCA震災復興支援金」として東京YMCAに寄付

しました。 

最後に、「東日本大震災のため」に祈り、第一部が終了

しました。 

第二部第二部第二部第二部は、森本晴生君が司会で、ポットラックパーティ

ーがスタートしました。最初に神保会長による点鐘・挨拶。

ワイズソングを斉唱、ゲスト、ビジターの紹介がありました。

出席者は30名。今月の聖句・感謝の祈りは、今井。 

長谷川君の発声で乾杯。ポットラックの食事が、ゲスト

より順に始まりました。（そのお料理の素晴らしさ！ 吉岡

君、高津・今井・土井メネットの腕前に敬服。） 

一通りお腹を満たしてきたところで、東京世田谷クラブ

張替君の高校・大学の学友である澤西さん、橋本さんのト

リオ【写真】による1960年代を風靡したメキシカンソング

（エルランチョ グランデ、キサス キサス キサス、ベサメ 

ムーチョ等）をギター片手に熱唱いただきました。参加者

の多くの方々の懐かしの青春歌を聞く機会をあたえられ

ました。 

次は本多謙君の主唱で讃美歌261番（主はきませ

り・・・）を丸山さんの伴奏で、参加者全員で合唱。 

歌い終わると、ハッピーバースデー。高津メネット・伊丹

君・神谷雅子さん・丸山もと子さん・大石祥寛さん5名。ち

ょっと得した気分で「ハッピーバースデー」を歌う。其のあ

とは、ゲスト、ビジターのショートスピーチがつづいた。 

最後に、今年の夏を思い出して、野尻ワールドへ。 

丸山もと子さん伴奏で「美しい湖水よ」を歌い、今年のクリ

スマス例会も幕となりました。 

今年のクリスマス特別例会のハイライトは、 

 １．小松元担当主事が、ご家族3人（ご子息涼君は生後

4ｹ月）でご出席いただき、正に「聖家族」そのものであり、

さらに美樹夫人が涼君を胸に抱く姿は、「聖母子像」その

ものだった。ご家族が、会場を和ませてくださったことに

感謝。 

２．今回のクリスマス例会には、櫻井君はご家族で欧州

旅行のため欠席なさいましたが、当日のワイングラス・お

皿を貸与下さったことには参加者一同感謝です。まさに

「地の塩」の業でした。 

なお、今年は、昨年までポットラックパーティーのお料

理作成を担当くださった窪田さんの欠席は寂しい限りで

したが、その代り、お料理は多くの方々の協力により十分

に備えられましたことを感謝します。       （今井 記） 

・出席者：神保、伊丹、今井、鈴木、高津、土井、長谷川、 

堀口、吉岡、森本 

・メネット：今井みどり、高津寿江、土井麗子 

・ゲスト：石丸泰樹（牧師）、石丸啓子、大石祥寛、 

小松康広、小松美樹、小松涼、澤西信夫、橋本吉彦 

本多謙、丸山もと子、向山新子、柳原みずき 

・ビジター：小原武夫・張替滋夫（東京世田谷）、 

磯田幸子（東京）、神谷雅子（東京西）、 

飯野毅与志（東京セントラル）        （敬称略） 

   

     DBC神戸ポートクラブ訪問報告    
12月12日（木）の18:30に、新神戸駅近くにある特別養

護老人ホーム「オリンピア」の2階ホールでの神戸ポートク

ラブのクリスマス祝会に神保会長と城井君と、芦屋クラブ

も加わって、ホームの方々と一緒にクリスマスをお祝いし

ました。「混声合唱団くさぶえ」の合唱と、大野勉さんのギ

ター演奏があり、聞いたり、一緒に歌ったりして楽しみまし

た。 （ここまでは、聞いた話です） 

第二部の「DBCナイト」は、20:00から近くのグリーンヒ

ルホテル神戸（長谷川君の設計です！）で、伊丹君と森
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本が加わりました。例会形式で、誕生祝い、会食、ゲーム

「ともに考えよう」、神保会長のスピーチ、歌があり、楽しい

雰囲気でした。芦屋クラブから12月23日のクリスマス祝会

のご案内がありましたが、むかでクラブからの参加申込は

無かったようです。楽しいときを過ごすうち、予定の21：30

をだいぶ過ぎて、閉会となりました。        （森本 記） 

 
 

    東京YMCAオープンハウス参加報告 

12月23日（月）待ちに待った東京YMCAオープンハウ

スが例年通りYMCA東陽町センターで開催されました。 

午前8時30分集合とは言っても、私と高津君2人きり。

それから、ガスボンベ、こんろ、鍋、食器、カレー等を運

び準備OK。 

後は10時にライスを引き取るだけで、いよいよ開店で

す。売れ行きも順調。しかしトラブル発生、肝心のお昼時、

ライスを切らしてしまい、40分間の販売中断。それでも追

加のライスを調達し無事販売は終了しました。 

昨年より販売量（換算178食）は減りましたが、吉岡君・

伊丹メネット・高津メネット3人組が、カレーに一味工夫を

加え、美味しさ倍増。大盛り要望多く、気前よく対応し、昨

年より好評でした。 

美味しいカレーを、となりのうどん・そば屋さん（東京江

東ク）・コロッケ屋さん（東京ク）とコラボし、それなりの味を

楽しんでいる人もいました。 

しかし運営面では、来年に対して課題を残しました。最

大の原因は、クラブ内の情報の共有化と準備・進捗状況

チェックがうまく行かなかったことです。問題点としては以

下3項目。 

1 仕事を他人任せにした。誰かが用意してくれるだろう、

やってくれるだろう思い、主体が「むかでクラブ」にある

自覚が足りなかった。いつも、かつて現役時代に、私が

部下に言っていることをやってしまいました。 

２ コスト意識がない販売はあり得ない。殿様商売の見本

のようです。 

３ 行程表 役割分担表等も用意せず、成り行きまかせ 

無駄の事が多かった。 

来年はオープンハウス準備として、むかでクラブの実

行委員会を開催、用意万端で臨みたいと思います。 

とは言っても あの寒空のなかでのカレーのお店。他メ

ンバーとの交流、地震体験、ゴスペル合唱、小学生の絵

画鑑賞等有意義な１日でした。            （土井 記） 

参加者：神保、森本、高津、土井、今井、櫻井、長谷川、

吉岡、堀口 

伊丹メネット、高津メネット 

 

新年例会 会場案内 

会場：人形町今半・上野広小路店 

台東区上野１－２０－１１ 鈴乃屋本店ビル6階 

（上野松坂屋前） 

℡： ０３－５６８８－０７５４ 

参加申込先：神保会長  申込期限:1月15日（水） 

交通：地下鉄銀座線 上野広小路駅 A4出口すぐ 

都営大江戸線 上野御徒町駅 A4出口すぐ 

JR 御徒町駅下車 徒歩3分 

＜地図＞（左の方にあるAマークが会場です） 

 
 

          会  長  通  信             
あわただしく年の瀬を過ごし、新しい年を迎えることが

できました。いかがお過ごしでしたでしょうか？ 昨年はい

ろいろありました。新しいメンバーをクラブに迎え、チャー

ターメンバーを残念ながら次の世にお送り致しました。 

世の中の激しい変化、円安・株高（アベノミクス？）政情

不安、気象状況（台風・竜巻）、相変わらずの地震、海底

火山（新島出現）  1461日目で交代が認められました。 

何、となく肩の荷が下りました。温泉にでも行って骨休め

でもと浮かれています。どんな年にするか？楽しみです。 

慌しく、せわしなく、足早に時が流れているようです。 

新年のスタートです。後半のスタートです。体調を整え、

心の手当ても忘れずに、今年も張り切って行きましょう 

じっくり、ゆっくり、爽やかに そして穏やかに 

今年も足並みをそろえ1歩1歩着実に歩を進めましょう！ 

いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。 

どんなことにも感謝しなさい。 

【テサロニケの信徒への手紙Ⅰ 5-16-18】 

（神保 伊和雄 記） 
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＜１月の予定＞ 

7日（火）東京むかで･ブリテン印刷会 

8日（水）東京目黒・1月本例会 

10日（金）東京センテニアル・1月本例会 

11日（土）在京ワイズ新年会（東陽町センター） 

11日（土）東京銀座・1月本例会 

13日（月）東京まちだ・1月本例会 

14日（火）東京・1月本例会 

17日（金）東京世田谷・1月本例会 

18日（土）東京白金高輪・1月本例会 

21日（火）東京むかで・1月本例会 

23日（木）信越妙高・1月本例会 

25日（土）東京コスモス・1月本例会 

28日（火）東京むかで・1月第二例会 

 

＜２月以降の予定＞ 

1日（土）東新部フレッシュワイズセミナー 

4日（火）東京むかで・ブリテン印刷会 

18日（火）東京むかで・2月本例会 

    （ﾕﾆｰｸﾀﾞﾝｽの今後について協議予定） 

25日（水）東京むかで・第二例会 

 
 

        １２月 第二例会報告 

  第二例会は、12月23日（火）午後3時から東陽町セン

ター多目的室において開催、主な検討事項は次の通り。 

１．オープンハウスの反省をした。売り上げ低迷、利益率

悪化について 

２．１月新年例会について打合せ。開催場所は「人形町

今半・上野広小路店」とし、会費等を決めた。 

 なお、参加者は、神保会長宛、出欠連絡を1月15日

（水）までに、必ずすること。その際は、飲酒の有無を伝

えること。 

当日の受付は、今井欠席につき、伊丹君に代行お願い

する。 

３．２月の本例会は、炭山先生を招いて、ユニークダンス

の在り方、対応について協議することとした。 

４．櫻井君より櫻印燻製販売について申込受付と本日確

認できなかった方には、電話で注文とる旨の申し出あり、

了承。                                 （今井 記） 

出席者：神保、今井、櫻井、高津、堀口 

 

      ウエルネスへ ようこそ  第１５回        

  何か重い物を屈んで持つ時はぎっくり腰に注意して

ください。ゆっくり屈んで腹に力を入れて用心深く全身

の力を入れてから立ち上がってください。 

毎回毎回その気になって実践すればぎっくり腰防止

につながります。                      （城井 記） 
 

「夏まつり」を飾る「提灯」          ＹＭＣＡニュース 
・1 月 10 日(金)12:00～新春特別午餐会 

  日野原重明 学士会館 会費 4000 円 

・伊豆大島台風災害緊急募金 1,573271 円 

・山中湖 90 周年施設整備募金 22,440,702 円 

・フィリピン台風被災者救援募金中 

・石巻センター近況：現在牡蠣養殖のお伝いと芋煮の

炊き出し(仮設住宅)を行っている。 

 復興支援募金 6,150,134 円 

・妙高高原ロッジ割引冬料金 

 1泊2食6,350円 リフト1日券1500円   （堀口 記） 

 

12 月 会 計 報 告 

１． 月間収入・支出合計               （今井 記）

期間 12/1～12/31 

口座名  月間収入額   月間支出額 

一般口 57.350 円  68.200 円 

ファンド口 30.720 円 69.870 円 

・一般口支出 ｸﾘｽﾏｽ例会関係36千円 、DBC 14千円 

・一般口収入 DBC 事業補助 30千円、 

ｸﾘｽﾏｽ参加費収入 12千円 

・ﾌｧﾝﾄﾞ口収入 ｸﾘｽﾏｽ礼拝献金 20千円  

          神戸ﾎﾟｰﾄｸﾗﾌﾞ細見俊雄氏寄付 10 千円、 
・ﾌｧﾝﾄﾞ口支出 DBC 補助 30 千円、つなみ石 P 10 千円 

YMCA 献金 20 千円、ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ抽選券 10 千円 
 

２． リングプル 12 月預かり G：ｸﾞﾙｰﾌﾟの略 （神保 記）              

ご協力者名 重量 ご協力者名 重量 
長谷川正雄氏Ｇ 2.2kg 神戸ポートクラブ 1.0kg 
   12 月合計 3.2kg 

  

３．使用済み切手  12 月分合計 0g     （高津 記） 

 

      編 集 後 記 

年末から正月にかけ晴天に関東地方は恵まれました。

大晦日に都心まで出かけたら、街路樹がまだ緑色の葉を

着けたままの状態でした。葉っぱは散りたいのに散れな

い状態なのが、ちょっと哀れにみえました。 

振返って、千葉の我が家前の公園の木々は、12月中

旬には落葉すべきものは全て落葉しました。今は、白っ

ぽい幹と枝だけの姿で、林立しています。この時期は、朝

7時前に木々の上から下へと朝日があたり、木々が赤み

を帯びて一瞬の輝きをする、まさにモルゲンロート並みの

美しさです。この風景は今の時期しか見れません。 

ふと、我ら・むかでのメンバーの多くの方たちも、人生

の第3コーナーから最終コーナーへと向かっています。そ

のメンバーの姿こそ、この朝の「一瞬の輝き」のように思え

ます。今年も精一杯輝き続けたいものです。 （今井 記） 


