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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    
 

賢いあなたがたのことだから、 
喜んで愚か者たちを我慢してくれるでしょう。 

For you gladly bear with fools, 
being wise yourselves.  （Ⅱｺﾘﾝﾄ信徒 11-19） 

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

                        6666月月月月    評価評価評価評価    についてについてについてについて    

ワイズ活動の基本は「立案」→「準備」→「実行」→「評

価・反省」→「引継」の繰り返しです。この１年間を振り

返り、評価・反省を的確に行い、引継を確実に行うこと

が大切です。今年度の下田会議で計画、立案したこと

の評価と反省をきちんとまとめて次年度に引き継ぎま

す。良かったことは継続し、不十分だったことは次年度

で工夫しよう。                   （高津 記） 

６６６６月本例会月本例会月本例会月本例会    プログラムプログラムプログラムプログラム    

                 準備：長谷川正雄・櫻井浩行 

                          受  付  櫻井 浩行 

                          司  会  土井 宏二 

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 

「評価」 一年間を振り返って    神保伊和雄 

                       出席者全員 

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             今井 武彦 

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 

６６６６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    6666月月月月    17171717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    

参加費 １５００円（6/13申込期限・今井まで） 

     

２０１４年 ６月例会 （第６２８回） 

（強調月間：評価）    

         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 ５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 10,700 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 鈴木健彦 5/27 第二例会              切手累計        0 ｇ 

功労会員 3 名  出席(ゲスト) 0 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 105.0 kg 

出席(正会員) 10 名 出席(スピーカー)     （1） 名   むかで基金   今月分 10,700 円 

出席(功労会員) 0 名 例会出席総数   11 名 出席率11/13＝85％   

   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    

 21日 櫻井 浩之  29日 城井 姚子 

         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    

3日 窪田 とき・（春雄） 

2014201420142014----2015201520152015年年年年    下田会議に参加しよう！！下田会議に参加しよう！！下田会議に参加しよう！！下田会議に参加しよう！！    

・日時・日時・日時・日時    ：：：：    ６６６６月月月月２９２９２９２９日（日）日（日）日（日）日（日）    午後２時～５時午後２時～５時午後２時～５時午後２時～５時    

・場所・場所・場所・場所    ：：：：    東京東京東京東京YMCAYMCAYMCAYMCA社会体育・保育専門学校社会体育・保育専門学校社会体育・保育専門学校社会体育・保育専門学校701701701701号号号号    
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    ５ 月 本 例 会 報 告 

東京むかでワイズメンズクラブの５月例会は、2014年5

月20日（火）午後6時30分より、東京YMCA東陽町センタ

ー1階多目的室において開催されました。今月の司会は

吉岡君、神保会長の点鐘、ワイズソングと続き、卓話者東

京クラブ大槻展子君が司会者より紹介されました。 

今月の聖句、食前の感謝を堀口主事が述べ、53回目

のクラブチャーター記念例会を祝い、高津君の発声でワ

イン乾杯し、今後の豊かな活動とお互いの健康を祈り、

食事になりました。    【写真＝乾杯の発声は高津君】 

 

卓話は「法律って難しい、でも守られている」と題し、大

槻弁護士が現在所属されている、大規模組織弁護士事

務所の案内や日常執務状況、更に私どもの生活と法律

の関わり合いの解説などお話をしていただきました。 

お父様は京都パレスクラブ、京都グローバルクラブのチ

ャーターメンバーとして活躍され、西日本区理事就任直

前の2001年に逝去されます。ご自身も小さい頃から

YMCAキャンプに参加、大学時代の韓国チェジュ島のユ

ースコンボケーション参加が更にYMCAに深入り？の転

機、親子でYキチは自他共に認められるところでした。 

お父様の死がきっかけで将来の路探し、司法試験の猛

勉強を再開、31歳で見事難関突破し弁護士の道を選ば

れました。資格取得後、民事も刑事も担当でき、規模の

割りに個性的な弁護士事務所に所属され、ここでは主に

企業の危機管理と事業再生に関わられました。 

2013年4月には、今話題の「スタップ細胞論文」も扱う

など、幅広い業務を行う日本で二番目に大きな巨大組織

弁護士事務所に所属されます。大組織でのチームプレ

ーの中、予ねて望んでいた刑事事件に関わることが出来

ると考えられたからです。私どもに知る機会のない巨大

「ローファーム」の日常生活を詳細に語られました。 

弁護士340名、外国法弁護士10名、更に各専門分野

で高いレベルの経験を持つ弁護士のアシスタント（パラリ

ーガル）が100名。そしてニューヨーク、シンガポール、バ

ンコクに事務所を持つ大企業？です。 

1年生以外の弁護士には8畳ほどの個室が確保され、 

24時間開放の図書室、リアルに造られた模擬法廷、心地

よい緊張感のあるデザインの家具でレイアウトされた会議

室やセミナールームなど、大変恵まれた執務環境が保た

れています。更にそうした環境下での大槻展子弁護士

【写真下】のある一日が紹介されます。 

 
 出社時間は自由ですがこの日は9時半、雑務のあと午

前中に3件の相談対応。12時30分からは週例会で現在

進行中の案件の紹介・報告。13時30分からの労働問題

相談についての会議に続き、15時30分には離婚に伴う

外部会議と横浜の公証役場へ脚を運ぶ。その後珍しくお

客様のガス抜きにお付き合い、18時から弁護士会で出版

会議に臨み、20時からは同僚との勉強会とその後懇親会。

これで終わらないのが日常で23時に帰社、仕事と勉強が

朝まで続きます。お聞きするだけで疲れを覚えます。 心

身ともにターフさが必須条件の弁護士生活を改めて思い

知った後、「知っておいて損はない法律の話」とした括り

で、身近な法律用語の解説をして下さいました。 

ａ 確定日付について 

  公正証書や内容証明郵便などの証書の作成日とし

て証拠力が認められた日付。但し、内容に関する証

明力はないので注意。 

ｂ 公正証書 

  公証人（裁判官や検察官のOB）が法律に従い作成

する証明力の高い公文書。公証役場で20年間保管。

遺言、金銭貸借、賃貸借、離婚に伴う契約などに。 

ｃ 遺言の種類 

 普通方式の遺言 

  ・自筆証明遺言：本人の直筆で捺印、証人が不要。 

     証明力が弱く、問題になる事が多い。本人保管 

・公正証書遺言：公証人、弁護士が関与し作成、2人

以上の証人。公証人が保管。費用は約10万円 

・秘密証書遺言 

特別方式の遺言 

  死亡危急者、伝染病隔離者、在船者、船舶遭難者

などの遺言。 
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ｄ 交通事故の補償金額の3種類について 

・自賠責と同等の補償額 

・任意保険基準の補償額 ：  

保険会社の仕切りで大半が自賠責基準と同等 

・裁判基準の補償額 ： 

裁判に持込み、弁護士を介した場合が一番高額   

私どもの日常生活で起こり得る身近な解説が何よりで

した。気楽に相談出来る弁護士が仲間に居られることを

実感の卓話です。大槻展子弁護士は本年6月1日から

「九段坂上法律事務所」を開設、独立されます。 

厳しいほどの多忙な中、今期のワイズでは区ユース事

業主任、ユース委員会委員長。そして次期は田中理事の

片腕として書記を勤められます。望まれる刑事事件との

関わり合いと、加えて私どもにとって「赤ひげ先生」として

成功されますようエールをお送りしましょう。 

今月の強調月間EF／JEFは森本君がアピール。ハッ

ピーバースデーは城井君、結婚記念日は城井君、伊丹

君、吉岡君が該当者でお祝いの想いを贈りました。 

スマイルは櫻井君が担当、10,700円が寄せられました。

城井君の指導で硬くなった足腰を解した後、伊丹副会長

が佐藤副会長に代わって閉会挨拶。 

神保会長の閉会点鐘には、務められた会長4年間の締

めくくりに相応しい残り一ヶ月への強い想いがありました。 

感謝！！！                     （長谷川 記） 

出席者 神保、伊丹、今井、櫻井、城井、高津、長谷川 

堀口、吉岡、森本 

ビジター（卓話者）：大槻展子（東京クラブ）    (敬称略) 

 

                          在京在京在京在京ワイズワイズワイズワイズ会長会報告会長会報告会長会報告会長会報告    

在京ワイズ会長会は2014年5月24日（土）午前10時よ

り東京YMCA東陽町センター視聴覚室において開催さ

れました。神保会長と森本次期会長が所用で欠席のため、

伊丹副会長が代理出席しました。山口直樹会長会幹事

の司会で、ワイズソング、東京YMCA廣田光司総主事の

あいさつがあり、続いて報告・協議に移りました。 

1）在京ワイズ会長会幹事報告 

会長会経費3000円を6月末までに納入してほしい。 

2）東京YMCA会員部報告 

小原武夫会員部運営委員長から全般報告、戸坂昇子

主事より会員部事業報告、村上主事より被災地支援報

告があった。 

3）在京クラブ新年会の件 

東京まちだクラブ後藤邦夫会長より、東京まちだ・東京

コスモス合同ホストで、2015年1月10日（土）午後、桜美

林大学「多摩アカデミーヒルズ」（多摩センター）におい

て開催することが発表された。 

4）次回会長会の日程の件 

2015年1月10日の午前中に開催する。 

5）クラブ会長報告・アピール 

出席19クラブ（欠席2クラブ）から報告があり、当クラブ

は、東松島市の「津波の教え石」建立、ユニークダンス、

夏のむかでファミリーキャンプのアピールを行った。 

6）その他 

・会長会幹事は現在、鈴木雅博（東京江東）・山口直樹

（東京武蔵野多摩）両君だが、次期は山口直樹（同）と

神山巍（東京）両君が担当する。 

・会員芸術祭（6/30～7/5）の受付当番で、むかでクラブ

担当は7月3日（木）16時から19時となっている。 

・田中博之次期理事から、現在ワイズ977名、YMCA約

970名、お互い目標に向かい頑張りましょう、との挨拶。 

 協議を終え、YMCAの歌を歌い閉会。    （伊丹 記） 

                        

東京東京東京東京ＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡ第第第第12121212回会員大会報告回会員大会報告回会員大会報告回会員大会報告 

5月24日(土)13:30～東陽町センターWell-Bにおいて

第12回会員大会が開催されました。 

1部は全般報告があり19年ぶりに昨年度黒字決算とな

ったこと等廣田光司総主事から報告があった。石原力さ

んが名誉会員に推挙され、2013年度ボランティアオブザ

イァーには南センターで活躍している音訳ボランティア

「シジュウカラ」が表彰された。会員部運営委員新任5名

が選出され、本クラブ長谷川正雄さんも委員となった。 

2部は被災地支援の取り組みの発表があり大島町社会

福祉協議会の今津登識さんから大島の災害復興の様子

を伺った。3部の音楽と交流の昼食会はザフレンズのフォ

ークコンサートもあり、その後4部として表彰。5部は感謝と

アピールがあった。山中湖センター90周年施設整備募

金には2600万円の募金の報告と謝辞が山本和募金委

員長よりあった。全員でYMCAの歌を歌い会員大会を終

えた。                                 （堀口 記） 

 

        ５月 第２例会報告 

  第二例会は5月27日（火）午後6時30分から東陽町セ

ンター多目的室で開催されました。主な検討、確認事項

は以下の通りです。 

１． ６月本例会プログラム、ブリテン編集方針など 

・ 強調月間 「評価」 一年を振り返って会長以下、メン

バーそれぞれが評価と総括をし、卓話はなし。 

・ 主なブリテン原稿 

   在京クラブ会長会報告   伊丹 

   東京YMCA第12回会員大会報告  堀口主事 
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・ ブリテン編集担当は長谷川、鈴木 

２． 下田会議原稿の整理は伊丹が窓口になり、今井、 

高津の三人でまとめる。  

３． 野尻ファミリーキャンプについて 

・ 日程は 8月16日（土）～18日（月）とする。 

・ 16日（土）は藤本別邸で「故藤本博信君を偲ぶ会」 

を兼ねたバーベキュウを行い、学荘クラブなどにも呼

びかける。追悼記念誌の発行は当日以前とする。 

・ 17日（日）本例会の卓話は塩入隆氏に依頼する。 

・ キャンプ費用など確認の上、神保、森本が案内書を

まとめる。                   （長谷川 記） 

出席者： 神保、伊丹、鈴木、長谷川、堀口 

 

      会  長  通  信 

長かった？あっという間でした！最後の会長通信です。 

お支えに感謝です。皆様の協力あってこそ、ここまでやっ

てきたのです。ありがとうございました。 

皆様、クラブメンバーの心温まる叱咤激励がなければ・・・ 

4年間はありませんでした。もう一度感謝！感謝！感謝！ 

48回の例会も、大野君が横浜まで走った横浜国際大会 

日本橋から東北被災地まで走ったあの励ましのランも！ 

・野尻と神戸での神戸ポートクラブとのDBC （好調！） 

・毎年夏の野尻のむかでキャンプ 

・余震に震えながらの時もありました：ユニークダンス 

・和気藹藹、そのうえ楽しくて、美味しいクリスマス例会 

・破棄されたものから価値が生み出されるプルタブ4台目 

・仙台3クラブと城井・清水SSコンビ活躍の津波の教え石 

心残りだったこと：メンバー20名＋功労会員・むかでクラブ 

30名参加の例会開催（ゲスト・ビジター） 

次期にチャレンジしたい、しましょう！ 

森本さん、皆さん目標に向かって歩き出しましょう！ 

                             （神保伊和雄 記） 

＜６月の予定＞ 

3日（火）東京むかで･ブリテン印刷会 

7日（土）東日本区大会 

浅草公会堂・浅草ビューホテル 

9日（月）東京まちだ・6月本例会 

10日（火）東京・6月本例会 

11日（水）東京目黒・6月本例会 

17日（火）東京むかで・6月本例会 

20日（金）東京世田谷・6月本例会 

21日（土）東京白金高輪・6月本例会 

24日（火）東京むかで・6月第二例会  

26日（木）信越妙高・6月本例会 

28日（土）東京コスモス・6月本例会 

29日（日）下田会議（14:00～） 

東京YMCA社会体育･保育専門学校7F：701号室 

 

＜７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・7月本例会 

22日（火）東京むかで・第二例会 

 

「夏まつり」を飾る「提灯」          ＹＭＣＡニュース 
・野尻学荘：8月10日～23日；ボーイズ募集6月3日～ 

・会員芸術祭オープニング：6月28日、会員芸術祭6月 

30日～7月5日。 

・白金高輪ワイズジャズコンサート：7月5日、多摩川聖学

院高校。 

・スイフトさん墓前礼拝：8月9日正午、横浜外人墓地。 

・YMCA夏祭り：8月30日、東陽町センター  （堀口 記） 

 

      ウエルネスへ ようこそ  第２０回        

毎日ちょっとした工夫で、元気にもなれます。 

ちょっとした努力でいいのです。無理して走らなくてもい

いのです。家に居る時、中腰になって歩いてみてください。

足腰に重量を感じるはずです。 

1～2分歩いてみる。ちょっと無理して続けてみる。そん

な毎日のちょっとした努力で未来の健康が手に入ります。 

                              （城井 記） 

 

５ 月 会 計 報 告 

１． 月間収入・支出合計               （今井 記）

期間 5/1～5/31 

口座名  月間収入額   月間支出額 

一般口 56,000 円 28,956 円 

ファンド口 10,700 円 0 円 

・一般口収入 55千円 

・一般口支出 例会弁当 16千円、切手 8千円  

・ﾌｧﾝﾄﾞ口収入 スマイル 10千円 

 

２． リングプル 5 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 5.0kg   
 0kg 5月合計 5.0kg 
 
３． 使用済み切手  5月分合計  0g      （高津 記） 

 

      編 集 後 記 

今期最後のブリテンをお届けします。 

神保会長の4期に亘るクラブ運営への熱投とその成果に

感謝し、残り1ヶ月、次期への円滑な引継ぎと、森本次期

会長のリーダーシップに期待しましょう。共に支え、汗を

流す一人一人でありたいものです。お互いの一年間の働

きに感謝を忘れずに！！！          （長谷川 記） 


