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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    

青春の日々こそ、お前の創造主に心を留めよ。 
苦しみの日々が来ないうちに。「年を重ねること

に喜びはない」と言う年齢にならないうちに。 
Let your mind be turned to your makers in the 

days of your strength, while the evil days come 
not, and the years are far away when you will 
say,I have no pleasure in them.  (ｺﾍﾚﾄの言葉12-1) 

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  森本 晴生 

 副 会 長  土井 宏二 

副 会 長  佐藤   猛 

 直前会長 神保伊和雄 

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    
書    記 伊丹 一之 

鈴木 健彦 
会    計  今井 武彦

城井  廣邦 
担当主事  堀口 廣司 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

            ８８８８月月月月    ＣＳＣＳＣＳＣＳ    についについについについてててて    

Community Serviceの略  大は地球社会、小さくは

地域社会・隣人の求めに応え、YMCAと協力して奉仕

活動を展開する。当クラブのCS活動の柱、ユニークダ

ンス・パーティーは今秋の62回で一区切りです。広い

視野の中、次の事業を大切に育みましょう。 （長谷川） 

８８８８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 参加者全員 

                          受  付  今井  武彦 

                          司  会  神保伊和雄 

開会点鐘               会  長  森本 晴生 

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 

  卓 話「今年は何の話かな！」 

           あずさ部・長野クラブ  塩入  隆 

強調月間アピール                土井 宏二 

ハッピーバースデー・結婚記念     司 会 

ウエルネス           城井 廣邦 

諸報告              各 担 当 者 

閉会挨拶          副会長 土井 宏二 

閉会点鐘           会  長  森本 晴生 

８８８８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    ８８８８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野尻野尻野尻野尻キャンプキャンプキャンプキャンプ    きつつきハウスきつつきハウスきつつきハウスきつつきハウス    

                        ℡℡℡℡    026026026026----258258258258----2708  FAX  0262708  FAX  0262708  FAX  0262708  FAX  026----258258258258----2091209120912091    

参加費 ２,５００円（食事・ﾊﾟｰﾃｨｰ代含む） 

２０１４年 ８月例会 （第６３０回） 

（強調月間：ＣＳ）    

         ２０１４年７月 ～ ２０１５年６月 

国際会長主題 「言葉より行動を」 

  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 「誇りと喜びを持って」 

  東新部部長主題 「原点を見つめ、充実･飛躍、そして楽しもう」 

２０１４年 ７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 15,500 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 7/22 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)  5 名  リングプル  累 計 135.0 kg 

出席(正会員) 11 名 出席(スピーカー)     0 名   むかで基金   今月分 45,500 円 

出席(功労会員) 0 名 例会出席総数   16 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    

1日 高津 達夫   23日 土井 宏二    

27日 長谷川正雄   27日 長谷川和子    

      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（該当者なし) 

東京東京東京東京YMCAYMCAYMCAYMCA夏まつり集合夏まつり集合夏まつり集合夏まつり集合！！！！！！！！    

日時 ： ８月３０日（土）11:30～15:30 集合10:30 

場所 ： 東京YMCA東陽町センター（雨天決行） 
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第629回の７月本例会は、7月15日（火）18時30分から、

東京YMCA東陽町センター1階多目的室で開催されまし

た。司会は今井君、定刻に神保会長の点鐘により開会。

ワイズソングを斉唱。ビジター紹介。 

長谷川君の司式で会長委嘱式が行われました。新会

長森本晴生君は、ワイズメンズクラブ会長就任の宣誓を

行い【写真】、直前会長神保君から会長バッジを引継ぎま

した。新旧会長の握手で委嘱式は終了しました。 

 

続いて、食前の感謝と祈り。司会より今年度の聖句は

内村鑑三の「一日一生」の聖句集より選択した旨の説明

の後、聖句と感謝の祈りが捧げられた。食事は升本のお

弁当。 

食後は、東新部太田

部長の公式訪問スピー

チ。【写真＝太田部長】 

部長は、ご自身のワイ

ズ入会までの経緯とワイ

ズの高齢化を克服すべく、

サムエル・ウルマンの「青

春」の詩を引用しながら、

私たちを励まされた。 特

に、むかでクラブと世田

谷クラブは、チャーター時期が同じで、創立50周年記念

会を共催したことを述べられ、今後とも共に手を携えてワ

イズ活動に励もうとお話をいただいた。 

森本会長の年度初スピーチは、 

クラブ会長就任は７回目、「直前会長」と「現会長」の入

れ替えとなったが、今回の会長就任は、クラブの次の流

れのステップとなると確信している。 

ユニークダンスをこの秋のパーティーで終了します。次

なる地域奉仕事業の展開を目指しますとコメントがありま

した。 

その他に東新部スタッフより、コメントを頂いた。 

強調月間アピールは高津君、結婚記念日おめでとうは

佐藤君がお祝いされた。 

スマイルは城井君仕事で欠席につき、長谷川君が交

代。皆様の協力により15,500円となった。感謝。 

続いて、今井君より前期のクラブ決算と当期のクラブ予

算説明、長谷川監事の決算監査結果報告がされ、決算・

予算とも承認された。 

最後に、閉会挨拶として佐藤副会長が若々しく締めて

くださり、森本会長の点鐘で７月例会は閉会となった。 

                                 （今井 記） 

出席者：森本、伊丹、今井、櫻井、佐藤、神保、鈴木、 

高津、長谷川、吉岡、堀口 

ビジター：太田勝人（東新部部長・東京世田谷） 

      佐藤茂美（東新部直前部長・東京） 

      張替慈夫（東新部書記・東京世田谷） 

      村野繁（東新部国際/交流事業主査・東京目黒） 

      岩崎弘（会長・東京世田谷）     （敬称略） 

                           

2014-2015年度 第１回東新部評議会報告 

 2014-15年度 第1回東新部評議会が、7月19日（土）

13:30より、東京YMCA東陽町センター視聴覚室で開催

された。 

張替部書記の司会、太田部長による開会点鐘、参加

者全員によるワイズソング斉唱、寺門部会計による聖書

朗読・祈りの後、太田部長司式で部役員就任式が行われ

た。 

田中東日本区理事より祝辞として、「誇りと喜びを持っ

て」ワイズ活動に取り組もうと述べられた。特に、行動につ

なげるためには、選択と集中、そしてPDC（Plan, Do, 

Check）は必須と付け加えられた。 

太田部長から所信表明として「原点を見つめ、充実・飛

躍、そして楽しもう！」と述べられ、東新部が直面する会

員の高齢化と会員数の伸び悩み問題に危機感を募らせ

た。その中で、サムエル・ウルマンの「青春」の詩を引用し、

一人一人の心の持ち方で、今も「青春」の真っただ中に

あり、重点目標に向かって進もうと檄を飛ばされた。 

続いて議事に入った。まず、報告事項として 

１． 佐藤直前部長より前年度区役員会報告・・代議員会

報告他がなされた。 

太田部長より当期の区役員会報告・・部役員会報告

その他がなされた。 

諸報告の中で、前年度CS事業評価報告があり、当

クラブの「津波の教え石」事業に対し、3万円の支援金

が授与された。 

各クラブ会長より今年度の活動方針も開示された。 

２． 審議事項として、 

・次期部長として「東京むかでクラブの伊丹君」が承認さ

   ７ 月 本 例 会 報 告 
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れた。 

・第１９回東新部部会準備委員長として「東京むかでク

ラブの城井君」が承認された。 

・次々期部長・次期監事指名委員会委員委嘱議案が承

認された。 

・前年度決算報告については、監査結果報告を踏まえ

承認された。 

・今年度予算が承認された。 

10月11日（土）開催の銀座ライオンでの部会開催に向

けてキックオフがなされた。そして定刻に終了。 

（今井 記） 

出席者：森本、神保、土井、今井、櫻井 

 

ユニークダンス・パーティー終会について 

1983年から30年余、春・秋年2回開催してきましたユニ

ークダンス・パーティーを、今秋11月2日（日）をもって終

了することといたしました。 

開始当初は、障がいを持つ方の社会参加の萌芽の時

期でありました。千代田区社会福祉協議会とのコラボレー

ションで「ユニークダンス・パーティー」を開催し、毎回70

～80名の参加者がありました。 

しかし、近年、障がいを持つ方々への行政主催のさま

ざまなプログラムが開催されるようになり、さらには30年に

もわたる活動の中で常連参加者の高齢化も進み、参加

者減少を来してきました。近時では参加者数は20名前後

までに落ち込んできていました。 

以上の状況を考慮し、東京むかでクラブとして半年余

の討議を経て、今般「ユニークダンス・パーティー」の終了

を決めたものです。 

なお、スタートからこの会を支えて下さった多くの方々、

特に、開始当初より今日まで、ダンスの指導を頂いた炭

山眞理子先生には感謝の念が尽きません。つきましては、

11月2日（日）に「サヨナラ・ユニークダンス・パーティー」を

開催いたします。多くの方々のご参加をお待ちしておりま

す。                                   （櫻井 記） 

 

          ７月 第二例会報告 

  第二例会は、7月22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。 

１．ユニークダンス終了する旨をYMCA廣田総主事に報

告。最後となるユニークダンス開催(11/2)に向けての準

備報告（担当・櫻井君） 

２．夏祭り用の黄色のTシャツ人数分購入（担当・土井君） 

３．むかで野尻ファミリーキャンブの準備分担、スケジュー

ル検討・確認 

４．藤本さんの追悼集、野尻キャンプに間に合わせること

を確認                      （鈴木 記） 

出席者：森本、神保、伊丹、今井、長谷川、櫻井、土井、

鈴木 

 

      会  長  通  信 

7月の本例会で神保直前会長から会長バッジを引継ぎ、

7回目の会長に就任しました。初めて会長になったときは、

40年も前のことで、我がクラブの平均年齢が高くなったこ

とを示しているようです。 

年齢相応に、急がず、しかも、休まずに努めてまいります。

当面のプログラムは野尻ファミリーキャンプです。皆さま

の参加と協力で、新しい感激に満ちた数日になることを

期待しています。                 （森本 記） 

 

＜８月の予定＞ 

5日（火）東京むかで･ブリテン印刷会 

7日～10日 第71回国際大会（インド・チェンナイ） 

9日（土）東京銀座・8月本例会 

11日（月）東京まちだ・8月本例会 

11日（月）東京センテニアル・8月本例会 

15日（金）東京世田谷・8月本例会 

16日（土）東京白金高輪・8月本例会 

16日（土）～18日（月）野尻ファミリーキャンプ 

17日（日）東京むかで・8月特別例会 

23日（土）東京/足利合同・8月本例会 

23日（土）東京コスモス・8月本例会 

26日（火）東京むかで・8月第二例会  

27日（水）～29日（金）東京目黒・8月箱根例会 

28日（木）信越妙高・8月本例会 

30日（土）東京ＹＭＣＡ東陽町センター夏まつり 
 

＜９月以降の予定＞ 

2日（火）東京むかで・ブリテン印刷会 

16日（火）東京むかで・9月本例会 

19日～21日 ユースボランティア・リーダーズフォーラム（山中湖） 

23日（火）東京 YMCA チャリティーラン 

24日（水）東京むかで・第二例会 

 

東京 YMCA 夏まつりの案内 

今年も例年どおり夏まつりが8月30日（土）に開催され

ます。わがむかでクラブは昨年同様かき氷300杯の目標

で頑張ります。 

いちご、メロン、ブルーハワイ、コーク等シロップを用意

し臨みますが、当日の猛暑が一番の後押しです。 

そろいの黄色Tシャツ着用で、メンバー全員GOGO! 

むかでクラブ全員AM10時Well-Ｂに集合し頑張って楽し

みましょう。                          （土井 記） 
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野尻ファミリーキャンプご案内 

・開催期間：8月16日(土)～18日(月)現地集合・解散 

・開催場所：東京YMCA野尻キャンプ（野尻湖畔） 

 〒389-1302 長野県上水内郡信濃町桐久保 

・日程： 

16日（土）12時半～1時に野尻湖畔国際村の藤本宅集合 

藤本博信さんの偲ぶ会、 

BBQ･懇親会その後野尻キャンプに移動、宿泊 

17日(日)聖日礼拝、自由時間、夜は本例会 

     野尻キャンプに宿泊。 

18日（月）朝食、後片づけ後、解散 

・会費：全行程参加者 ¥15,000．1日参加者8,000． 

往復の交通費は各自ご負担ください。部分参加の方は、

食数と泊数で会費を減額します。 

・BBQ準備については、以下準備分担を確認。 

・食材 野菜類 食器類 今井 、  

・肉類・焼きそば 伊丹   ・飲み物類 土井、 

・土産 今井   ・火熾し 神保･森本 

なおBBQのみ参加の人は、別途会費を頂きます。 

金額は別途連絡いたします。     

・照会先：神保伊和雄、または森本晴生   

（神保 記） 

 

む か で の た わ ご と 第２回 

むかでも寝言を言うのかと気になりました。 

ムニャ無にゃとても暑い暑い夏休みです。野尻湖が呼ん

でいます。ご準備はいかがですか？ 

私は今年もまた、嬉しいことにかわいい小学生の子供

たちと共に千葉県少年自然の家で教会学校のキャンプ

に二泊三日と、ソウルYMCAのキャンプ場で第5回キッズ

ワールドカップに参加（四泊五日）、合わせて1週間チビ

ッ子と共に生活することになりました。いくつになっても夏

休みに大自然の中でヤングパワーと生活できる幸せは最

高な贈り物だと思います。この老人に与えられた賜物に

感謝いたします。 

これぞ青春！これぞ壮年！これぞ熟年！これぞ老

年！若さの中で暑気払いをとしゃれ込みます。8月7日は

もう立秋です。暑さに負けないでください。    （尽慕巌） 

 

          ＹＭＣＡニュース 
・8月18日～22日 キッズワールドカップイン韓国 

・8月26日12時～午餐会「戦争も核もない世界を願って 

―被爆体験を語る」山田玲子氏：東大YMCA 

・8月30日 YMCA東陽町センター夏まつり 

・9月6日 国際協力街頭募金：渋谷駅 

＊会員状況 959名（6月30日現在） 

＊ガザYMCAシュヘイル・タラジ総主事からのメッセージ 

 「7/22現在、YMCAの施設は停電が続き、飲み水も底

をついてきています。昨日だけで60人を超える市民が殺

されています。この悲劇に幕が閉じられるよう、この聖地

に正義と平和を再び実現するため、薬殺と暴力を止めさ

せる責任が全ての文化国家にはあります。平和をもたら

すよう祈ってください。そして人々に伝えてください。」 

（堀口 記） 
 

      ウエルネスへ ようこそ  第２２回        

電車に乗って椅子に座ったら、ちょっとお尻を椅子から

浮かせてみてください。背中は付けたまま、3ｃｍ位浮か

すと腿の筋肉と腹筋に負荷がかかるのがわかります。無

理せず30秒やって、ちょっと休憩して又30秒。余裕があ

ったらまた30秒。 

こんな努力で体の筋力は鍛える事が出来ます。長く元

気に楽しく暮らす為に、ちょっと努力してみましょう。 

（城井 記） 
 

7 月 会 計 報 告 

１． 月間収入・支出合計               （今井 記）

期間 7/1～7/31 

口座名  月間収入額   月間支出額 

一般口 382.000 円 25.022 円 

ファンド口 45.500 円 7.500 円 

・一般口収入 年会費375千円 

・一般口支出 例会弁当 21千円、切手 4千円  

・ﾌｧﾝﾄﾞ口収入 スマイル 15千円、 

前期部 CS 表彰金 30千円 

・ﾌｧﾝﾄﾞ口支出 夏まつり 抽選券 8千円 

＊年会費払込みまだの方は払い込みお願いします。 
 

２． リングプル７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 1.6kg 東京星の会 0.3kg 
  7 月合計 1.9kg 

 
３． 使用済み切手  7 月分合計  0g      （高津 記） 

 

      編 集 後 記 

今年も暑い夏がやってきた。ウクライナでのマレーシア

航空機撃墜。イスラエルのパレスチナのガザ地区侵攻。

中国食肉加工業者の常軌を失する生産活動。 

これらのニュースを見るたびに、人間のこころの罪を見

ているような気がする。69年前の夏も罪の結果が出たとき

だった。                        （今井 記） 


