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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    

 
   わたしたちは、キリストの体の一部なのです。 
 
    Because we are members of his body. 
                    
 

                （エフェソ信徒への手紙 5-30） 

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” 
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 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 
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 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 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

            ３３３３月月月月    ＢＦＢＦＢＦＢＦ////メネットメネットメネットメネット    についてについてについてについて    
 
BF：ブラザーフッド・ファンド。使用済み郵便切手を

集め、換金し、国際役員やBF代表が、公式の旅行を

するための資金源とします。                                   

メネット：ワイズの活動を支え、かつ独自事業も行な

います。                             （高津 記） 

３３３３月月月月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    

                 準備：今井 武彦・吉岡 笑 

                          受  付  今井 武彦 

                          司  会  長谷川正雄 

 

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          鈴木 健彦 

楽しい食事 

 卓話「ワイズあれこれ」  

東京江東クラブ 香取 良和氏 

強調月間アピール                高津 達夫 

ハッピーバースデー・結婚記念     司 会 

スマイル             伊丹 一之 

ウエルネス           城井 廣邦 

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 

３３３３月月月月    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    ３３３３月月月月１８１８１８１８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        東京東京東京東京YMCAYMCAYMCAYMCA東陽町東陽町東陽町東陽町センターセンターセンターセンター１階・多目的室１階・多目的室１階・多目的室１階・多目的室    

 卓話者 東日本区理事事務局長補佐 香取良和氏  

     

２０１４年 ３月例会 （第６２５回） 

（強調月間：ＢＦ／メネット）    

         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」 

２０１４年 ２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 16.100 円 

正 会 員 13 名 出席(メネッﾄ) 0 名          0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                切手累計        0 ｇ 

功労会員 3 名  出席(ゲスト) 1 名  未使用カード  累 計     0 枚 

在籍者数 16 名 出席(ビジター) 1 名  リングプル  累 計 41.8 Kg 

出席(正会員) 13 名 出席(スピーカー)     0 名   むかで基金   今月分 21.100 円 

出席(功労会員) 0 名 例会出席総数   15 名 出席率13/13＝100％   

   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 

 

          HAPPYHAPPYHAPPYHAPPY        BIRTHDAYBIRTHDAYBIRTHDAYBIRTHDAY    

該当者なし 

         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    

該当者なし 

第６１回第６１回第６１回第６１回YMCAYMCAYMCAYMCAﾕﾆｰｸﾀﾞﾝｽ・ﾊﾟｰﾃｨｰﾕﾆｰｸﾀﾞﾝｽ・ﾊﾟｰﾃｨｰﾕﾆｰｸﾀﾞﾝｽ・ﾊﾟｰﾃｨｰﾕﾆｰｸﾀﾞﾝｽ・ﾊﾟｰﾃｨｰのお知らせ！！のお知らせ！！のお知らせ！！のお知らせ！！    

日 時 ： ４月２７日（日） 13：30～16：30 

場 所 ： 東京YMCA東陽町センター視聴覚室 
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   ２ 月 本 例 会 報 告      

東京むかでワイズメンズクラブの2月例会は、2014年2

月18日（火）午後6時30分より、東京YMCA東陽町センタ

ー1階の多目的室において開催されました。 

司会は伊丹君。神保会長の開会点鐘、ワイズソングと

続き、ゲスト・ビジターとして、ユニークダンス（UD）研究

会の炭山眞理子先生と東京セントラルクラブの飯野毅与

志氏が紹介されました。今月の聖句と感謝を今井君が捧

げ、2月はタイム・オブ・ファスト（断食の時）に当たります

ので食事は抜きとなり、すぐに討論「ユニークダンス・パー

ティーを考える」に入りました。 

まずUD担当の櫻井君より、第39回（神田最後のUD）

から第60回までの経過説明があり、参加人数が79名から

24名にまで減ってきている現状、開催会場の推移、障が

い者を取り巻く環境の変化、経費などについて報告され

ました。  【写真下＝スピーチする炭山眞理子先生】 

 

ゲストの炭山先生からは次のような話がありました。 

「20代からUDに係り、昭和55年に体育をやっていた

関係でUDを引き継ぎ、かれこれ40年続けている。始め

た目的は、身体障がい者と健常者が社交ダンスを通じて

普通に交流すること。当初は障がい者が外に出られる環

境ではなかったので、UDが交流の数少ない場であった

ので喜ばれ、参加者も多かったが、世の中が良くなって

ニーズが少なくなってきた。 

UD研究会では、今はUD大好きという人が集まってい

るが、高齢化も進み、最近では旅行に楽しみが移ってき

た。1年おきに海外旅行と国内旅行を楽しんでいる。 

むかでクラブのUDは、研究会の理想としている最高の

形で開催されてきているが、障がい者のニーズが多様化

して参加人数が減ってきたことは、ある意味ではラッキー

で、気楽に考えて結論を出していっていただきたい。」 

江東区在住の高津君からは、ティアラこうとうを優先的

に使わせてもらった時期もあったが、担当者によって対応

が変わり、最近では広報誌にもなかなか掲載されないし、

社会福祉協議会の後援はもらっているが、UDに対して

必ずしも友好的ではないのが現状だと、報告されました。 

入会して日の浅い鈴木君、土井君、城井君からも意見

を聞きました。以下に意見を箇条書きにします。 

・障がい者でUDをやりたい人がいるのか、今の障がい者

は何をやりたいのかのを見極めることが大切。 

・年2回ではメッセージを発信しにくい。 

・葛飾区では障がい者の水泳教室があるが、参加者が多

くて抽選になっている。 

・障がい者が欲していることは何なのか、UDはその中に

入るのか。望んでいるものを出さないと受けない。 

・「ユニークダンス」というネーミングが知られていない。 

・今までのUDは人のつながりで知られているだけで、高

齢化していく。 

・スポンサーが付けば、大々的に出来るかもしれない。 

・一人のキャスターが追いかけてくれるようだと、認知度も

高まってスポンサーも付く。 

堀口主事からも、YMCAの障がい者への取り組み、主

にLD児向けのプログラムの事例が述べられました。 

UDの討論は結論には至らず、第二例会で引き続き協

議することになりました。 

続いて、長谷川君からTOFのアピールがあり、誕生祝

は50の大台に乗った佐藤君、70になった森本君にプレ

ゼントが、結婚記念は40周年の今井君に贈られました。 

スマイルは吉岡さんが担当、城井君からはアキレス腱

を柔らかく保ち、同時に背筋を鍛える運動をしました。 

諸報告の後、佐藤君による閉会挨拶、会長の閉会点

鐘で閉会となりました。 

終了後は、炭山先生を囲んで、「はなの舞」で懇親の

時を持ちました。                        （伊丹 記） 

出席者：神保、伊丹、今井、櫻井、佐藤、城井、鈴木、 

高津、土井、長谷川、森本、吉岡、堀口 

ビジター：飯野毅与志氏（東京セントラル） 

ゲ ス ト：炭山眞理子先生          

 

     リングプル車椅子贈呈式 報告    
2月27日(木)午後1時半、中野区高齢者福祉施設「し

んやまの家」で2回目の車椅子贈呈式が行われました。

当クラブはリングプルを集めてこれまでに3台の車椅子と

交換し、そのうち1台を「しんやまの家」に3年前に贈呈し

ました。このたび4台目の車椅子を入手するので、同施設

に2台目として贈呈したものです。 

その日は20人ほどの施設利用者の前で、この施設の

利用者でもある斉藤昭七・元むかで担当主事から経緯の

説明があり、田中大輔中野区長が区議会開会中で出席

できず、代理の中野区・南部すこやか福祉センターの宇
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田川直子副参事【写真左から2人目】に神保会長から贈

呈しました。神保会長、伊丹副会長、森本直前会長から

このリングプル集めの意義などについて、短いスピーチを

行いました。 

 

新・車椅子を試乗された利用者から、乗り心地が良い、

軽くて操作しやすいなどの感想を伺いました。 

当クラブの出席：神保、伊丹、森本         （森本 記） 

 

      「津波の教え石」建立！ 

3月2日東松島市牛網地区に無事建立しました。昨年8

月に始まった今回のプロジェクトは仙台YMCA、ワイズメ

ンズクラブ国際協会東日本区、仙台・仙台青葉城・仙台

広瀬川・東京むかでクラブ合同プロジェクトで建立、除幕

式、感謝の会を大きな感動で終えることが出来ました。 

 

【写真＝津波石を囲む参加ワイズの面々】 

何といっても仙台3つのワイズメンズクラブのご協力とご

支援がなければ実現できなかったと思います。東北での

ボランティア活動を通して育んできた地域との信頼関係

は絶大なものでした。そして、実行委員長を勤めて頂きま

した清水弘一氏には感謝してもしつくせないほどのご支

援を頂きました。ワイズメンズクラブの理念の素晴らしさを、

本プロジェクトを通し感じることが出来ました。 

当日午前11時から行われた除幕式、感謝の会も120名

を超える方々に参加頂きました。村井伸夫仙台YMCA総

主事、駒田勝彦東日本区直前理事、そして、東京世田谷

クラブ小川圭一すずらん会代表、大野勉神戸ポートクラ

ブ会員のスピーチと歌を頂き、実に多彩で楽しい感謝会

となりました。今回スポンサーとなって頂いた東北ミサワホ

ーム（株）、ミサワホーム（株）にも大変喜んでいただくこと

が出来ました。これからもミサワホームの社会貢献活動と

して年2基建立のお約束を頂くことが出来ました。 

3月2日からTV、新聞等で取り上げて頂けると期待して

います。多くの関係者に支えられて推進してきたプロジェ

クトは今後の大きな学びと共に、ワイズメンズクラブの素晴

らしさを実感することが出来ました。 

（追）東京むかでクラブのメンバーも参加、大いに盛り

上げました。神保会長、櫻井、森本、伊丹、鈴木、城井の

6君の参加。遠い東松島市への出張お疲れ様でした。 

当日夜7時と9時前のNHKテレビのニュースで除幕式

の模様が放映されました。                （城井 記） 

 

     会  長  通  信 

♪春は名のみの風の寒さや、谷の鶯 歌は思えど♪ 

とにかく寒い2月が終わりました。雪も珍しくたくさん体験

しました。まだ寒さは続かもしれません。体調管理は大丈

夫ですか？まだまだ注意を怠りなく、これからが本番かも

しれません！ 2月に中野区の「しんやまの家」に2台目の

車椅子を贈ることができました。3月には東松島市平岡地

区センターに 【津波の教え石】 の贈呈式・感謝会を仙

台・仙台青葉城・仙台広瀬川の３ワイズと協力して共に行

うことができました。東京世田谷クラブの歌の応援にも力

づけられました。 

ワイズの力が形になり、小さな力の積み重ね、小さな努

力の結集が地域社会へ貢献できることを改めて教えられ

ました。まだまだ出来ることがある！足並みそろえて歩き

出しましょう。                    （神保 伊和雄 記） 

＜３月の予定＞ 

2日（日）「津波の教え石」除幕式（東松島市） 

4日（火）東京むかで･ブリテン印刷会 

8日（土）東日本区 次期会長・部役員研修会 

10日（月）東京まちだ・3月本例会 

11日（火）東京・3月本例会 

12日（水）東京目黒・3月本例会 

15日（土）東京白金高輪・3月本例会 

18日（火）東京むかで・3月本例会 

20日（金）東京世田谷･東京西・3月合同例会 

22日（土）東京コスモス･東京まちだ・3月合同例会 

25日（火）東京むかで・3月第二例会  

27日（木）信越妙高・3月本例会 

29日（土）東新部次期部役員･クラブ役員研修会 

＜４月以降の予定＞ 

1日（火）東京むかで・ブリテン印刷会 

15日（火）東京むかで・4月本例会 

19日（土）東新部第3回評議会 

22日（水）東京むかで・第二例会 

27日（日）第61回 YMCA ユニークダンス・パーティー 
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        ２月 第二例会報告 

  第二例会は、2月25日（火）午後6時30分から東陽町セ

ンター多目的室において開催。佐藤茂美東新部部長の

公式訪問があり、終了後は「あめりか亭」にて、懇親の時

を持ちました。主な検討事項は次の通り。 

１．３月号ブリテンの編集について 

２．ユニークダンスについてのディスカッション 

２月例会でのディスカッションに続いて、30年間で社

交ダンスが時代に合わなくなったとの認識を持ち、次の

アイデアを出した。①認知症予防のインナーマッスル体

操、②男のキャンプ料理、③ワイズがやるからには社会

奉仕が大事、④江東地域だけを考える必要はない、⑤

ニーズのリサーチをする必要がある。⑥東新部のCS資

金援助に3万円を申請する。 

次の事業のリサーチをしながら、それが立ち上がるま

でユニークダンスは継続することとなった。 

３．部長、次期部長、部書記からのアドバイズ 

佐藤部長：ユニークダンスも続けてほしいし、野尻、

YMCAまつりへの貢献も言うことなし。人数がもう2～3

人増えればよいと思っている。 

太田次期部長：入会前にむかでクラブを訪問したがイン

パクトがあり、活力のあるクラブだと感じた。野尻OBは

人材の宝庫なので、引きつける努力を。 

長澤部書記：ワイズの存続には難しい問題を含む。ワイ

ズは足長おじさんの会でもよいのでは。社会的使命を

終えた人を集めることも必要だと思う。    （伊丹 記） 

出席者：神保、伊丹、今井、櫻井、 

ビジター：佐藤茂美部長・長澤弘部書記（東京）、太田勝

人次期部長（東京世田谷） 

 

「夏まつり」を飾る「提灯」          ＹＭＣＡニュース 
・3月1日(土)「早天祈祷会」7時～8時半。(山手) 奨励廣

田総主事 

・3月9日(日)「東日本大震災3周年記念礼拝」14時45分

～（山手）報告会、茶話会もあります。石巻の方も来会。 

・「街頭募金」11時～16時。高田馬場駅 

・「復興支援・揚がれ希望凧」14時～15時半、玉川学

園子ども広場。凧費用実費。 

申込：伊藤 TEL 042-791-3007。 

・3月25日(火)「第665回午餐会：ルターの讃美歌」 

講師：徳善義和(ルーテール神大)12時～13時半、東大

YMCA。 

・4月10日(木)「第24回チャリティーゴルフ大会」8時～。レ

イクウッド総成カントリー倶楽部。参加費2万円。 

申込：会員部 TEL 03-3615-5568 

◎山手学舎(山手Y内2人部屋) 舎生 募集中 

月額3万円。入寮費3万円。Y会費1万2千円。 

                               （堀口 記） 

 

        今月の卓話者プロフィール           

香取 良和 氏（本名 章二） 

1940年3月10日 東京生れ 

1970年  株式会社香取設立（事務用品販売） 

YMCA、ワイズ暦 

1983年 YMCA維持会員 

1984年 東京江東ワイズメンズクラブ入会 

2005年 藤井東日本区理事年度 東日本区事務局長 

2007年 関東東部 部長 

2008年 学校法人 東京YMCA学院評議委員 

2013年 渡辺東日本区理事年度 東日本区理事事務局

長補佐・東日本区事務所人事委員会委員 

 

      ウエルネスへ ようこそ  第１７回        

毎日毎日シャドースイングをやってみましょう。 

体は普段使わない筋力を使うようになり、筋力バランスも

良くなってきます。スキーも水泳もテニスも地上でシャドー

スイングするだけで、体は元気になっていきます。これが

鉄則であることを肝に銘じてください。       （城井 記） 

 

２ 月 会 計 報 告 

１． 月間収入・支出合計               （今井 記）

期間 2/1～2/28 

口座名  月間収入額   月間支出額 

一般口 25.015 円  154.430 円 

ファンド口 21.136 円 72.800 円 

・一般口収入 年会費 25千円 

・一般口支出  区費等 136千円  

・ﾌｧﾝﾄﾞ口収入 スマイル16千円、炭山先生寄付 5千円 

・ﾌｧﾝﾄﾞ口支出 区献金73千円 

 

２． リングプル２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 2.80kg  0.00kg 
   2 月合計 2.80kg 

 

３． 使用済み切手  ２月分合計 0g       （高津 記） 

 

      編 集 後 記 

今年の2月は、東京で27㎝の積雪を2度経験。甲府で

は1mを超え観測史上初。それでも静岡からは蕗の薹が

届き、天ぷらに蕗味噌に春を感じています。 （伊丹 記） 


