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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」
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２０１５年 ３月例会 （第６３７回）
（強調月間：ＢＦ/メネット）
今

月

の

聖

句

４月例会にてむかでミニオークション開催！

はっきり言っておく。一粒の麦は、地に落ちて死ななけ
れば、一粒のままである。 だが、死ねば、多くの実を結
ぶ。
（ヨハネによる福音書 12-24）
Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat
falls into the earth and dies, it remains alone;
But if it dies, it bears much fruit．
（St.John 12-24）

むかでファンド増強のため、４月例会（4/21）には、お
一人１品以上の献品をお持ちください。

３月本例会 プログラム
準備 今井 武彦 吉岡 笑
受 付 今井 武彦
司 会 長谷川正雄

３月 本例会
015年
18：
：30～
日 時 2015
年 ３月１７日(火) 18
30～20：
20：30
場 所 東京ＹＭＣＡ東陽町センタ
東京ＹＭＣＡ東陽町センター
ー１階・多目的室
参加費 会員以外の方は1,500円（食事代含む）

開会点鐘

出欠は３月１３
出欠は３月１３日までに今井会計までお知らせください

３月 ＢＦ/
ＢＦ/メネットについて
メネットについて
ＢＦ：ブラザーフット・フアンド。使用済み郵便切手を
集め、換金し、国際役員やＢＦ代表が、公式の旅行を
するための資金源とする。
メネット：男性会員のパートナーのこと。ワイズの活動
を支え、かつ独自事業も行います。
（髙津 記）

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

鈴木 健彦

楽しい食事
卓話 「スペイン旅行記」

伊丹 一之

「バ リ 島 滞 在 記」

今井 武彦

強調月間アピール

髙津 達夫

ハッピーバースデー・結婚記念
HAPPY BIRTHDAY
BIRTHDAY

スマイル

司 会
伊丹 一之

該当者なし

諸 報 告

結婚記念日おめでとう

閉会挨拶

副会長 佐藤

該当者なし

閉会点鐘

会 長 森本 晴生

猛

２０１５年 ２月 の 記 録（＊累計は期初からの24累計）
会 員 出
正 会 員
13 名
広義会員
0 名
功労会員
3 名
在籍者数
16 名
出席(正会員)
10 名
出席(功労会員)
0名
会費振込先

席 状 況
出席(メネット)
出席(コメット)
出席(ゲスト)
出席(ビジター)
出席(スピーカー)
例会出席総数

0
0
0
0
0
10

メーキャップ記録
2名

名
名 櫻井 浩行 1/27 第二例会
名 長谷川正雄 1/27 第二例会
名
名
名 出席率12/13＝92％

ス マ イ ル

今月分

ＢＦポイント 現金累計
切手累計
未使用カード 累 計
リングプル 累 計
むかで基金

今月分

11,000
0
0
0
238.8
11,000

円
円
ｇ
枚

kg
円

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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２月 本例会報告

してきたことをしっかりと伝えたい、ということで、コンセプト
ワードが語られました。

2015年の２月例会は、2月1７日（火）午後6時30分より
東京YMCA東陽町センター1階多目的室において開催

「野尻学荘を体験したボーイズは、なぜか学荘カゼに

されました。

掛かります」、「野尻学荘は人を思いやる心を育てます」、

司会は伊丹君が担当、森本会長の開会点鐘、ワイズソ

「野尻学荘は強制でなく自発です」、「カッターを漕ぎなが

ング、ゲスト・ビジターはなくクラブメンバーだけ10名の例

らチームワークを学びます」、「学荘から育ち、社会に出

会となりました。今月の聖句と感謝を今井君が行い、２月

た若者は、しっかり自分の道を歩んでいます」などなど。

は「タイム・オブ・ファスト（断食の時＝世界の飢餓に苦し

これらの提案を受けて、次の様な意見交換がなされま

む人々を覚えて１食を抜き、献金する）」の月になりますの

した。 ▽出席者の9割以上は野尻を知らない東新部の

で食事が無いことの意義を司会の伊丹君が述べて、さっ

参加者を対象にした場合のアピールの仕方。 ▽小学生

そく「次期東新部・部会を考える」討論に入りました。

は集まるが、中高生が集まらない現状の分析をしないと

まずは伊丹次期東新部部長から、部の方針と活動計

いけない。 ▽最近の中高生の気質・特徴について、等。

画のシートが配られ、次の様な説明がありました。

討論を終え、土井君からCS献金のアピール、ハッピー

１．部長主題「ワイズの良さを発信しよう」

バースデー（佐藤君、森本君）、結婚記念日おめでとう

２．主な方針 ①ブリテンの有効活用、②YMCAのPR、

（今井君）、スマイル、諸報告があり、佐藤副会長の閉会

③会員増強、新クラブ設立

挨拶で、定刻に閉会しました。

３．活動計画

（伊丹 記）

出席者：森本、伊丹、今井、佐藤、城井、神保、鈴木、

①第19回東新部部会 2015年10月10日（土）午後、

髙津、土井、堀口

東京YMCA東陽町センター、ホストは東京むかで、

「東新部フレッシュワイズ・セミナー」報告

実行委員長は城井君、テーマは「東京YMCAの長

「東新部フレッシュワイズ・セミナー」が2015年2月7日

期キャンプ「野尻学荘」をワイズと社会へアピール」
②評議会は3回、そのうち11月の第2回は妙高高原ロ

（土）13：00より東京YMCA山手センター101号室で開催

ッジで信越妙高クラブ10周年記念会と合同で実施。

された。クラブに入会する前にワイズメンズクラブについ
てオリエンテーションを受けて入会されているはずですが、

③部報2回、部長通信6回発行

何となく理解されていない会員のためのセミナーです。ク
ラブに入会されて数年の在籍者を主に、在籍年数が多く
ても今だワイズの組織に馴染んでいない会員に、東新部
主催で、部LT委員会の監修で毎年2月の第一土曜日に
開催されています。今年度はあずさ部からの参加者を含
む6名のフレッシュワイズが受講されました。
プログラムは、まず「ワイズメンズクラブとは・・・」講師：
田中博之東日本区理事（東京）。ワイズメンズクラブの歴
史・目的・事業・主な会合。ワイズメンズクラブのモットー・
組織等について、パワーポイントを使い分かりやすく説明
を受けた。 【戸坂主事の講習（写真は太田部長提供）】

続いて、城井部会実行委員長【写真】から分厚い資料
2冊が配布され、まず部会についての第１回コンセプト提
案がありました。これは野尻学荘クラブ（OB会）や学荘ス
タッフ・リーダーへの参加呼びかけでもあります。
「東京YMCAの使命」、「野尻学荘の理念・小林弥太郎
の言葉」、「野尻学荘支援のために生まれた東京むかで
クラブ」、「野尻学荘の素晴らしさをプレゼン」、「80年の歴
史を豊かに刻む野尻学荘」などをキーワードにして、今ま
では物・金の支援が主であったが、これからは戦略広報
の支援にしていきたいとの抱負が語られました。
次に、もう1冊の資料に基づいて、野尻学荘が大切に
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続いて「YMCA会員部とは・・・」講師：戸坂昇子氏（東

をお願いいたします。体力的にあと数年の販売になりま

京YMCA会員部・東京山手）により、YMCAの歴史・運

すので宜しく。

（櫻井 記）

動・使命・目的等、東京YMCA会員部の運営・事業をパ
ワーポイントで分かりやすく説明を受けた。特にバスケッ

ＣＳ お年玉年賀切手収集 報告

ト・ボール、バレー・ボールはYMCAにて発案された事を

今年度もCSお年玉年賀切手シート献金に皆様のご協

フレッシュワイズの参加者は初めて知ることになる。

力をいただき感謝いたします。当クラブでは2月15日まで

休憩を入れて「フリートーキング／YMCAとワイズ」司

に会計から東日本区へ20,000円（＠1,250/人×16名）が

会：伊藤幾夫東日本区LT委員長（東京コスモス）にて、参

納められました。同献金は任意ですが、当クラブでは例

加者全員で話し合った。特に現在、ボランティア活動が

年区の目標額を献金しています。

広がり、多様化している。組織的な活動、個々の活動、経

２月末現在の皆様からの献金状況をご報告申し上げま

済的な活動等と考え方が色々ある中でワイズメンズクラブ

すとともに、３月本例会時で締め切りといたします。献金

の未来について話し合った。

のご用意をお持ちで未納の皆様、ご協力お願い申し上

参加者：＜フレッシュワイズ＞木村光晴（東京）、石井

げます。尚、不足分はむかで基金より補填されます。

俊二（東京世田谷）、中移庸介（東京コスモス）、朝倉正

▽ 収集（現金ポイント）報告 ２月末現在

昭（信越妙高）、渡辺大輔（東京武蔵野多摩）、水戸朱美

協力者数

（東京サンライズ）。＜ベテランワイズ／部役員＞太田勝

金

10名

額

13,705円

人（部長・東京世田谷）、佐藤茂美（直前部長・東京）、張

（CS委員 土井・長谷川 記）

替滋夫（部書記・東京世田谷）、村野繁（国際・交流主査・

会

東京目黒）、神山巍（会員増強主査・東京）、松田俊彦

長

通

信

立春、雨水が過ぎ、このブリテンが届く頃には啓蟄を迎

（部ヒストリアン・東京）、権藤徳彦（部監事・東京コスモス）、
越智京子（元理事・東京たんぽぽ）、櫻井浩行（部LT委

えます。春ですネ。寒さが少しずつ遠のき、一雨ごとに暖

員長・東京むかで）。＜講師：田中博之、戸坂昇子、伊藤

かくなります。

幾夫＞ 以上18名 （敬称略）

ワイズの一年はあと３か月で、間もなく新年度となり、何

（櫻井 記）

年振りかで東新部の仕事が当クラブに回ってきます。皆さ
まの協力で、「さすがにむかで」と評されるようになりたい

『櫻印燻製』は『むかでファンド』
20数年前に伊豆下田に老後の家を建てたとき、友人よ

と、甘い期待をしています。２月例会では、東新部部会の

りステンレス製の燻製キットを頂き、参考書を頼りに数年

考え方について率直な意見交換ができました。次期への

掛けて色々な食材で燻製を試した。生干しの烏賊・竹輪・

準備が東新部でも、クラブでも進んでいます。皆さま、ご

沢庵・蒲鉾・鮎・チーズ・鯵の干物・牛の舌・ベーコン・ゆ

協力をよろしくお願いいたします。

で卵・ウインナーソーセージ等、失敗を重ね5年目にどれ

自分の体力と気力を考えて、あちこちの仕事を少しず

も美味しく仕上がるまでになった。燻製は冬の寒くなって

つ減らそうとしていますが、なかなか減りません。皆さまは

きた頃の12月～3月頃まで、暖房の無い所で長時間立ち

いかがですか？

っぱなしの仕事になるが、旨く行くと嬉しいもので、つい

＜2015年3月の予定＞

（森本 記）

つい人に差し上げたくなり、「美味しい」の言葉に釣られ、

3日（火）東京むかで･ブリテン印刷会

多量に作るようになった。

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）

退職し年金生活で懐が寂しくなったので、よそ様に差
し上げるのは止めることにした。そんな時に「むかでクラブ

9日（月）東京まちだ・3月本例会

のファンド」にと思い付き、市販品より少々高いが美味し

9日（月）東京センテニアル・3月本例会

い燻製を作ることにした。材料費に手間代を掛けた金額

10日（火）東京・3月本例会

の50％を「むかでファンド」としてクラブに入金することとし、

11日（水）東京目黒・3月本例会

労働力分を奉仕することにした。現在は「薫り高いベーコ

14日（土）東京銀座・3月本例会

ン」と「薫り高いムロ鯵の干物」を販売している。例会には

17日（火）東京むかで・3月本例会

副産物の「塩味ゆで玉子」を皆さんに摘まんでいただい

19日（木）東京世田谷/東京西合同・3月本例会

ています。

21日（土）東京白金高輪・3月本例会
24日（火）東京むかで・3月第二例会

皆さん「櫻印の燻製」を買って「むかでファンド」に協力
3

２ 月

26日（木）信越妙高・3月本例会
28日（土）東京コスモス・3月本例会

会

計

報

１． 月間収入・支出合計

＜4月以降の予定＞

告
（城井・今井 記）

期間2/1～2/28
口座名
月間収入額
一般口
19円
ファンド口
11,037円

4日（土）次期東新部準備会（第2回）
7日（火）東京むかで・ブリテン印刷会
18日（土）第3回東新部評議会・次期クラブ役員研修

・一般口支出

会（AYC）

月間支出額
150,550円
73,016円

区費・献金135千円、
会長研修会補助10千円

21日（火）東京むかで･4月本例会

・ファンド口収入 スマイル11千円

28日（火）東京むかで・4月第二例会

・ファンド口支出 区献金73千円

２月 第二例会報告

２． リングプル 2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
斎藤昭七氏G
長谷川正雄氏Ｇ
25.0kg
1.8kg
2月合計
26.8kg
ご協力感謝いたします。今後もよろしくお願いいたします。

第二例会は2月24日（火）午後6時30分より東陽町セ
ンター多目的室において開催され、部長公式訪問もあり、
部から3名のビジターを迎えました。主な検討事項は次の
通りです。
１．ブリテン３月号の記事内容と執筆者の確認

３． 使用済み切手 2月分合計 120g（長谷川君）

２．むかでがユニークダンスに使用していた車いすを東

（髙津 記）

京YMCAに寄贈することを確認
３．野尻・妙高の除雪のための献金をすることについて、

むかでのたわごと

由井主事に確認をする。

14-15年度、早くも残り三分の一、早いですね。

４．窪田さんから長谷川君に連絡が入り、しばらくは例会

次期、次次期、次次次期なんて話題が出ている。

に出席できない旨が伝えられた。

年をとるが追い付かない。だからワイズの高齢化が進む

（その後3/3、今井君からの電話でお元気で90歳にな

のが早いのでは？ ヤングが育つ余裕もない。

られたことが分かったが、夜は外出できないとのこと。）

何か変かな！ 私がおかしいのかな？

５．太田東新部部長から、むかでクラブはモデルになるク

カレンダーも、もう2枚が終わり3枚目になってしまった。

ラブとのお褒めをいただいた。その他部内報告を受け

節分・立春･雨水・春節（旧正月)・ひな祭り・啓蟄・春分

た。

・お彼岸・・・？ 今年の桜はいつになるのかな？

（伊丹 記）

出席者：伊丹、今井、櫻井、神保、長谷川

学年末・卒業式に新年度・入学式・入社式・・・・・？

ビジター：太田東新部部長、張替部書記、佐藤直前部長

【じっくり・ゆっくり・爽やかに そして穏やかに】なんて言
ってられない。次年度はむかで競争でも考えないと生き

ＹＭＣＡニュース

ていけない時代になるのかな！ 足をしっかり地につけて

[ご連絡]

一歩一歩、確かな歩みを進めましょう。

・会員現況：１月末日現在934名（目標1000名）

♪春は名のみの 風の寒さよ♪

・フロストバレーサマーキャンプリーダー募集中（6～9月）

♪春よ来い、早く来い♪

・4月9日チャリティーゴルフ参加者募集（レイクウッド総成

（尽慕巌：記）

CC）

編 集 後 記

[退任挨拶]
３年間と半年の間の担当主事で皆さんの手となり足と

弥生３月。弥生式土器発掘の地に住む編集者にとって

なるには年を取っており、また東新部長を引き受ける年に

親しみのある３月です。この地はかつて「向ヶ岡弥生町」

退職となり期待に十分添うことができず残念です。

と称していたところ、昭和39年に行政が勝手に町名変更

皆さんと野尻で青春出来たこと。ユニークダンスで踊れ

して「根津」に編入したのですが、反対運動を起こした住

たこと。むかでクラブ担当主事は楽しい思い出ばかりで申

民が行政訴訟によって、「弥生」の町名を取り戻しました。
昨今の憲法改悪、戦前回帰のような政治に、何とか歯

し訳けありません。
東山荘に本当に遊びに来てください。

止めを掛けなければ・・・。

（堀口 記）
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（伊丹 記）

