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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    

財宝を多く持って恐怖のうちにあるよりは、 
     乏しくても主を畏れる方がよい。 
 

 Better is a little with a fear of Lord, 
      than great wealth  together with trouble. 

(箴言15-16） 

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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            11111111月月月月    ワイズ理解・ワイズ理解・ワイズ理解・ワイズ理解・FFFFFFFF    についてについてについてについて    

11月10日は日本初の大阪クラブが国際加盟した日

で、「ワイズデー」と言っています。 

FFはファミリーファストの略で、家庭で1食を抜き、そ

の金額（一人500円以上）を献金するもの。東日本区内

のHIV/AIDS啓発運動への取り組みのために用いられる

こととしています。                      （伊丹 記）    

11111111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：櫻井浩行・吉岡 笑 

                          受  付  吉岡   笑 

                          司  会  佐藤   猛 

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          神保伊和雄 

楽しい食事 

  卓話「石巻での２年間の駐在報告」 

東京YMCA元石巻支援センター駐在  伊藤  剛士氏 

 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            長谷川正雄 

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 

１１１１１１１１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１１１１１１１１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（11/14 申込期限・今井まで） 

２０１４年１１月例会 （第６３３回） 

（強調月間：ワイズ理解・ＦＦ）    

         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１０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 14,000 円 

正 会 員 13 名 出席(メネッﾄ) 2 名        2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 城井廣邦 9/24 第二例会              切手累計        0 ｇ 

功労会員 4 名  出席(ゲスト) 0 名 神保伊和雄 9/24 第二例会 

 
未使用カード  累 計     0 枚 

在籍者数 17 名 出席(ビジター)  0 名  リングプル  累 計 197.1 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 14,000 円 

出席(功労会員) 0 名 例会出席総数   14 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        BIRBIRBIRBIRTHDAYTHDAYTHDAYTHDAY    

2日 神保 久子  22日 嶋 奈津江 

 

         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    

15日 森本 晴生・路子 

        むかでミニ・オークション開催！！むかでミニ・オークション開催！！むかでミニ・オークション開催！！むかでミニ・オークション開催！！    
11月例会プログラムの中で開催します。 

むかでファンド増強のため、献品をお願いします。 
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   10 月 本 例 会 報 告 

第632回１０月本例会は、10月21日18時30分から、東

京YMCA東陽町センター多目的室で開かれました。 

司会は髙津君、森本会長の開会点鐘、ワイズソングと

和やかに進み、司会者より今月の卓話者が紹介されまし

た。今月の聖句、食前の感謝を今井君が述べ、楽しい食

事になりました。健康に配慮された美味しいお弁当とお

茶をいただきながら会話もはずみました。 

今月の卓話は「海藻の押し葉」の題で橋本美穂さん

（海藻押し葉協会 東京支部長）がまず「海にも森がある

のを知っていますか」をDVDで基礎勉強し、本題に入り

ました。日本には南北に「親潮」「黒潮」の二大海流、さら

に日本海、オホーツク海という日本の海には約1400種の

海藻が生息し、世界で最も種の多様性が高い事といわれ

ています。 

海藻は花を咲かせない葉だけの植物で海の深さによ

って太陽光を受ける差で、褐色、緑色、紅色等様々な色

彩を持っていること。海藻の進化、色彩、海の森の働き等

を興味深く勉強しました。私達は海藻というと昆布、わか

め、 寒天等体に良いミネラルがたくさん含まれている食

べ物のイメージばかりでしたが、海中に草原を作り、魚貝

類の住居、産卵の場であり、海水の浄化という重要な働き

をしていることも改めて知ることができました。 

実技の時間に移り、海藻押し葉教室の始まりです。各

テーブルに水を入れ

たパレットと海藻、タ

オル、はさみ、ピンセ

ット、はがき、鉛筆等

が準備されました。

橋本さんが全ての道

具や様々な海藻を採

取し、潮抜きをし、今

日のために持参して

くださいました。お忙しい中での準備本当に感謝申し上

げます。   【写真＝押し葉の説明をする橋本美穂さん】 

橋本さんのユーモアにあふれた心暖かい説明を聞き、

まずこれから作る海藻押し葉はがきに宛名を書き、パレッ

トに入れました。宛先は各自自由に子供、孫、友人、なか

には奥様、旦那様に送る人もいました。次にパレットに入

っているカラフルな海藻から、はがきのデザイン、構図を

考え、ピンセットで海藻を取り出し、はさみで細工し、先ほ

どのはがきに乗せ、形を整え、一応今日の作業は完成で

す。文章で書くと簡単にみえますが、絵心がないとデザイ

ンが決まらないし、細かい作業なので、手が追いつきませ

んでした。早々とクリスマスツリーや秋の紅葉、似顔絵等

楽しい海藻押し葉が出来ました。久しぶりに歳を忘れ、楽

しい一夜でした。 

これから先の作業は、橋本さんがはがきを吸い取り紙

に挟み、何回も吸い取り紙を交換し、乾燥後ラミネート加

工し、送付してくださるとのことでした。 

橋本さんは少年キャンプで過ごした野尻湖が大好きで、

その関係で野尻学荘も大好きになり、学荘OBが主体で

創立された「学荘クラブ」の有力メンバーとして活動されて

います。クラブ総会、年に2回開かれるワークキャンプにも

先頭に立って参加されている大の野尻ファンです。 

今月の強調月間はEMC―E、YESで伊丹君がアピー

ルし、HAPPY BIRTHDAYは該当者なし、結婚記念日

おめでとうは長谷川君、高津君、土井君、そして橋本美

穂さんにお祝いの想いを贈りました。スマイルは櫻井君が

担当、14,000円が寄せられました。 

堀口君よりユニークダンスの参加人員の報告を受け、

ユニークダンスの各自役割を確認した。土井副会長より

清里でのポールラッシュカンティー祭での感想と閉会挨

拶、森本会長の閉会点鐘で定刻8時30分終了した。 

出席者：森本、伊丹、今井、櫻井、佐藤、鈴木、髙津、 

土井、長谷川、堀口、吉岡、今井メ、高津メ    

ゲスト： 橋本美穂（卓話者）   敬称略     （土井 記） 
 

第18回 東新部部会 報告 

部会は10月11日（土）午後1時から、銀座ライオン5階

において、東京世田谷クラブホストで、一般参加、若いリ

ーダーを含めて、17クラブ108人が集い開催されました。 

第1部式典では、むか

でクラブが佐藤茂美直

前部長からCS事業表彰

を受け【写真】、伊丹次

期部長が閉会の挨拶を

述べました。 

第2部は、朝日新聞社

OBの伊藤千尋氏より、

「活憲の時代・9条は人類の宝」と題した記念講演でした。 

第3部懇親会では、「YMCA歌声広場、キャンプソング

もご一緒に」ということで、小川圭一さんのリードで声を張

り上げ、アピールタイムではむかで全員が登壇して翌年

の東新部会を宣伝しました。              （伊丹 記） 

出席者：森本、神保、伊丹、今井、櫻井、城井、髙津、 

髙津メ、土井、長谷川、長谷川メ 
 

ユニークダンス・パーティー終会によせて 

我が東京むかでワイズメンズクラブは「YMCAサービ

ス」を「野尻学荘」、地域サービスに「ユニークダンス」の2

本柱で事業を展開していました。「野尻学荘」はクラブ設

立（1961年）より今年まで53年間、「ユニークダンス」は

1983年より2014年11月までに31年間（春・秋、年2回）の

べ62回のパーティーを開催しております。 
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初回の時は、まだ「バリアフリー」などの言葉もなく、障

がい者へのプログラムも少ない中でのスタート、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」を開催したり、千代田区の「チヨダ・ボランティ

アフェスティバル」などに参加、毎回70～80人の参加者

があった。当初「むかでユニークダンス・パーティー」のタ

イトルを1994年、第21回のパーティーより「YMCAユニー

クダンス・パーティー」と名称を変え、「東京YMCA」と「東

京むかで」との共催で今日まで至っています。 

スタート時より31年間が過ぎ、福祉事業の社会情勢が

ガラリと変わるなか、行政の福祉に関する手当が充実し、

行政主催の様々なプログラムが行われています。「身障

者と共に歩む」の趣旨で開催されてきた「ユニークダンス・

パーティー」もその役目を終えたのではないでしょうか。 

我々ワイズメンの「無から有を生む」の精神で続けられ

てきた「ユニークダンス」。より良い社会が身障者の皆様

に包まれていることを喜びにして、大変残念ではあります

が、「YMCAユニークダンス・パーティー」この秋、11月2

日（日）東陽町センターにて開催を最後に「終会」にする

ことがクラブ総会で決定いたしました。 

長きにわたり「ユニークダンス」にご指導、ご協力いただ

けましたことに感謝申し上げます。特にユニークダンス研

究会代表・炭山眞理子先生には、ダンスの指導・パーテ

ィーへの心構えなどいろいろとご指導いただきました。ダ

ンス音楽演奏は江波戸明子先生にボランティアでご奉仕

いただきました。フォークダンスは故磯田昭平ワイズ（東

京）と齋藤美登里先生にご指導いただきました。他クラブ

のワイズメン・メネット、そしてむかでクラブ友の会の皆様、

清水弘一（仙台青葉城）、青山孝男（会津）、磯田幸子

（東京）、神谷雅子（東京西）、佐藤茂美（東京）、小原武

夫（東京世田谷）、吉田紘子（東京銀座）の各ワイズ、本

多謙、吉田司、鍋倉弘、各友の会の皆様にもご参加いた

だき、本当にありがとうございました。 

なお、今後クラブとして「ユニークダンス」に関しての運

動・啓発は引き続き維持していきますが、新しい地域サー

ビスへの挑戦を思案中です。良い案があればご指導いた

だきますようにお願いいたします。           

 （実行委員長・櫻井浩行 記） 
 

         １０月 第二例会報告 

第二例会は10月28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・確認事項は次の通り、

8時15分終了した。 

1．ブリテン11月号の打ち合わせ 

卓話者は伊藤剛士氏。テーマは石巻での2年間 

2．第62回ユニークダンス・パーティー（最終会）について 

出席者は20名を越す規模になる 

当日の予算は6万弱（59196円）、終了後は反省会を

兼ねて打ち上げの予定 

3．東新部評議会（11月15日）の出席予定者を確認 

森本、土井、神保、今井、鈴木、伊丹、櫻井、城井 

4．第19回東新部部会（2015．10．10）企画について 

城井君より主旨説明、野尻学荘の一日をテーマにする 

5．在京ワイズ合同新年会 

11月本例会にアピールに来会の予定 

6．情報：東日本区クラブ平均年齢（東京まちだ・小山正

直さん集計） 

東日本区62.9歳 東新部66.3歳 むかで70.4歳 

7．仙台３クラブ2014被災地小学生サッカーユースリーダ

ーアクトに10000円寄付を決定。 城井君持参 

8．会員協議会「ソシアス フォーラム」申し込みについて 

出席者：森本、伊丹、今井、櫻井、城井、土井、長谷川 

                                   （土井 記） 
 

      第18回 ＳＴＴに参加して       
秋の羽田から、夏の台北市松山空港へ廣田光司総主

事、勝田正佳常議員議長、徳久俊彦YMCA学院理事長

＆井口保雄夫妻、東京 Y のスタッフ3名と私で総勢9名。 

宣蘭縣【Yilan Area】へバスで移動、途中で Seoul 

YMCA と合流、お茶とケーキでひと休み、その後会場の

ホテルへまっしぐら。到着後チェックイン開会式。 

今回の STT テーマは『現代社会におけるキリスト教』と

いう難しい課題で協議会はスタートした。空っぽの頭に課

題を詰め込み不消化のままに（私の独り言）。 

ウエルカムディナーへとステージは変わり、それはそれ

は美味三昧の食卓へ移り、今度は胃袋を満タン状態にさ

れるごとく、するごとくが正しいのかな？ 美味な料理づく

しに至って、小食の小生でも3日間で3㎏も体重を増やし

て帰国いたしました。 食べるばかりではなく、当然のこと

ながら交流の場も沢山与えられました。 

4か国語で歌われた讃美歌に感動しました。英語・韓

国語・台湾語･日本語です。3都市のスタッフとも次の出会

いが楽しみになりそうです。Seoul･Taipei・Tokyo 三都市

YMCA のレポートもそれぞれに力強く報告され、有意義

な時を過ごさせていただきました。参加できたことを感謝

し、次回の東京を楽しみに！ 

今回のテーマのこれが結論になると思われます。 

《それゆえ、信仰と、希望と、愛、この三つはいつまでも 

残る。その中で最も大いなるものは、愛である。》 

『Ⅰコリント13‐13 』        （神保伊和雄 記） 
 

      会  長  通  信 

31年間続けたユニークダンス・パーティーが11月2日

（日）の第62回に「卒業式」を迎えました。東京YMCAの

神田会館から始まり、100人を超える参加があった回もあ

りましたが、ここ数年は20～30人の参加になり、初参加の
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方はゼロが多くなりました。お元気だった方が天に召され

たり、健康を害されたりという参加者の事情があり、また身

障者の方々が社会に出る機会が増え、社会も受け入れ

の心構えや設備が増えてきたという社会の変化もありま

す。当初の目的を果たせたことで今回の最終回となりまし

た。長い間にわたる関係各位のご協力を感謝します。 

これからは何をするか？  皆で知恵を出し合って、プ

ロジェクトを考えましょう。やることはいっぱいあります。 

ところで、DBCの神戸ポートクラブから山田さんがこの

ユニークダンス・パーティーに参加してくださいました。11

月13日（木）の神戸ポートクラブの例会には、私が参加予

定です。また、12月11日（木）には毎年むかでから数人

が参加している神戸ポートクラブのクリスマス例会が開か

れます。他のクラブに行くと、当然のことながら、共通点と

相違点があります。そこから学ぶものはいっぱいあります。

ご都合をつけて、ぜひご参加ください。 

9月例会を昼間に開催したことで、シニアの方々の参

加が増えました。平日の午後だと勤務世代は参加しにく

いので、休日の午後なら良いのかなと考えています。皆さ

まと相談して良い知恵をそろえましょう。 

10月例会で作った海藻押し葉絵葉書が我が家に届き

ました。初めてにしては上手くできていると家族から評さ

れました。濡れているときとは違う楽しさが見えました。 

                                （森本晴生 記） 

＜11月の予定＞ 

4日（火）東京むかで･ブリテン印刷会 

8日（土）東京銀座・11月例会 

10日（月）東京まちだ・11月本例会 

10日（月）東京センテニアル・11月例会 

11日（火）東京・11月本例会 

12日（水）東京目黒・11月本例会 

13日（木）神戸ポート・11月本例会 

15日（土）第2回東新部評議会 

15日（土）東京白金高輪・11月本例会 

18日（火）東京むかで・11月本例会 

21日（金）東京世田谷・11月本例会 

22日（土）東京コスモス・11月本例会 

25日（火）東京むかで・11月第二例会  

27日（木）信越妙高・11月本例会 

＜12月以降の予定＞ 

2日（火）東京むかで・ブリテン印刷会 

11日（木）神戸ポート・12月クリスマス特別例会 

16日（火）東京むかで・12月クリスマス特別例会 

23日（火）東京むかで・第二例会 

23日（火）YMCA 東陽町センターオープンハウス 
 

「夏まつり」を飾る「提灯」          ＹＭＣＡニュース 
≪募金感謝≫ 

・ガザ緊急支援募金（同盟）：1,766,834円 

・国際協力募金（9月末）：534,597円（目標300万円） 

・会員状況（9月末）：949名（目標1,000名） 

≪クリスマス・その他インフォメーション≫ 

・国際部クリスマス：11月29日（土）東陽町 

・教会：12月21日クリスマス礼拝/24日クリスマスイブ礼拝 

・東陽町クリスマスオープンハウス：12月23日（祝）9時 

・ウエルネス会員村上舜也さん(アジアパラリンピック８位入賞) 

・オープンハウス献品受付中           （堀口 記） 
 

      ウエルネスへ ようこそ  第２５回        

身近な人とじゃんけん大会。10回戦をいかに早く出来

るかやってみましょう。グー、チョキ、パーをするだけで驚

くほど運動神経と反射神経が刺激されます。 

いかに早く出来るようになるか、スピードＵＰに挑戦してく

ださい。これも健康に生きるための一つです。（城井 記） 
 

 １０月 会 計 報 告 

１． 月間収入・支出合計            （城井・今井 記）

期間 10/1～10/31 

口座名  月間収入額   月間支出額 

一般口 99,000 円  107,122 円 

ファンド口 14,000 円 60,000 円 

・一般口収入 UD 補てん金60千円 

・一般口支出 例会費関係36千円、図書カード5千円 

62回 UD 準備関係60千円  

・ﾌｧﾝﾄﾞ口収入 スマイル14千円 

・ﾌｧﾝﾄﾞ口支出 UD 事業補助60千円 
 

２．リングプル 10 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 0.0kg 由井 NG･MY 35.0kg 
伊丹一之氏 G  0.1kg 10 月合計 35.1kg 

 
３． 使用済み切手 10 月分合計  0g      （髙津 記） 
 
    む か で の た わ ご と       

朝の連続 TV ドラマのせいなのか今、なぜか何となく親

しみやすさを覚えるものにグレートブリテンならずスコット

ランド・スコッチウヰスキー・スコッチエアーそして懐かしの 

Auld Lang Syne（蛍の光 窓の雪） 

Comin’ thro’ the Rye【故郷の空】 

Green Sleeves(グリーン スリーヴス)等々 

秋たけなわ、何となく物思いにふける時があるようだ！ 

そうだ“007”の初代主役も彼の地域の俳優だった。秋の

夜長は OLD PARR か CHIVAS REGAL をダブルで楽

しみ、BGM は勿論スコッチエアーで・・・夜は長い。私も

なんだか飲みたい気分、これで失礼！    （尽慕巌：記） 
 

      編 集 後 記 

11月に入り、朝晩は寒くなりましたが日中は温かく、着

るものに苦労します。最終回のUDは会津や神戸からも

参加があり、39名で有終の美を飾りました。  （伊丹 記） 


