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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    

主を畏れることは知恵の初め、 
  聖なる方を知ることは分別の初め。 
The fear of the Lord is the start of wisdom, 
 the knowledge of the Holy One gives 
a wise minnd.               （箴言 9-10） 

       

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” 
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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 
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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 
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                        ９月９月９月９月    ユースユースユースユース    についてについてについてについて    

組織を維持するためには、メンバーが元気で活動す

るほかに、若い世代の参加が必要です。野尻ファミリー

キャンプでリーダーや小中高生のキャンパーと接する

のは、将来のメンバー増につながります。  （森本 記） 

９月本例会９月本例会９月本例会９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 伊丹 一之・吉岡 笑 

                          受  付  伊丹 一之 

                          司  会  城井 廣邦 

                 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          今井  武彦 

楽しい食事 

  卓 話  「 鈴木 榮さんをお迎えして 」  

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            佐藤  猛 

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 

９９９９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    ９９９９月月月月    １６日１６日１６日１６日（（（（火）火）火）火）１３１３１３１３：：：：３０３０３０３０よりよりよりより    

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    上野上野上野上野広小路店〔鈴乃屋本店ビル〕広小路店〔鈴乃屋本店ビル〕広小路店〔鈴乃屋本店ビル〕広小路店〔鈴乃屋本店ビル〕    

参加費 ５０００円 

＊食事手配のため出欠は９月１２日までに神保へ 

２０１４年 ９月例会 （第６３１回） 

（強調月間：ユース）    

         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 ８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         0 円 

正 会 員 13 名 出席(メネッﾄ) 2 名  4 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  第二例会 8月30日              切手累計         0 ｇ 

功労会員 4 名  出席(ゲスト) 2 名 櫻井浩行  鈴木健彦 未使用カード  累 計         0 枚 

在籍者数 17 名 出席(ビジター) 10 名 土井宏二 長谷川正雄  リングプル  累 計 137.0 kg 

出席(正会員) 6 名 出席(スピーカー)     (1) 名   むかで基金   今月分 3,600 円 

出席(功労会員) 0 名 例会出席総数   20 名 出席率10/13=77%   

   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    

9日 神保伊和雄      22日 今井 武彦 

28日 堀口 廣司 

          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 堀口 廣司・栄子 

第１８回東新部部会に参加しよう！！第１８回東新部部会に参加しよう！！第１８回東新部部会に参加しよう！！第１８回東新部部会に参加しよう！！    

日時：１０月１１日（土） 13：00 – 16：00  

場所：音楽ビアプラザ・ライオン（銀座７丁目店5階） 
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   ８ 月 本 例 会 報 告 

8月本例会は、8月17日(日)18時30分より東京YMCA

野尻キャンプ場キツツキホールで開催されました。野尻フ

ァミリーキャンプは、今年で25年連続開催です。 

まず、新メンバーのご報告をいたします。本例会の前

日（16日）故藤本博信氏を偲ぶ会が国際村藤本別荘で

行われ、その際、メネットの藤本玲子様がシニアメンバー

になられました。これで来年のファミリーキャンプでの

BBQができることになりました。 

台風の影響で、前日の藤本邸での藤本博信君の偲ぶ

会から本例会まで、豪雨が昼夜を問わず降る生憎の天候

でしたが、歴史漂う木造家屋キツツキハウスのホール正

面に、８月特別例会の看板、これを背に森本会長、神保

司会そしてスピーカー塩入先生の席、そして中央に料理

が並べられたテーブルを囲むように各々が着席して行わ

れました。テーブル中央には毎年キャンプ場の花、野草

が生けられ、格調高く野生華文化の香り漂う会場となりま

した。司会は、神保君が担当、森本会長の開会点鐘でス

タートしました。一同でワイズソングを唄い、ゲスト・ビジタ

ー紹介と続き、ビジターは下記の通り、神戸ポート2名，

京都めいぷる1名、信越妙高1名、埼玉3名、長野2名、東

京山手1名の６クラブ、ゲストは下記のとおり関係者2名の

方々、計20名の出席となりました。聖書朗読と開会のお

祈りは高津君、伊丹君の発声で乾杯、食事会がスタート。 

食事会のテーブルには、今年も宮嶋裕文氏から地ワイ

ン、ビールそして地トウモロコシ、また星野達雄氏（入院

中）から地スイカを頂き、豪華なテーブルになりました。さ

らに、キャンプを通して、神戸ボート・京都めいぷる連合

から日本酒、肴、菓子などの差し入れ、頼仰史氏（元担当

主事）からも酒と手作りの梅酒、埼玉からも地酒等の差し

入れがあり、これらを呑み、味わいながらゲストルームで

の有意義な交流を図ることが出来ました。 

今回の卓話者は、昨年に続き長野県在住の長野クラ

ブの塩入隆先生（長野県立短期大学名誉教授）で、むか

での野尻ファミリーキャンプでは、３回目です。 

お話は、NHKテレビで放映中の「赤毛のアン」の翻訳

者・岡村花子の生涯「花子とアン」を題材にした「女子キリ

スト教育」に関するものでした。 

塩入先生は、初めに①柳原蓮子（東洋英和の学友）、

②やたら厳しくしている先生、の２つのポイントを挙げ、こ

れをキーワードにして日本の女子キリスト教教育、特に東

洋英和女学院を通して女子キリスト教教育のお話をされ

ました。出発点のカナダ国・メソジスト教団の教育の必要

性に至る経過とそこから必然的に派生する学校教育、特

に寄宿舎生活を通しての女性への生活マナーと英語教

育へと発展する中で、明治5～6年頃から日本へも同教

団から女性宣教師が派遣されました。そして、土地と建屋

を確保して、私立の学校を設立し、学校教育を通して女

子教育と宣教活動がなされた。その中で東洋英和女学

院の創立があり、村岡花子と柳原蓮子の寄宿舎生活を通

じて交流から生まれ、今日の女子キリスト教教育に繋がっ

ています。 

強調月間・CSのアピールは伊丹君。誕生日は、高津

達夫君と上松寛茂氏（埼玉）で、結婚記念はありません。

森本会長から、野尻キャンプ場支援として、むかでクラブ

から野尻キャンプ支援金と、遠泳時の「むかで汁粉」代が、

星野太郎主事に渡されました。諸報告に続き、伊丹君が

閉会の挨拶を行いました。 

 
 今年のキャンプの課題として、20名の参加者で、むか

で関係が8名（メン6名，メネット2名）と少なかった。 

出席者：森本、神保、伊丹、今井、高津、堀口 

メネット：今井、高津 

ビジター：塩入隆、森本俊子（以上長野）、衣笠輝夫、上

松寛茂、小林道明（以上埼玉）、山田滋己、大野

勉（以上神戸ポート）、山川新一（京都めいぷる）、

飯野毅与志（東京山手）、宮島裕文（信越妙高） 

ゲスト：頼仰史（元担当主事）、星野太郎（東京Y・主事）

（敬称略）      （高津 記） 

 

野尻ファミリーキャンプ報告 

 今年も藤本家の別邸から始まりました。土砂降りの中

三々五々いつものように国際村のある神山の藤本邸に。

伊丹君の車で頼元主事、森本会長、そしてジンボ。食材

買出しをしてから現地へ一番乗り。神戸から京都から、埼

玉から、それから千葉・東京組も総勢16名。雨の中!! 

   藤本博信さんの偲ぶ会  

森本会長と藤本ニグさんとの出逢い、野尻学荘での関

わりなどの挨拶、藤本玲子さまの丁重なるご挨拶のお言

葉があり、別荘のリビングルームでギコチナイ司会の下で

偲ぶ会を始めました。阿部英世氏（学荘OB・元むかでク

ラブ）による藤本ニグさんの野尻学荘での現役時をしの

ぶスピーチ、頼仰史元主事として関わりのある裏話などな

ど厳かななかにもさわやかに、穏やかに、会は進み、神
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戸ポートクラブの大野勉氏のギター伴奏で美しい湖水

よ！を全員で合唱し、高津達夫君のチャリティーゴルフで

のエピソードをはさみ、献杯の発声をもって偲ぶ会から次

の舞台へと移りました。藤本家の過分なる準備のおかげ

で、その上室内で豊かなBBQ大会を外の雨を気にする

ことなく、行うことが出来、玲子夫人はじめ藤本家皆様の

おもてなしに感謝でした。 

 

ビックニユースです！ビックニユースです！ビックニユースです！ビックニユースです！    藤本玲子さまの東京むかでクラ

ブへの功労会員としての参加をその場で表明されました。

急遽、神戸ポート・京都めいぷる・埼玉の３ワイズ立会い

のもと、入会式は簡素ながらも森本晴生会長司式で厳粛

に行われました。【写真】 入会式後は雨も上がり、藤本邸

を後に例年通り、車組・徒歩組といつものように野尻キャ

ンプに場所を移しました。             （神保 記） 

                        

東京ＹＭＣＡ夏まつり奮戦記 

8月30日（土）お天気が心配されたが、東陽町センター

で盛大に開催されました。10時に集合しむかでクラブか

き氷店開店の準備スタート。いす、テーブル、シロップ、 

かき氷器、大事な氷も無事定刻どおり到着。各自定位置

につきました。10時30分ジャズ演奏で会場を盛り上げ、

高嶋委員長、廣田総主事開会挨拶で販売が開始されま

した。イチゴ、メロン、ブルーハワイ、しろみつに練乳、あ

ずき等メニューは豊富であったが、お天気には勝てず前

半戦は苦戦しました。後半の頑張りで252杯余販売、利

益21,000円は見事。少しはチャリティーに貢献させて頂

きました。 

販売時もメンバーの個性が発揮。長谷川君は気前のよ

さで大盛りサービス。今井君はお金の心配と机まわりの掃

除等細かい目配り。高津君は責任者としてのどっしりと全

体チェック。お金持ち？森本、神保、櫻井君等は沢山の

差し入担当？。 高津、長谷川両メネットの子供達への愛

情たっぷりの応対で売り上げは倍増、楽しい一日でした。

夏まつりの目的のひとつは「会員相互の交流」、大先輩の

ワイズメンとの再会、他クラブ会員との談笑、海外の人た

ちとのグローバル展開、世界中の老若男女が一緒に楽し

み、その上でチャリティー本当に有意義な一日で、疲れも

吹っ飛びました。 

参加者：森本、伊丹、今井、櫻井、神保、高津、土井、 

長谷川、堀口主事 

メネット：高津、長谷川              （土井 記） 

  

          ８月 第二例会報告 

  第二例会は夏まつり終了後、東京YMCA社会体育・

保育専門学校7階701号室をお借りし、午後2時30分から

開催。主な検討事項は次のとおり。 

１ ９月例会プログラムなど 

・例会は「鈴木榮さんをお迎えし」とし、司会者の仕切り

で、出席者から会に相応しいスピーチをいただく。 

２ 例会卓話予定者について 

・１０月例会  橋本美穂氏  

・１２月クリスマス例会 石丸泰樹牧師 

・他月についても逐次卓話候補者を推薦する 

３ ブリテン藤本博信君追悼号について 

 ・50部追加印刷を行い、更に追加配布先に付いて各自

提案する。配布済み先名簿提示、確認  

４ その他 

・東京ベイサイトクラブチャター（9月20日）、東新部部会

（10月11日）の出席者確認。クラブでまとめる。 

出席者：森本、神保、伊丹、今井、櫻井、鈴木、長谷川、 

堀口主事、長谷川メネット        （長谷川 記） 

 

      会  長  通  信 

 暑い、暑い、暑い8月は終わりましたが、今年も10月初

めまでは暑そうですね。クラブの活動としても健康第一が

基盤です。ご健康にご留意ください。 

 ８月例会は、例年どおり東京YMCAの野尻キャンプで

行いました。その前日は、例年は対岸の藤本別邸でバー

ベキューを行っています。昨年10月に藤本博信さんが天

に召されました。玲子夫人にお伺いしたところ、どうぞお

いでくださいとのお返事をいただきましたので、「藤本博

信さんを偲ぶ会」として行うことにいたしました。当クラブ

の他、埼玉、神戸ポート、京都めいぷるの各クラブからも

ご参加いただき、しばし藤本博信さんを偲びました。 

その時、藤本玲子さんから、当クラブにメンバーとして

の入会のご意向が伝えられたので、入会式を行いました。

藤本博信さんの遠くからの希望が伝えられたようで、感謝

しています。 

9月16日の例会は、予定日に時間を繰り上げ、チャー

ターメンバーである鈴木榮さんをお招きして、上野の今半
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に会場を移して行います。往時の関係者にも声をかけて

いますので、懐かしい話が聞かれるだろうと楽しみにして

います。さらに9月20日には東京ベイサイドクラブのチャ

ーターナイトが開かれます。当クラブからも参加しましょう。

その後の10月11日は、東新部会があります。健康に留意

して、日程を調整して、ご参加ください。    （森本 記） 

＜９月の予定＞ 

2日（火）東京むかで･ブリテン印刷会 

8日（月）東京まちだ・9月本例会 

8日（月）東京センテニアル・9月本例会 

9日（火）東京 9月本例会 

10日 (水) 東京目黒・9月例会 

13日（土）東京銀座・9月本例会 

16日（火）東京むかで・9月特別例会 13：30 

19日（金）東京世田谷・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） 

20日（土）東京ベイサイドクラブチャーターナイト 

20日（土）東京白金高輪・9月本例会 

23日（火･祝）東京 YMCAチャリティーラン 

24日（水）東京むかで・9月第二例会  

25日（木）信越妙高・9月本例会 

27日（土）東京コスモス・9月本例会 

＜１０月以降の予定＞ 

7日（火）東京むかで・ブリテン印刷会 

11日（土）第18回東新部部会 

18日～19日 東新部「秋の妙高バスツアー」 

21日（火）東京むかで・10月本例会 

28日（火）東京むかで・第二例会 

 

むかでのたわごと 第３回 

何ができる？ 黙っていても年を取ること！ 

黙っていると、世のなか何となく変な方向に向かって動き

出してゆく！ でも止まらない、止められない！ 

加齢（華麗）だといいのだが、やっぱり老化！ 

与えられた時を可能な限り享受したい。 

 何事にも時があり  天の下の出来事にはすべて

定められた時がある    【 コヘレトの言葉 3・1 】 

（尽慕 巖） 

 

            ＹＭＣＡニュース 
・YMCA会員955名、あと45名で1000名に。（7/31現在） 

・ガザYMCAより「この1ヶ月で1900名が死に、429名の

子どもの命が奪われた。自宅を破壊され、避難生活を

余儀なくされている。現在40万人の子どもが心のケア

ーを必要とし、精神的不調を訴えている（おもらし、親か

ら離れられないなど）。ガザYMCAは救援物資の配布、

子どもたちへの精神的ケアープログラムを始めた。」 

（8/1現在） 

・９月早天祈祷会は1日 AYCで7時30分より 

説教：洪性完 在日大韓基督教会 前総幹事 

・チャリティーランボランティア募集： 

9月23日（祝） 8時30分集合 木場公園。 

申し込みは会員部か堀口ヘ           （堀 口記） 

 

      ウエルネスへようこそ           

毎日、少しずつ文章を書いてみましょう。今日あったこ

と、気になったこと、人と会ったこと、街で見かけた風景の

こと、子供の笑顔のこと…なんでもいいのです。 

文章を構成することを、毎日することで脳は活き活きと 

なっていきます。毎日の発見を書いて残すことも健康の

ための一つです。                 （城井 記） 
 

     ９月本例会・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      TEL 03-5688-0754 

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 徒歩 3分 
 

8 月 会 計 報 告 

１． 月間収入・支出合計               （今井 記）

期間 8/1～8/31 

口座名  月間収入額   月間支出額 

一般口 258,518円 365,398 円 

ファンド口 3,835円 65,000円 

・一般口収入 年会費 135千円 

・一般口支出 区費 164千円、部費 64円  

     野尻ｷｬﾝﾌﾟ寄付 50千円、学荘汁粉 15千円 

・ﾌｧﾝﾄﾞ口収入 スマイル  0千円、ｵｰｸｼｮﾝ  3千円 

・ﾌｧﾝﾄﾞ口支出 野尻事業 65千円 

＊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８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 1.2kg 神戸ポートＧ 0.8kg 

  8月合計 2.0kg 
 
３． 使用済み切手  ８月分合計  0g      （高津 記） 

 

      編 集 後 記 

8月も今日で終り、あんなに暑かった夏がうそのようで、

今朝は長袖のシャツでホットコーヒー。今夏は家内の入

院等があり主夫生活、日ごろのワイフに改めて感謝。今

晩は久しぶりに鯛のあたまを塩焼きにしてだしをとり湯豆

腐に美味しいちくわ、チョイとホヤの塩辛でぬるめの辛口

で楽しみますか。                     （土井 記） 


