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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    
 
人は 心で信じて義とされ、 

口で公に言い表して救われるのです。 
 

For man believes with his heart and so justified, 
  And he confesses with his lips and so is saved. 
 
                     （ﾛｰﾏ信徒への手紙 10-10） 

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

            ４月４月４月４月    ＬＴＬＴＬＴＬＴ    についてについてについてについて    
 
LTはLeadership Trainingの略で、会員のリーダー

シップ開発、向上を目的に行う研修を指します。 

ワイズ会員は、誰でも会長や部の役員、区の役員に

なり得ますので、その役割を誰もがスムーズに行えるよ

うに、事前に研修を行っています。 むかでクラブでは

「下田会議」を行って新年度に備えます。  （伊丹 記） 

４月本例会４月本例会４月本例会４月本例会    プログラムプログラムプログラムプログラム    

                 準備：城井 廣邦・吉岡 笑 

                          受  付  吉岡   笑 

                          司  会  鈴木 健彦 

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          森本 晴生 

楽しい食事 

 卓  話 「東京YMCAの現状と課題」 

東京YMCA副総主事 堀口 廣司氏 

  ミニオークション   吉岡 笑・高津 寿江 

強調月間アピール                伊丹 一之 

ハッピーバースデー・結婚記念     司 会 

スマイル             土井 宏二 

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 

４４４４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    ４４４４月月月月１５１５１５１５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東陽町センター１階・多目的室東陽町センター１階・多目的室東陽町センター１階・多目的室東陽町センター１階・多目的室    

 

 

２０１４年 ４月例会 （第６２６回） 

（強調月間：ＬＴ）    

         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 ３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 14,120 円 

正 会 員 13 名 出席(メネッﾄ) 0 名          1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  土井宏二 3/29 部研修会              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 73.8 kg 

出席(正会員) 11 名 出席(スピーカー)     1 名   むかで基金   今月分 144,120 円 

出席(功労会員) 0 名 例会出席総数   14 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 

 

          HAPPYHAPPYHAPPYHAPPY        BIRTHDAYBIRTHDAYBIRTHDAYBIRTHDAY    

6日 土井 麗子  19日 阿山 博子 

         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    

27日 鈴木健彦・（玖仁子） 29日 櫻井浩行・啓子 

４月本例会むかでミニオークション開催！！４月本例会むかでミニオークション開催！！４月本例会むかでミニオークション開催！！４月本例会むかでミニオークション開催！！    

・むかでファンド・むかでファンド・むかでファンド・むかでファンドをををを増強しよう！！増強しよう！！増強しよう！！増強しよう！！    

・献品お願いします。・献品お願いします。・献品お願いします。・献品お願いします。    そして、競り勝って買おう！そして、競り勝って買おう！そして、競り勝って買おう！そして、競り勝って買おう！    
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   ３ 月 本 例 会 報 告 

東京むかでワイズメンズクラブの３月例会は、2014年3

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。 

長谷川君の司会で進められ、神保会長の開会点鐘、

スピーカー、ビジター、ゲストの紹介、鈴木君の聖書朗読

と祈祷、会食の後、スピーカーの東日本区理事事務局長

補佐・香取良和氏（東京江東クラブ）から「ワイズあれこ

れ」との題で、ご自身のこと、東京江東クラブのことなどを

盛りだくさんにお話しいただきました。 【写真】 

香取氏は東京江

東クラブに入会して

30年ですが、他クラ

ブで卓話をするのは

今回が初めてだそう

です。長谷川君とは

同じ年度に部長とな

りました。東京で生ま

れ、仙台に疎開し、四国に移り、5年生の時に東京に戻り、

高1のときに父親が亡くなるなど、めまぐるしい生い立ちの

由。 

文房具店で働き、ペン先などを売っていた時代から、

電卓、ワープロ、コンピューターなども売るようになりまし

た。3万軒あった文房具店が1万4千軒に減りました。30

歳で会社を作り、35歳で結婚しました。 

江東区のYMCA幼稚園のそばに住み、冨子さんの

「金持ちになる」講演を聞いたのがワイズに入るきっかけ

でした。1987年6月の日本区大会をホストするのは、日本

区での決選投票が行われ、1票差で決まりました。その後、

11名が東京ひがしクラブを作りました。 

会長になったとき、チャリティーゴルフを始め、8か町の

運動会に600人が参加するようになりました。江東のバザ

ーは、収益（売上ではない。）が150万円ぐらいです。 

藤井理事のときに、一緒に那須から松本までの各クラ

ブを回り、他のクラブの状況が分かりました。 

十勝クラブとDBCとなり、肉、アスパラガスなど、いろい

ろ送ってもらっています。 

木場公園では瓦礫をどかし、耕耘機で耕し、堆肥を入

れて土壌を改良し、花壇を作りました。この実績で、都の

予算が付くようになりました。草刈りをし、ポットフラワーを

植えています。花を植えていることもあって、木場公園の

グランドを借りてサッカー大会をしています。10年間、豚

汁を600人に無料で提供しています。藤井理事のときに、

関東東部部長の活動でエルマクロー賞をもらいました。 

江東幼稚園のメンテナンス、毎年のプールの設置と使

用後の解体を行い、バザーで模擬店を出しています。江

東区民まつりでは、焼きそばを担当しています。熱気球を

あげることを始め、一昨年は26万円、昨年は5万円の利

益がありました。地域で活動するためには、行政とのつな

がりが欠かせません。実績を積むと、行政との対応がうま

くいくようになります。 

江東クラブが元気なのは、活動をYMCAのために1/3、

地域のために1/3、メンバーが楽しむために1/3と、三つに

しているためだと思います。江東クラブの平均年齢は50

歳ぐらいです。幼稚園の父兄が参加することで若くなりま

す。若手は仕事と家庭が生活の中心になるので、例会へ

の参加は低くなりますが、行事のときには来てくれます。 

香取さんお一人でも、江東クラブの元気さに圧倒され

たスピーチでした。むかでクラブの平均年齢を下げる工

夫が必要だと分かりました。 

髙津君から、EFとメネット活動について強調月間アピ

ールがありました。 

ゲストの藤本孝人

氏（藤本博信君のコ

メット）から、昨年10

月17日に父・藤本博

信が亡くなり、東京む

かでクラブと野尻学

荘クラブによって葬

儀が営まれたことへ

の感謝のご挨拶があ

り、【写真】 東京YMCA（野尻学荘のため）と、むかでと、

野尻学荘クラブに寄付をするとのことで、当クラブへは神

保会長に寄付金が手渡されました。また、今年8月には

野尻（の藤本別荘）にバーベキューに来ていただきたいと

のご案内をいただきました。むかでクラブへの入会はもう

少し考えてからとのことでした。神保会長から、野尻のバ

ーベキューのときに、藤本博信君を偲ぶ会をしたいという

提案がありました。 

城井君から、津波石についての報告があり、3月2日の

除幕式の後、清水さんと見て回ったこと、石巻市の名栗

地区から氏を通じて津波石建立の申し入れがあったこと

などを伺いました。 

櫻井君（東新部LT委員長）から、部報の発行を年3回

から2回にするなどの部則改正案の概要説明があり、クラ

ブとしての対応を第二例会で審議することになりました。 

今井会計から、資金が不足しているので、4月のオーク

ションへの協力アピールがありました。 

藤本博信君追悼号のブリテン担当・森本から、原稿が

20人から集まっているが、もう少し待ってから編集を始め
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るとの報告があり、藤本君の昔の写真を提供してほしいと

のアピールがありました。 

伊丹副会長の閉会挨拶の後、神保会長の閉会点鐘で

閉会しました。 

出席者：神保、伊丹、今井、櫻井、城井、鈴木、高津、 

長谷川、堀口、吉岡、森本 

ビジター：飯野毅与志氏（東京セントラル） 

スピーカー：香取良和氏（東京江東） 

ゲ ス ト：藤本孝人氏              （森本 記） 

 

 東新部 次期部役員･クラブ役員研修会報告    
例年、第3回評議会と同時に行われていた東新部の研

修会ですが、今年度は部のLT委員会が発足して、評議

会とは独立して開催されました。 

3月29日（土）午後2時から、東京YMCA東陽町センタ

ー・ウエルビーにおいて、東新部次期部役員・次期クラブ

役員研修会が22人の出席で行われました。 

開会式に続き、研修ではまず太田勝人次期部長から、部

長主題「原点を見つめ、充実・飛躍、そして楽しもう！」に

基づいて、サムエル・ウルマンの「青春」の詩を引用しな

がら、格調高く部長方針と重点目標が語られました。 

続いて、櫻井浩行東新部LT委員長から、部運営とクラ

ブ運営について、そしてワイズの諸事業について研修が

ありました。                            （伊丹 記） 

むかで出席者：伊丹、櫻井、鈴木、土井、森本  

 

ＣＳお年玉年賀切手シート献金報告 

東日本区、東新部のCS活動資金として活用される年

賀切手シート献金の報告を致します。 

お年玉年賀切手シートは換金し、同現金ポイントと合

わせた金額です。当クラブでは任意献金である東日本区

宛てに[1,250円×15人＝18,750円]を予定し、2月15日ま

でに納付済みです。不足分はむかで基金より補填いたし

ました。 

報 告：メンバー、同以外の12名の方々より14,260円 

なお、都合で納め忘れの方、長谷川までお申し出下さ

い。例年のご協力に感謝申し上げます。  （長谷川 記） 

 

      会  長  通  信 

毎年この月を迎えると、♪春よ来い、早く来い♪、♪春

は名のみの風の寒さや♪  この歌たちが口にのぼりま

す。 

早いもので新年例会から早くも三月、ワイズの暦も第四

四半期。残りの3か月、悔いのない充実したものにしたい

と思っています。気候の激しい、暑すぎた夏、大寒波の

襲来、特に関東地区の2度にわたる大雪。お花見も今年

は4月？何かおかしな感じがしないでもないけれどやっ

ぱり少し変かな？ 

会長通信もついにあと2回、丁寧にお知らせをしなくて

はと思いつつ、結果はいつもと同じ調子、そして今回も！

ワイズ力恐るべし。むかで（百足）の足並みのように、ワイ

ズの仲間の足並み・力を合わせての活躍には感動しまし

た。【車椅子】・【津波石】、すごい結果です。 

これからも一歩一歩足並みそろえてじっくりと歩んでゆ

きたいと思います。   さわやかに・そして穏やかに！ 

                          （神保 伊和雄 記） 

＜４月の予定＞ 

1日（火）東京むかで･ブリテン印刷会 

8日（火）東京・4月本例会 

9日（水）東京目黒・4月本例会 

14日（月）東京まちだ・4月本例会 

15日（火）東京むかで・4月本例会 

18日（金）東京世田谷・4月本例会 

19日（土）東新部第3回評議会 

19日（土）東京白金高輪・4月本例会 

22日（火）東京むかで・4月第二例会  

24日（木）信越妙高・4月本例会 

26日（土）東京コスモス･4月本例会 

27日（日）第61回 YMCAユニークダンス・パーティー 

＜５月以降の予定＞ 

7日（水）東京むかで・ブリテン印刷会 

20日（火）東京むかで・5月本例会 

27日（火）東京むかで・第二例会 

 

        ３月 第二例会報告 

  第二例会は、3月25日（火）午後6時30分から東陽町セ

ンター多目的室で開催。主な検討事項は次のとおり。 

・ ４月例会の内容、４月号ブリテンの内容と日程（原稿締

切は3/28）、担当は森本 

・ 4月27日のユニークダンス・パーティーの準備と今後

のユニークダンス・パーティーのあり方 

・ 2014-2015年度のクラブ役員、2015-2016年度のクラ

ブ役員体制案、2015-2016年度の東新部役員体制案 

・ 野尻ファミリーキャンプと故藤本さんを偲ぶ会の日程 

・ 東新部の部則変更案につき審議し、４月の評議会で当
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クラブは賛成することにした。 

出席者：伊丹、今井、長谷川、堀口、森本   （森本 記） 

 

「夏まつり」を飾る「提灯」          ＹＭＣＡニュース 
・4月1日(火) 7：00～早天祈祷会：徳久俊彦氏；山手セン

ター 

・4月24日(木)12：00～第666回午餐会：梅村充氏(ヤマ

ハ音楽振興会理事長)：「世界に広がるヤマハ音楽教

室」；参加費3000円（昼食付）：東大YMCA：申込；会員

部 

・5月24日（土）13：30～会員大会：東陽町センター 

・6月19日～8月29日 フロストバレー･サマーキャンプリ

ーダー募集中：諸費用40000円のみ：申込；国際部 

・会員現況（3月10日現在）947名／目標1000名。新年

度目標1200名。まだ会員でない方は、ぜひお申し込み

ください。                      （堀口 記） 

 

ご案内 第 61 回ユニークダンス・パーティー 

東京むかでクラブが、東京YMCAを支援するCS・Yサ

事業の「第61回 東京YMCAユニークダンス･パーティ

ー」は、平成26年4月27日（日）PM１：00～４：30、東陽町

センター視聴覚教室で行われます。 

今回も、「江東区社会福祉協議会」の後援行事です。

ユニークダンスは、近年、参加者が減少していますが、当

クラブが30年、地道に行ってきたプログラムです。障碍者

のニーズに合う理念、手法を模索しています。「継続は力

なり。」と、単純に山を越えられるのかを、模索しています。

そんな状況ですが、今回も、メンバーの力でクラブのCS・

Yサ事業を支えましょう。ご協力の程、よろしくお願いいた

します。 

（１）当日タイムスケジュール 

時 間    内  容 

12：30 会場前に集合・準備開始（各自適宜昼食を済ま

せる。） 

     受付・会場設定・看板張り出し・案内班・組分け

板・領収書 

13：00 受付開始 会長以下、出迎え 

13：30 前半の部スタート  司会は、役員会で決定 

14：45 歓談タイム（グループ単位） 

15：15 後半の部スタート 

16：30 最後に歌（「今日の日はさようなら」）・YMCA案

内・終了コール 

    次回のコールと案内チラシ配布 

    後片付（原状復帰） 

17：00 反省会・解散 

（２）準備と当日の役割分担は、役員会で決めます。 

 指 導／炭山真理子先生 

 メンバーの役割 

全体のコーディネイト／UD担当（櫻井） 

受付(櫻井)、会計(今井)、司会(森本) 

お菓子(櫻井・今井)・ソフトドリンク(長谷川) 

カップと皿(高津) 

歓談コーナーの準備(全員) 

看板・案内(全員) 

歌の指導(森本) 

保険の確認（堀口主事）    （UD担当・高津 記） 

 

      ウエルネスへ ようこそ  第１８回        

  買い物に行ったら、両手に買い物袋を持ち、肩と水平

になるぐらいに上げます。次は体の前で両手を上げ下げ。

2～3ｋｇでちょうどいいと思います。 

買い物もトレーニングとなることを忘れないでください。

これも習慣にするといいでしょう。          （城井 記） 

 

3 月 会 計 報 告 

１． 月間収入・支出合計               （今井 記）

期間 3/1～3/31 

口座名  月間収入額   月間支出額 

一般口 52,500円   20,530円 

ファンド口 194,120円 120,000円 

・一般口収入 ﾌｧﾝﾄﾞ口より赤字補填 50千円 

・一般口支出  例会弁当代 17千円  

・ﾌｧﾝﾄﾞ口収入 スマイル 14千円、 

寄付 故藤本博信氏ご遺族 100千円 

  神戸ポートクラブ 30千円 

・ﾌｧﾝﾄﾞ口支出 つなみプロジェクト 20千円、 

一般口へ赤字補填資金 50千円 

 

２． リングプル 3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 1.0kg 森本晴生氏 0.5kg 
齋籐昭七氏 G 30.0kg 3月合計 31.5kg 

 

３． 使用済み切手  3月分合計 0g       （高津 記） 

 

      編 集 後 記 

俗世間の年度替わりとなりました。寒いなあ・・と言って

いた冬がいつの間にか過ぎ、花見の季節になりました。

今年は花粉が多く飛んでいるようです。お大事にお過ご

しください。                          （森本 記） 


