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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 月 の 聖 句  

だから、明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日
自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで十分
である。               （マタイによる福音書 6-34) 
Therefore do not be anxious about tomorrow, for 

tomorrow will be anxious for itself．Let the day’s 
own trouble be sufficient for the day．     

（St. Matthew 6-34） 

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

2222月月月月１７１７１７１７日（火）までに日（火）までに日（火）までに日（火）までにBF/CSBF/CSBF/CSBF/CS資金を資金を資金を資金を集めよう！！集めよう！！集めよう！！集めよう！！    

年賀はがき切手シート（同額以上の現金でも可）、 

使用済切手の提出をお願いします。 

        ２月２月２月２月    ＴＯＦについてＴＯＦについてＴＯＦについてＴＯＦについて        

ＴＯＦ（Ｔｉｍｅ ｏｆ Ｆａｓｔ） 「断食の時」とも言い、飢餓

で苦し人々へ支援のため、クラブ例会の食事を抜きに

し、金額を献金し、国際で集め、その年度に定めた支

援目標に捧げる奉仕活動。        （長谷川 記） 

２２２２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 鈴木 健彦 伊丹 一之 

                受 付 鈴木 健彦 

                 司  会  伊丹 一之 

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 

タイム・オブ・ファストのため食事はありません 

討 論  「 次期東新部 ・ 部会を考える 」   

城井 廣邦 ・ 参加者全員 

強調月間アピール                 長谷川正雄 

ハッピーバースデー・結婚記念       司 会 

スマイル            

諸 報 告 

閉会挨拶            副会長 佐藤   猛 

閉会点鐘             会  長  森本 晴生 

２２２２月月月月    本本本本例例例例会会会会    

日日日日        時時時時        2222015015015015年年年年    ２２２２月月月月１１１１７７７７日日日日((((火火火火))))    18181818：：：：30303030～～～～20202020：：：：30303030    

場場場場    所所所所    東京ＹＭＣＡ東陽町センタ東京ＹＭＣＡ東陽町センタ東京ＹＭＣＡ東陽町センタ東京ＹＭＣＡ東陽町センターーーー１階・多目的室１階・多目的室１階・多目的室１階・多目的室    

２月はＴＯＦのため食事はありません２月はＴＯＦのため食事はありません２月はＴＯＦのため食事はありません２月はＴＯＦのため食事はありません    

２０１５年 ２月例会 （第６３６回） 

（強調月間：ＴＯＦ）    

         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        BIRTHDBIRTHDBIRTHDBIRTHDAYAYAYAY    

1日 佐藤 猛  4日 森本 晴生  16日 窪田 とき    

          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    

17日 今井 武彦・みどり 

２０１５年 １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 12,000 円 

正 会 員 13 名 出席(メネット) 0 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  土井宏二 12/23 第二例会              切手累計        0 ｇ 

功労会員 3 名  出席(ゲスト) 1 名 堀口廣司 12/23 第二例会 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 212.0 kg 

出席(正会員)   8 名 出席(スピーカー)     0 名   むかで基金   今月分 15,096 円 

出席(功労会員) 1 名 例会出席総数    11 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 
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                            １月 新年本例会報告        

2015年1月の新年本例会（第635回）は、1月12日（月）

13：30～15：30、市ヶ谷の私学会館「アルカディア」6Ｆで

開催されました。本例会は、通常18：30から開会されます

が、１月は外部で開催されるのに合わせ、高齢者の方々

も出席できるようにとの配慮によるものです。会場「アルカ

ディア」は、ＪＲ・地下鉄に近く、会場も椅子席で、高齢者

に利用し易い会場でした。 

司会は櫻井君が担当。森本会長の点鐘でスタートしま

した。全員でワイズソング、続いて、開会の祈りは高津君

が行いました。 

乾杯の音頭は、阿山剛男君。そして、和風会席料理を

味わいつつ、各自思い思い今年の抱負を、個性豊かに、

賑やかに、語りました。いつもの通り、野次あり、ブーイン

グありの歓談のひと時の中に、今年１年のむかでクラブの

活動に楽しさと、意気込みが見えました。 

今年も、東京むかでクラブは、夏恒例の野尻湖畔での

野尻ファミリーキャンプ、東新部支援、東日本区大会など

の行事を控えています。これ以外に、東京YMCAの活動

を支援する、8月の夏まつり、年末のオープンハウス、4月

のチャリティゴルフ、9月のチャリティラン、2月の陽春の集

いなどの活動を、正面または側面から支えます。当クラブ

のメンバーは、会長以下、上記のいずれかの催事に何か

のかたちで担当あるいは関与しています。 

各自の新年の抱負に共通していることは、以下のような

ことに集約されます。 

第１に今年7月からスタートする伊丹一之東新部長を

支えるホストクラブとしての意気込みです。各自与えられ

た分担で、むかでクラブの特徴をどのように、どんな形で

アピールすることができるかです。各自持っている資質が

それぞれの立場で、有意義に発揮されると思います。 

第２に、伊丹キャビネットを支えるメンバーの健康。精

神的に青年でも体力の衰えは止められません。腰痛、坐

骨神経痛、股関節痛などの痛み、痛みがなくても各種内

臓疾患を抱えるなど、大なり小なり、健康がベースです。 

第３に、上記の各活動の行事には自分の出来る範囲

で参加し、YMCAや東新部を支えることです。それぞれ

の立場で、思いと、願いを込めて、精神誠意頑張る意欲

です。それが、クラブであったり、東新部であったり、東日

本区であったり東京YMCAであったりします。 

第４に、ワイズメンズクラブは、東京YMCAの活動を支

援します。各自分担して、その思いと、関わり方と、中身と

時期は、それぞれ違います。YMCAに対する思いが語ら

れたことです。 

第５に、隣人に対する思いが語られたことです。自分を

支えてくれた方があってこそ自分の立場が明確になって

いる。支え支えられて人間の生活ができていることを再確

認ことが大切なことが節々に、心をつくように話されたこと

です。 

第６に、むかでクラブは、みんなの支えで出来ているク

ラブです。それはむかでファミリーとなって今年１年を、森

本会長を軸として生き生きと心豊かに、明日を生きる青少

年のために活動することです。  【写真＝出席者全員】 

 

ここで、メンバーの一口抱負を席順で紹介します。 

森本会長森本会長森本会長森本会長：ライフワークの日本の鉄道利用、日本の空港

利用と、あわてず出来る範囲で、無理せず、粛々と積み

重ねます。今年もむかでのライフワークを楽しみます。 

伊丹君伊丹君伊丹君伊丹君：次期東新部長の役目が迫っています。スタート

が大切と考えています。そしてみなさんの力を引き出せる

ようにしたいと思います。趣味のコーラス、鉄道模型もじっ

くり楽しんでいます 

神保君神保君神保君神保君：東日本区事務所長の仕事を楽しんでいます。今

年は野尻学荘80周年、むかでクラブ転会20年と節目。野

尻学荘は80周年を迎えますが、キャンプの現状は時代と

共に変化しつつあります。それは、リーダーの人数が少

なく、参加ボーイズの対応ができていないなど複雑です。 

阿山君阿山君阿山君阿山君：昼間の本例会の開催となり、都心に外出をする

ことが出来ました。むかでクラブのメンバーに感謝。その

日その日を精一杯生きています。むかでクラブが着実に、

堅実に活動していることに影から見守っています。ワイズ

メンズクラブは、YMCAの活動を支えるのが使命です。 

長谷川君長谷川君長谷川君長谷川君：最近少し、物忘れが出るようになりましたが、

来期の伊丹キャビネットの地域奉仕事業主査として、伊

丹体制を支えます。 

吉田紘子氏吉田紘子氏吉田紘子氏吉田紘子氏：東京銀座クラブは、従来のワイズメンズにな

い新しい形で活動することを目指しています。メンバーの

コンセンサスに、今少し時間と見守りをください。 

吉田吉田吉田吉田    司氏司氏司氏司氏：ブリキの玩具、鉄道模型と楽しい青春時代で

した。足の人工関節も身体に馴染んできました。健康の

ために、かつ感性を奮立たたせて自宅の改造をしていま

す。４月頃の完成を目指して少しずつコツコツと楽しんで
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います。 

今井君今井君今井君今井君：昨年、昭和30年代の生活環境は懐かしいです。

いろいろな思い出が走馬灯のように頭をよぎります。苦し

かったこと、楽しかったこと、いろいろありました。 

高津君高津君高津君高津君：昨年7月から東日本区の監事に指名され、東日

本区ワイズの活動を直接、肌で感じています。数年来の

股関節痛は、ネバーギブアップの精神で、薬害にも負け

ずに、「ストレツチ」を支えに動き回っていますが、行動半

径が狭く、遅く、皆様にご心配を掛けています。マイペー

スで頑張ります。 

鈴木君鈴木君鈴木君鈴木君：昔の野尻から時代と共に変化しているのを感じ

ています。昨今、少し緊張感が鈍った気がします。気合を

入れて、来期の書記にトライします。 

櫻井君櫻井君櫻井君櫻井君：今年は、夏の野尻ファミリーキャンプには参加い

たします。東新部LT委員長として伊丹キャビネットを支え

ます。                                 （髙津 記） 

出席者：森本、阿山、伊丹、今井、櫻井、神保、鈴木、 

高津、長谷川、 

ゲスト：吉田司 

ビジター：吉田紘子（東京銀座）         （敬称略） 

 

在京ワイズメンズクラブ会長会報告 

1月10日（土）10時から、桜美林大学多摩アカデミーヒ

ルズで、合同新年会の前の時間に行われました。日本

YMCA同盟の島田総主事、在日本韓国YMCAの金総

務、東京YMCAの廣田総主事、東日本区の田中理事か

らの挨拶があり、会計報告などがありました。 

協議では、次年度在京ワイズ新年会のホストは東京八

王子クラブに、次年度会長会の幹事は山口さん（東京武

蔵野多摩）と長津さん（東京サンライズ）が決まりました。ま

た、次回の会長会を5月23日（土）の会員大会の前に現

会長、次期会長、担当主事の出席で開催することになり

ました。各クラブからの短いアピールのあと散会し、新年

会へと向かいました。 

当クラブの出席：堀口、森本          （森本 記） 

 

在京ワイズ合同新年会報告 

「2015年在京ワイズ合同新年会」が2015年１月10日

（土）、桜美林大学・多摩アカデミーヒルズで開催された。

会場が「多摩センター駅」より徒歩10分位の丘の上にある

施設、晴天に恵まれ暖かな天気のため、会場にはゆっく

りと散歩がてら歩いてみた。私はここは初めて来たのでビ

ツクリ。田園の中に忽然と現れた大きな建物、駅を出ると

パルテノン大通りという緩やかな勾配の道をあがり、「パル

テノン多摩」と云う建物に入る。多摩市のPRセンターで

「多摩センターの歴史展」を観覧、丘陵地を開拓し現在ま

での資料を間近に見て、都心から40kmの場所に関心の

一言に尽きました。 

さて、会場に着くと大勢のワイズの面々（メン、メン）が

揃って新年のご挨拶。都心を離れていたが登録者が135

名と多くのワイズが集まった。第一部は礼拝、第二部のシ

ョータイムはハンドベルの「チェリーズ（桜美林学園OG）」

の演奏を楽しみ、大いに食べ、飲み、話し、新春の一時

を過ごしたことに感謝。ホストクラブは東京まちだ・コスモ

スの２クラブの共催。                     （櫻井 記） 

むかで参加者：森本、伊丹、櫻井、神保、堀口。 5名 

 

      ＣＳ お年玉年賀切手収集にご協力を    

本年もお年玉年賀はがきの当選番号が発表になりまし

た。東京むかでワイズメンズクラブでは東日本区へのCS

基金（1,250円/人）は、お年玉年賀切手シートによる収集

金を充てています。本年もメンバー、一人当り年賀切手シ

ート10枚（1,300円）を目標にいたしました。 

ご家族、ご友人など幅広くお声をおかけいただき、収

集のご理解、ご協力をお願いいたします。切手シート、更

に切手シートを現金化していただければ幸いです。 

２月例会にご持参ください。           （長谷川 記） 

当選番号当選番号当選番号当選番号    ３等（下２けた）切手シート３等（下２けた）切手シート３等（下２けた）切手シート３等（下２けた）切手シート  ２７２７２７２７        ３０３０３０３０ 

                         

         会  長  通  信 

このブリテンが届くときは立春を迎えています。これか

らは余寒の季節となり、実は大雪が降ることが多いのです。

東京で大雪となると、交通がマヒし、学校は休みとなるな

と、大騒ぎとなり、2日もすると忘れ去られます。毎年の習

慣となっています。 

次年度は、当クラブから東新部の部長・書記・会計・部

会実行委員長を出しますが、クラブ自体も新しい体制に

移っていく良い機会です。皆さまの叡智（今は「英知」と書

かれますが、重みがない）を集めて、対応していきましょう。

２月例会は、部会に向けて討論をいたします。良いご意

見を積み重ねて、むかでらしい部会を作り上げましょう。 

                                  （森本 記） 

＜2015年2月の予定＞ 

3日（火）東京むかで･ブリテン印刷会 

9日（月）東京まちだ・2月本例会 

9日（月）東京センテニアル・2月本例会 

10日（火）東京・2月本例会 

11日（水）東京目黒・2月本例会 

14日（土）東京銀座・2月本例会 
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17日（火）東京むかで・2月本例会 

19日（金）東京世田谷・2月本例会 

21日（土）東京白金高輪・2月本例会 

24日（火）東京むかで・2月第二例会、部長公式訪問 

26日（木）信越妙高・2月本例会 

28日（土）東京コスモス・2月本例会 

＜3月以降の予定＞ 

3日（火）東京むかで・ブリテン印刷会 

7～8日（土・日）東日本区次期クラブ会長・部役員

研修会（東山荘） 

17日（火）東京むかで･3月本例会 

24日（火）東京むかで・3月第二例会 

 

      ２月 第二例会報告               

第二例会は1月27日（火）午後6時30分より東陽町セン

ター多目的室で開催され、主な検討事項は次の通り。 

１． ブリテン２月号の編集方針、執筆者の確認など 

・第二例会に提示のブリテン素案は、事前に書記、

編集担当者が準備する。 

２． ３月、４月例会の卓話予定者について、幅広く検討を

重ねる。 （神保） 

３． 次期クラブ役員の最終確認。 

   会 長 ： 土井 宏二 

   副会長 ： 佐藤   猛 ・ 鈴木 健彦   

   書 記 ： 鈴木 健彦 ・ 高津 達夫  

    会 計 ： 城井 廣邦 ・ 今井 武彦 

４． 次期部役員準備会（1/31）の出席者の確認。 

５． 次期クラブ会長・部役員研修会の出席者の確認。 

６． 上記研修会などに出席の会長に、今後、クラブとして

参加費用又は上限１万円の費用負担を行う。 

出席者：森本、伊丹、今井、櫻井、神保、鈴木、長谷川、

堀口                         （長谷川 記） 

 

         ＹＭＣＡニュース 
 今月はイベントが目白押し。 

詳しくはYMCA infomationをご覧下さい。 

・「午餐会が面白い。」2月25日（水）12:00～13:30東大Y。

チベット人の聖なる山梅里雪山－小林尚礼（カメラマン） 

・「陽春の集い」2月28日（土）12:00～15:00－福福亭熊

助一門の落語とみんなで歌おう会。東陽町センター。 

・「libyチャリティーコンサート」中学生以上の子どもたち

の居場所つくりのため。3月7日（土）13:00～16:00早稲

田奉仕園スコットホール。越智光輝さん（クラリネットで

癒されます。）たんぽぽワイズが頑張っています。 

・震災復興「希望の凧揚げ」3月7日（土）14:00～15:00 

玉川学園子ども広場。町田YMCA主催。 

・「東日本大震災４周年を覚えて」3月8日（日）14:45～山

手センター。礼拝：上竹裕子牧師（磐城教会）。懇談会：

阿部安子さん（石巻市ケアマネージャ‐）。産直市。 

                                    （堀口 記） 

 

   １ 月 会 計 報 告 

１． 月間収入・支出合計            （城井・今井 記） 

期間1/1～1/31 

口座名 月間収入額 月間支出額 

一般口 25,000円  8,280円 

ファンド口    15,096円  0円 

・一般口収入  年会費2.5千円 

・ファﾝﾄﾞ口収入 スマイル12千円、新年会残金3千円 

 

２． リングプル 1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 1.8kg あゆみキャンプＧ 1.6kg 

  1月合計 3.4Kg 

いつもご協力感謝いたします。ありがとうございました。 
 

３． 使用済み切手 1月分合計  0g       （髙津 記） 

 

          むかでのたわごと         

やはり時の移り変わりは早いですね！今月の印刷会は

2月3日の節分、明日：2月4日は立春です。年賀はがきの

末等の当落に心を痛めたのは、先月のこと。もっともっと

心から温かくなる日々が待ち望まれます。日差しが強くな

るだけでもありがたいのですが！ 

雨水：啓蟄：彼岸：春分ここまで来ないと春を実感する

ことはできないのかもしれませんね！でもワイズのカレン

ダーは15-16年度の【次期会長・部役員研修会】が3月

早々予定されています。生き生きしたメンバー、躍動溢れ

るクラブ、クラブ活動を支える部体制、そして区があり国

際があるのですよね。足もとを見据え、足並みそろえ、楽

しみ・喜びを感じながら歩みを進めましょう！！！ 

（尽慕巌：記） 

   

     編 集 後 記 

１月本例会の今年の抱負で、メンバーの青少年時代の

社会環境や生活状況が話題になり盛り上りました。 

ある記事を思い出しました。「人間は四段階を経て変わ

って行く。子供から少年時代にかけては「驚く」ことで成長

し、やがて「喜ぶ」時代を過ごすこととなり、「悲しむ」ことの

大切さに気付くのである。締めくりは、「有り難う」という世

界ではないか。」 日々の生活の中で、「いま、在る」ことを

感じています。                      （髙津 記） 


