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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    

わたしたちはまた、御父が御子を世の救い主として
遣わされたことを見、またそのことを証しています。 
And we have seen and give witness that the 

father sent the son to be the savior of the world.                  
(ヨハネの手紙一 4-14） 

東東東東京むかでワイズメンズクラブ京むかでワイズメンズクラブ京むかでワイズメンズクラブ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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YMCAYMCAYMCAYMCA東陽町東陽町東陽町東陽町センター・オープンハウスセンター・オープンハウスセンター・オープンハウスセンター・オープンハウスに参加しよう！に参加しよう！に参加しよう！に参加しよう！    

日時： １２月２３日（火・祝） 9：00 集合 

場所： 東京YMCA東陽町センター [カレーライス担当] 

            12121212月月月月    EMCEMCEMCEMC----MC MC MC MC についてについてについてについて    

E【Extension】は新クラブを設立すること。 

MC【Membership & Conservation】は新会員増強と

意識高揚を図ること。新クラブは大変な努力がいる。同

じく新しい仲間を一人増やすのもやはり努力。 

（神保 記）    

1111２月本例会２月本例会２月本例会２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 : むかでメンバー全員（集合時間 17:00） 

    受付（多目的室）       城井廣邦・今井武彦 
 
第１部：クリスマス礼拝    （18:00～18:30） 

 会場：多目的室       司 式：高津 達夫 

 クリスマスメッセージ    牧 師：石丸 泰樹 

 クリスマス献金：東京YMCA国際協力募金へ 
 
第２部：ポットラックパーティー（18:30～21:00） 

会場：視聴覚室         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            今井 武彦 

「むかで！“メリークリスマス”パーティー」 

強調月間アピール・諸報告      司 会 他               

ハッピーバースデー・結婚記念       司 会 

閉会挨拶            副会長 土井 宏二 

閉会点鐘             会  長  森本 晴生 

１２１２１２１２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１２年１２年１２年１２月月月月    １６１６１６１６日（日（日（日（火）火）火）火）18181818:0:0:0:00000～～～～21:0021:0021:0021:00    

場場場場        所所所所        東京東京東京東京YMCAYMCAYMCAYMCA東陽町センター・多目的室東陽町センター・多目的室東陽町センター・多目的室東陽町センター・多目的室    

礼拝：石丸泰樹（日本基督教団礼拝：石丸泰樹（日本基督教団礼拝：石丸泰樹（日本基督教団礼拝：石丸泰樹（日本基督教団    小石川明星教会牧師）小石川明星教会牧師）小石川明星教会牧師）小石川明星教会牧師）    

お料理の持ち寄り(ポットラック)パーティーです。 

お料理の持ち寄りのない方は会費２５００円。 

２０１４年１２月例会 （第６３４回） 

（強調月間：EMC-MC）    

         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」 

         HAPPYHAPPYHAPPYHAPPY        BIRTHDAYBIRTHDAYBIRTHDAYBIRTHDAY    

9日 高津 寿江  28日 伊丹 一之 

         結婚記念日おめで結婚記念日おめで結婚記念日おめで結婚記念日おめでとうとうとうとう    

該当者なし 

２０１４年 １１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 12,200 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 城井廣邦 11/2 第62回ＵＤ              切手累計        0 ｇ 

功労会員 4 名  出席(ゲスト) 0 名  

 
未使用カード  累 計     0 枚 

在籍者数 17 名 出席(ビジター)  1 名  リングプル  累 計 203.1 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 26,300 円 

出席(功労会員) 0 名 例会出席総数   13 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 
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     １１ 月 本 例 会 報 告          

東京むかでワイズメンズクラブ第633回１１月本例会は、

11月18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。 

司会の佐藤君が急用で欠席、森本会長が所要で遅刻

のため、神保直前会長が会長到着まで二役で会を進め、  

今日の卓話者、東京YMCA伊藤剛士主事と東京まちだ

クラフﾞ後藤邦夫君のゲスト・ビジターが紹介されました。 

今月聖句、食前の感謝は予定通り大忙しの神保君が

行い、秋の香り豊かなお弁当をいただきました。 

卓話は本年3月まで東京YMCA石巻支援センターに

駐在し、支援活動に奔走の伊藤主事（現在東陽町会員

部）より「石巻での2年間の駐在報告」と題し、映像を主に

お話をいただきました。  【スピーチする伊藤剛士主事】 

    
東京YMCAは2011年3月末から現地の支援活動に入

りました。石巻駅から5分程のビルの2階に支援センター

を開設したのが同年11月。以後、決して広くない部屋を

パーテーションで仕切り、夜行バスなどで支援活動に駆

け付けるリーダー達の寝食を共にする場になりました。 

石巻市、女川町、東松島町では5,000人を超す死者と

500人近い行方不明者を出し、800万トンもの瓦礫や災

害廃棄物で埋もれました。本年3月に処分完了宣言を出

しましたが、かつて163,000人の石巻市人口は現在

153,000人で、災害の膨大さを知ると同時に日常生活へ

の復興がまだまだ見えない状況を肌で感じます。 

この近海は世界三大漁場の一つでホヤ、牡蠣、秋刀

魚の漁獲高は日本屈指の海。広島牡蠣の美味しさはご

存知の通りで、稚貝はほとんどが石巻産であり広島で半

年の養殖期間を経て、広島産の名が付きます。こうした漁

場もまた壊滅的な被災地に一変しました。伊藤主事は同

支援センターに2012年4月より2014年3月までの2年間

駐在され、支援活動を共にされました。 

復興を唱えますが、膨大な土盛り、高台の造成等を経

て建設用地が確保され、復興住宅の完成は2年後とも言

われ、仮設住宅入居者ゼロはまだ先のことです。東京

YMCA石巻支援センターはそのゼロの日まで残される予

定です。直後からこの地域の奉仕活動に参加された方々

は延べ20,487人に上ります。床下の泥掻きから始まった

作業や活動は、復興状況に沿って継続されています。 

現在の主な支援活動は 

・ ワーク作業では花壇造成、畑耕作、浜の作業協力 

・ 地域のコミュニティーつくり 

・ 子供達（遊び場）への支援プログラム 

（手狭な仮設では、子供たちの遊び場からの問題も

多く、YMCAが責任をもってプログラム作成、運営

に関わり、自治会などとの対応に当たっています） 

今後の支援活動は更に幅広く、時に形に見えない複

雑な広がりが求められます。 

・ 常に地元のニーズに則した活動の確認 

・ 地元青年たちと共にする リーダーシップ育成 

・ 社会的弱者、マイノリティーへの支援、被災者の心

理的ケァサポート 

特に今後は仙台YMCAと協調した支援活動の継続が

求められます。現在、石巻支援センターの駐在者は不在

です。学生やボランティアが駆けつける、春休み、夏休み

には伊藤主事が駐在し、活動を続けます。 

「・・・被害者の心のケアには充実した日常生活が必要

です。そのサポートは継続的で、顔の見える関係を続け

ることが大切です・・・」 泥の掻き出しから始まった二年間

の駐在生活を経た者が語る、想いの強い卓話でした。 

  後藤邦夫君から、2015年１月10日に予定の在京ワイ

ズ合同新年会ホストの立場で熱いアピールがありました。 

さて11月は恒例のむかでオークションで吉岡君と今井

君の新コンビ【写真】の掛け声で賑やかなやり取りが行わ

れ、14,100円の売り上げを記録しました。ハッピーバース

デーの該当なし、森本君の結婚記念日を拍手でお祝い

しました。 

 

森本会長から11月11日に当クラブのチャーターメンバ

ーで功労会員の嶋雅ニ君が天に召されたことについての

報告があり、一同、謹んでご冥福をお祈りしました。 

スマイルの呼びかけは長谷川君が担当、12,200円が

寄せられました。土井副会長が、担当する12月23日のオ

ープンハウスでの作業協力を強く呼びかけ、閉会の挨拶

を行い、森本会長の閉会点鐘で１１月本例会を締めまし

た。                                （長谷川 記） 
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出席者：森本、伊丹、今井、櫻井、神保、鈴木、高津、 

土井、長谷川、堀口、吉岡 

ゲスト（卓話者）：伊藤剛士主事（東京YMCA会員部、 

同石巻支援センター担当） 

ビジター：後藤邦夫（東京まちだクラブ）     敬称略 

 

2014-15 第2回東新部評議会 報告 

2014年11月15日（土）13:00-17:00  在日本韓国

YMCAの9階会議室で開催。 

太田勝人部長の点鐘で開会、ワイズソング、聖書朗読･

祈祷、部長の開会挨拶。 

報告事項：部長から(1)部長報告、(2)第2回東日本区

役員会報告〔11/8〕、(3)第2･3回東新部役員会報告〔9/5と

11/5〕。寺門部会計から(4)東新部会計中間報告。各事業

主査などから(5)東新部事業活動報告。各委員長から(6)

委員会報告。各クラブ会長から(7)クラブ活動報告。山梨･

部担当主事が欠席のため(8)YMCA報告は省略。 (9)そ

の他の報告があった。 

審議事項： (1)第1回東新部評議員会議事録の確認。

(2)第2回東新部役員会議事録の確認。(3)第18回部会･

会計報告の確認。(4)次々期部長･次期監事候補者指名

について、次々期部長に細川剛（東京）、次期監事に権

藤徳彦（東京コスモス）と佐藤茂美（東京）を承認。(5)次期

部役員の承認は、伊丹･次期部長から候補者の発表があ

り承認（当クラブは、部長･伊丹、書記･森本、会計･今井、

地域奉仕事業主査･長谷川、部会実行委員長･城井、部

LT委員長･櫻井、部担当主事･堀口）。（6）第19回東新部

部会開催計画について、城井廣邦･部会準備委員長から

ビジョンの説明があり承認。(7)パレスチナ･ガザ地区緊急

支援募金の承認。いずれも原案どおり承認された。 

監事講評：権藤徳彦･部監事、持田二郎･部監事より。 

東新部の歌、部長の閉会の挨拶と閉会点鐘で閉会し

た。                              （鈴木・伊丹 記） 

むかで出席者; 伊丹、今井、櫻井、城井、神保、鈴木、 

土井、森本 

 

       11月第二例会報告              

第二例会は11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・確認事項は次の通り。 

１ １１月ブリテン編集方針、執筆者の確認など 

・ 12月23日（火）オープンハウスの案内など   高津 

・ 新年例会は1月12日（月・祝日）13：00より 「アルカ

ディア市ヶ谷（私学会館）」を予定。 会費約７,000円 

 ・ 「ウエルネス」は城井君都合もあり一区切りとする。 

２ ブリテン編集の流れ確認、検討 

次号より書記、編集担当者が前年度同月ブリテンより

枠組みを提案、編集者がまとめ、伊丹君に送信する。 

３ クリスマス例会について 

・ 礼拝プログラムは高津君が作成、当日配布する。 

・ 招待者、ご案内する方々の確認、検討。案内文の

作成、発送、出席者の確認は高津君が行う。 

・ 参加者を約30名と想定、料理の量の対応検討。 

・ エンターテーナーは学荘関連の方と交渉する。 

次期部会を念頭にして、キャンプソングを歌う、リー

ダーやスタッフとの交流の場を持ちたい。参加者、

料理の量など検討する。神保君が担当。 

４ その他 

・ 12月第二例会は23日オープンハウス後に行う。 

・ 各会の出席者、参加者の確認など。 

11月30日(日)会津クラブユニークダンス、12月11日

神戸ポートクラブクリスマス例会、1月10日（土）在京

ワイズ合同新年会など。         （長谷川 記） 

出席者：伊丹、今井、櫻井、神保、鈴木、長谷川 

 

 2014年度 クリスマスオープンハウスのご案内              

2014年度「東京YMCAオープンハウス」は、12月23日

（祝・火）に開催されます。 

当むかでクラブも東陽町センターに係わるワイズとして、

東陽町センターの催事に協力いたします。 

むかでクラブは、今までと同様に、アトリウムでの模擬

店「むかでカレー」を担当いたします。 

今年の「むかでカレー」は、東陽町センターの都合で、

カレーの調整が少し変わります。まず、SBカレー食品か

ら300食分のカレーフレークの贈呈を受けましたので、こ

れを利用したカレー具の調整があります。次いで、昨年

の課題であったライスについて、炊飯器でのライスの炊飯

があります。詳細は追ってお知らせいたします。 

前日も含めて、キャンプを思い出す多少の楽しい作業

があります。当日は、9時集合を予定しています。 

例年より作業量が少し多くなりそうです。よろしくご協力

の程、お願いいたします。               （高津 記） 

                         

      会  長  通  信 

だいぶ涼しくなってきました。一般的には「寒く」という

のでしょうが、まだ夏服を着て歩いています。 

11月11日にチャーターメンバーの嶋雅二君が天に召

されました。出張中で帰京してから伺いました。嶋奈美江

メネットにクラブとしてお悔やみのカードをお届けしました。

その昔の、むかでクワイヤでの美声を思い出します。 

11月13日には神戸ポートクラブの例会に顔を出してき

ました。新神戸のホテルに泊まっていたので、三ノ宮の会

場まで20分の散歩ができました。井内さんの入会式があ

りました（たぶん、他のクラブでの入会式に遭遇したのは

初めて）。その後、姫路歴遊会顧問の芳賀一也さん（和
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服、ちょんまげ、一本差しの浪人風の出で立ち）から、「軍

師官兵衛の話」を出で立ちとは違った楽しくお話を伺い

ました。姫路市長が大河ドラマにとNHKに申し入れたと

きには前向きの返事がなく、その数年後、大河ドラマが決

まったそうです。「官兵衛」で姫路市が人に知られるように

なったそうです。姫路城は来年3月に改修が終わってお

披露目で、5時間の行列が見込まれるそうです。 

12月11日は神戸ポートクラブの12月例会です。ご都

合の付く方は、ぜひどうぞ。 

11月15日の東新部評議会で、準備委員長の城井君か

ら来年の部会について、野尻学荘をイメージした素晴ら

しいビジョンのアピールがありました。ビジョンがしっかりし

た部会のアピールは初めてのように思いました。あとは、

具体的にプログラムを考え、煮詰めていきましょう。皆さま、

よろしくご協力を。 

1月例会は、シニアメンバーのご都合を考え、1月12日

（月・成人の日）の午後1時から昼食の新年例会を提案し

ています。休日で現職の方は出やすく、昼食なのでシニ

アの方は出やすく、月曜だから教会はないということを考

えました。参加が増えることを期待しています。 

あっ、その前に12月クリスマス例会をお忘れなく。 

                                （森本晴生 記） 

＜12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・12月本例会 

8日（月）東京センテニアル・12月例会 

9日（火）東京・12月本例会 

10日（水）東京目黒・12月本例会 

11日（木）神戸ポート・12月クリスマス特別例会 

13日（土）東京銀座・12月例会 

16日（火）東京むかで・12月クリスマス特別例会 

19日（金）東京世田谷・12月本例会 

20日（土）東京白金高輪・12月本例会 

23日（火）東京むかで・12月第二例会 

23日（火）YMCA東陽町センターオープンハウス 

25日（木）信越妙高・12月本例会 

27日（土）東京コスモス・12月本例会 

＜2015年1月以降の予定＞ 

6日（火）東京むかで・ブリテン印刷会 

10日（土）在京ワイズ合同新年会（多摩センター） 

12日（月･祝日）東京むかで･1月新年例会（昼食会） 

27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 
 「 ご案内 」 

・クリスマスオープンハウス：12月23日(祝)土井メンから 

の案内にご協力下さい。ハンドメイドカレーを作ります。 

・YMCA年末年始休日：12月29日～1月4日 

・新春特別午餐会：１月19日(月)12時～13時半 

田部井淳子さん（登山家）学士会館にて開催予定    

「 ご報告 」 

・11月会員状況：941名（昨年954名；目標1000名） 

・長野県北部地震ガ11月22日(土)22時過に発生、妙高

高原ロッジも大きな揺れ、福島の子供達を対象としたリ

フレッシュキャンプを開催中でしたが全員元気で終了。

野尻、古間間の道には地割れが見られるが、通行は可

で、宮嶋さんもお元気で復旧作業の指示に当たられて

います。                      （堀口 記） 
 

 11月 会 計 報 告 

１． 月間収入・支出合計            （城井・今井 記）

期間 11/1～11/30 

口座名  月間収入額   月間支出額 

一般口  26,935円 34,720 円 

ファンド口 26,300円 20,108 円 

・一般口収入 第62回UD関係 24千円  

・一般口支出 例会費 22千円、追悼号追加 ９千円 

・ファﾝﾄﾞ口収入 スマイル12千円 オークション売上14千円 

・ﾌｧﾝﾄﾞ口支出 オープンハウス協賛金 10千円 

         被災地小学生交流サッカー支援 10千円 
 

２．リングプル 11 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 森本晴生氏 0.5kg 
三橋 博美氏  0.5kg 11月合計 6.0kg 
 
３． 使用済み切手 11月分合計  0g      （髙津 記） 
 
 
    む か で の た わ ご と       
師走･冬至・クリスマス・大晦日・除夜の鐘・行く年来る年、 

あれ？何だか時間の経つのが早すぎるようですね！  

クリスマスカードと年賀状 ： 何とかならないものかね！ 

クリスマスツリーと門松 ： 慌ただしく、混合、我が日本！ 

クリスマスプレゼントとお年玉 ： 嬉しかったよね！ 

もういくつ寝ると、お正月！年越しそば、TVでうたた寝を 

Auld Lang Syne を口ずさみながら、コックリ、コックリ！ 

“年の瀬に、目覚めてそして、お屠蘇かな”  慕巌句 

サッポロもいいよ。飲めるうれしさ、楽しさ、幸せです 

年の初めのめでたさを、唄いながらお雑煮できました。 

 良いお年を！ また楽しくやりましょう。  （尽慕巌：記） 
   

      編 集 後 記 

本年最後のクラブブリテンをお届けします。お互いこの

活動に参加できたことに感謝し、新年を迎えましょう。 

今年も御嶽山、長野北部地震と自然災害の怖さが続き

ました。更に怖いのは記憶や、その想いが薄れることで

す。本年3月10日現在、死者・行方不明者18,520名は東

日本大震災の数字です。 

ユニークダンス報告を１ページにまとめた編集です。

（長谷川 記） 
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 第62回ＹＭＣＡユニークダンス・パーティー報告    

ユニークダンス事業委員長 櫻井浩行   

2014年11月2日（日）13：30より東京YMCA東陽町セ

ンターにおいて、ユニークダンス・パーティーが開催され

ました。今回の会で31年間（春秋）長期に亘り地域奉仕と

してYMCAとワイズが共に歩んできた歴史に終止符をつ

けることとなりました。 

定刻を少し遅れてパーティーがスタート、ダンスの練習

タイムで身体をほぐし、初参加の人、車椅子ダンスを体験

する人と楽しいダンスタイム。途中、ティータイムに廣田光

司東京YMCA総主事の終会挨拶があり、皆で歌おう！

「もみじ」 「赤とんぼ」 「ふるさと」の３曲。清水弘一ワイズ、

炭山先生よりお菓子の差し入れがあり、クラブで用意の

お菓子を含めテーブルに花が咲きました。続いてフォー

クダンス・斎藤美登里先生指導により全員で楽しく踊りの

輪を作りました。最後に「今日の日はさようなら」を黒澤洋

子さんの手話ダンスを交えて皆で歌い散会となりました。 

その後、有志の多くの方が二次会「はなの舞」で懇親

会を行い最後の会を締めました。 

 1983年、「共に生きる」を合い言葉に、障害をお持ちに

なっている方と健常者による「社交ダンス・パーティー」を

むかでクラブが地域奉仕としてスタートした時に、私は友

人に誘われて「むかでクラブ」へ入会しました。入会式は

6月21日の第一例会、私の満47歳の誕生日、ホッカ、ホ

ッカのフレッシュ・ワイズ誕生。 

 「ユニークダンス」が私のワイズライフの原点にあります

ので、この回での終回は本当に残念でなりません。30年

前のスタート時は、福祉社会の制度が不充分で参加者が

多く会場は大盛況でしたが、近年、行政の手当てが充実

し年々参加者が少なくなったので、終会となりました。スタ

ート時、４７歳の私も78歳の高齢者。体に力がなくなりまし

たのでここが潮時かと思います。 

 初回より最後まで、「ユニークダンス研究会」代表の炭

山眞理子先生ほか研究会会員の皆様にダンス指導で大

変にお世話になりました。ダンス音楽演奏でご奉仕いた

だいた江波戸明子（旧姓・高橋明子）さん、フォークダン

スの指導・斎藤美登里先生、本当に感謝です。 

最終回のため参加者全員を記します。  （敬称略） 

炭山眞理子、斎藤美登里、石井留美、石井優、石川和弘、

沼田万理、中田弘子、小菅知子、岩松ひろみ、鍋倉弘、

森良正、相原富子、黒澤洋子、佐藤茂美、青山孝男、田

熊八千代、神谷幸男、神谷雅子、太田勝人、張替滋夫、

吉田紘子、吉田司、本多謙、山田滋己、廣田光司 

むかで：森本晴生、伊丹一之、窪田とき、神保伊和雄、

城井廣邦、鈴木健彦、高津達夫、土井宏二、土井麗子、

長谷川正雄、長谷川和子、堀口廣司、吉岡笑、櫻井浩行、

櫻井啓子   

参加者合計40名 （初参加 6名） 

 （他クラブのワイズ・メネット参加者9名、むかでクラブ参

加者15名、懇親会参加者26名） 

 

 


