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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」
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２０１５年 ４月例会 （第６３８回）
（強調月間：ＬＴ）
今 月 の 聖 句
しかし、わたしが与える水を飲む者は決して渇かな
い。わたしが与える水はその人の内で泉となり、永遠の
命に至る水がわき出る。
（ヨハネによる福音書4-14）
But whoever drinks of the water that I shall
give him will never thirst; the water that I shall
give him will become in him a spring of water
welling up to eternal life．
（St. John 4-14）

４月例会にてむかでミニオークション開催！
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。
４月本例会 プログラム
準備 城井廣邦 吉岡 笑
受 付 吉岡
笑
司 会 鈴木 健彦
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
美味しい・楽しい食事
卓 話「東京YMCAの野外活動の現状と未来」
星野 太郎
部会準備状況報告
城井 廣邦
ミニオークション
吉岡
笑
強調月間アピール
櫻井 浩行
ハッピーバースデー・結婚記念
司 会
スマイル
土井 宏二
諸 報 告
閉会挨拶
副会長 佐藤
猛
閉会点鐘
会 長 森本 晴生

４月 本例会
日 時 2015年
015年 ４月２１日
２１日(火) 18：
18：30～
30～20：
20：30
東京ＹＭＣＡ東陽町センター
ー１階・多目的室
場 所 東京ＹＭＣＡ東陽町センタ
参加費 会員以外の方は1,500円（食事代含む）
出欠は４
出欠は４月１７
月１７日までに今井会計までお知らせください

４月 ＬＴについて
ＬＴについて
LTはLeadership Trainingの略で、会員のリーダーシップ
開発、向上を目的に行う研修です。 どの会員でもクラブ、
部、区などの役員に成りえますので、クラブ、部、区主催
の研修会が開かれます。 むかでクラブは「下田会議」が
期末に開催され、新年度へ向けての研修が行われていま
す。
（櫻井 記）
HAPPY BIRTHDAY
BIRTHDAY
6日 土井 麗子

19日 阿山 博子

結婚記念日おめでとう
27日 鈴木健彦・
（玖仁子） 29日 櫻井浩行・啓子

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

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
12

名
名
名
名
名
名

メーキャップ記録
0名

ＢＦポイント 現金累計
切手累計

11,000 円
0 円
0 ｇ

リングプル 累 計
むかで基金
今月分

290. 0kg
47,540 円

スマ イル

今月分

出席率12/13＝92％

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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３月 本例会報告

・バルセロナ大聖堂
バルセロナ大聖堂：ゴシック様式の大聖堂。中庭には13
バルセロナ大聖堂
羽のガチョウが飼われている。

2015年の３月例会は、3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

・リセウ劇場でオペラ鑑賞
リセウ劇場でオペラ鑑賞：市民から資金調達して造られ
リセウ劇場でオペラ鑑賞

されました。今月は豪華3本立てのプログラム

たオペラ劇場。ベッリーニ作曲の「ノルマ」を鑑賞。

まずは伊丹一之君の「スペイン旅行記」

・モンセラット修道院
モンセラット修道院：バルセロナ北西55㎞にある「のこぎ
モンセラット修道院

マドリッド・トレド・バルセロナの豪華10日間のお楽しみ旅

り山」の中腹に11世紀に建てられた。ヨーロッパで最古

「多様性が生み出したスペイン音楽～そのルーツを訪ね

の少年合唱団が活躍している。

て」というツアー。羨ましい旅日記でした。

続いて2番手は今井武彦君の「バリ島滞在記」

まずロンドン経由でマドリッドに入り3泊。観光順に写真

バリ島にいらっしゃるお子様達とのこれまた豪華12日間

と旅行記が語られました。

の滞在あれこれでした。100,000Rｐ・1,000,000Rｐの紙

・王立劇場
王立劇場：ミラノ・スカラ座を手本に、1850年に建てられ
王立劇場

幣ってあるのかな？伺うのを忘れてしまった。1,000Rｐで

た歌劇場で、豪華な大広間が見応え十分。

買物するのは大変だろうな？何せ10,000Rpが日本円で

・王宮
王宮：ヴェルサイユ宮殿にも匹敵する豪華絢爛な内部
王宮

は約100円くらいだそうですから！でもあの厳しい寒さの

には、150人収容の「饗宴の食堂」など2700室を誇る。

わが国を離れ、愛妻とお子様・お孫さんたちとの避寒地

・スペイン広場
スペイン広場：1930年にセルバンテスを記念して造られ、
スペイン広場

での水入らずの生活。自炊とはいえホテル暮らし、その

ドンキホーテとサンチョパンサ像も建つ。

上ホテルのフィットネスジムでのウォーキングとストレッチ

・プラド美術館
プラド美術館：1819年に王立美術館として建立。グレコ、
プラド美術館

マシーンでの健康三昧・・？次期は頑張って貰いましょ

ベラスケス、ゴヤの絵画が有名。

う。

・エル・エスコリアル
エル・エスコリアル：マドリッドの北西50㎞の丘陵地に、
エル・エスコリアル

世界文化遺産のジャティルウィの棚田風景。

壮大な修道院兼王宮が建っている。地下には王家の霊
廟があり、歴代国王の柩が納められている。
・セゴビアのローマ水道橋
セゴビアのローマ水道橋：紀元1世紀ごろ造られた水道
セゴビアのローマ水道橋
橋で、全長728m、高さ28メートルに及ぶ。
・セゴ ビアのアルカーサ
ル ：ディズ ニー映画「白
雪姫」のお城のモデルに
な っ た 13世紀の古城。
【写真】
・アランフェス王宮
アランフェス王宮：マドリッ
アランフェス王宮
【バリ島滞在のエピソードを語る今井武彦君】

ドから南へ45㎞、王家の

城井廣邦君の東新部会準備の件

保養地に建つ宮殿。アラ
ンフェス協奏曲で有名。

実行委員会を立ち上げ、10月10日に向かって城井廣邦

・トレド
トレド：アランフェスから南
トレド

号は走り出しました。伊丹次期部長・森本書記・今井会計
長谷川主査を後押ししながら牽引するような感じです。

西に40km、三方をタホ
川に囲まれた世界遺産
の都市。ここに2泊。
・トレド大聖堂
トレド大聖堂：1493年に完成、カトリック寺院のうち最も
トレド大聖堂
権威のある大聖堂。2台のバロック様式パイプオルガン
が据えられ、今日でも録音に使われている。
・バルセロナ
バルセロナ：地中海に面したカタルーニャ自治州の州都。
バルセロナ
1992年にオリンピックが開かれた。ここに3泊。
・サグラダファミリア聖堂
サグラダファミリア聖堂：ガウディが1926年に亡くなるま
サグラダファミリア聖堂
で40数年をこの教会の建築に奉げた。現在も工事中。
・カタルーニャ音楽堂
カタルーニャ音楽堂：1908年に建てられた音楽専用ホ
カタルーニャ音楽堂

【最後の例会になる堀口主事に妙高除雪費献金贈呈】

ール。チェロの巨匠カザルスもこのホールで活躍。
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東新部部会 準備情報

盛りだくさんのプログラムも時間がなく後ろ髪を引かれ

10月10日 東新部部会の企画、只今東京むかで実行

る思いで3月例会を閉じた。

委員会を設立して進行中です。

なお佐藤猛君は櫻印ベーコン受領だけでの参加

第一部 東新部部会公式行事

（相変わらず忙しそうです。）ありがとう！

第二部 野尻学荘の楽しいキャンプアピールタイム

担当主事の交代が堀口副総主事より報告があった。

第三部 懇親会

星野太郎野外活動統括担当が後任として東京むかでを

の三部構成でと考えています。

担当することになったとのことです。

東京むかでクラブ部会実行委員会メンバーは

土井副会長の歯切れの良い閉会の言葉で会を閉じた。

実行委員長

出席者：森本、伊丹、今井、櫻井、佐藤、城井、神保、

城井廣邦

実行委員会幹事長

鈴木、髙津、土井、長谷川、堀口

実行委員

（神保 記）

土井宏二

神保伊和雄・鈴木健彦

野尻学荘OBが中心になって実行計画を好き勝手、言

「次期クラブ会長・部役員研修会」報告

いたい放題に夢を膨らませています。

3月7-8日の2日間にわたって「東日本区2014-2015年

参加者全員が楽しめる、面白い東新部会になって

度次期クラブ会長・部役員研修会」が御殿場「東山荘」で

YMCAのキャンプ、そして野尻学荘の素晴らしさを知っ

開催されました。研修会は、開会式、研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・

ていただきたいと思い、計画中です。

Ⅴ・Ⅵ、閉会式で行われ、主な内容は、

野尻学荘クラブ、野尻学荘スタッフ・リーダー会等にも

田中博之理事の現状の理解

協力をお願いする予定にしています。

渡辺隆次期理事の理事方針

3月21日（土） 土井邸で第一回実行委員会開催

各事業主任の方針

3月26日（木） 日本YMCA同盟 2F応接室にて第二

各部長の方針

回実行委員会開催予定

部ごとの意見交換と情報交換

まるで野尻学荘のキャンプタイムのようにワイワイ、ガヤ

盛り沢山の内容でした。

ガヤと楽しんでいます。

（城井 記）

特に、渡辺隆次期理事(甲府)は主題「原点に立って、
未来へステップ」と、次期方針として、①YMCAサポート

会

長

通

信

の強化。YMCAの認知度を高める上で「クラブメンバー

桜の季節です。お花見です。新学期です。ピッカピカ

はYMCA会員となる」ように奨励する。②会員の増強。現

の一年生です。何となく浮き浮きする頃になりました。あと

在968名です。1000名を割っています。1000名以下の

3か月でワイズの新年度となり、すぐに部会となります。日

会員数では、東日本区の健全な運営は難しい。そのため

程に追われているような気もしますが、日程を追いかける

来期は各クラブ1名確保をお願いします。③部の強化・活

ように過ごしましょう。

性化。部を強化し事業推進の主体をクラブ・部とする。部

３月例会では、当クラブ員の海外旅行記2件のあと、東

長の役割は従来の理事に四敵する。会員数の減少、財

新部部会の準備について話し合いました。それぞれの経

政の切迫化という現状では区事務所の縮小はやむを得

験と知識を擦り合わせて、だんだんと具体的な計画にな

ない。事務所所長は理事が兼務し、献金集計を部の会

っていくのは心強いものです。一人ひとりが違っていると

計業務とする。

いうことが、うまく生かされていると思いました。

また、2015-2016年度東新部伊丹一之部長(東京むか

新年度から当クラブに・・・という話がきています。よい

で)の主題は「ワイズの良さを発信しよう」を掲げ、主な方

お話と思いますが、皆さまと相談して前向きの対応をして

針は、①ブリテンの有効活用、②YMCAのPR、③会員

いきましょう。

増強／新クラブ設立。です。

先日、ちょっと気を抜いたら、風邪を引いてしまいまし

参加者が共に、2015-2016年度に向けて、主題に向け

た。ほとんど直りました。皆さまも、健康第一でお過ごしく

てのスタートに共感し、クラブ運営の現実を共有しまし

ださい。

た。

（森本 記）

参加者：伊丹、森本、櫻井、神保、高津
（髙津 記）
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＜2015年4月の予定＞

東大Y：カヌーにまつわる楽しいお話です。
・

4日（土）次期東新部準備会（第2回）

23日（土）在京ワイズ会・東京YMCA会員大会：
（堀口・星野 記）

6日（月）東京むかで･ブリテン印刷会
8日（水）東京目黒・4月本例会

３ 月

11日（土）東京銀座・4月本例会
13日（月）東京まちだ・4月本例会

会

計

報

１． 月間収入・支出合計
月間収入額
口座名
一般口
10,000円
ファンド口
47,540円

13日（月）東京センテニアル・4月本例会
14日（火）東京・4月本例会
16日（木）東京世田谷・4月本例会
18日（土）第3回東新部評議会
・次期クラブ役員研修会（AYC）

期間3/1～3/31
月間支出額
25,693円
20,000円

・一般口入金

次期会長研修会補助戻し

・一般口支出

例会弁当代 15千円、 切手代3千円

・ファンド口収入 スマイル11千円

18日（土）東京白金高輪・4月本例会

告

10千円

CS献金15千円

櫻印燻製ファンド21千円

21日（火）東京むかで・4月本例会

・ファンド口支出 東京YMCA除雪対策献金20千円

23日（木）信越妙高・4月本例会

（城井・今井 記）

25日（土）東京コスモス・4月本例会

２．リングプル ３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
50.0kg
1.2kg
３月合計
51.2kg
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。
３． 使用済み切手 ３月分合計 0g

28日（火）東京むかで・4月第二例会
＜5月以降の予定＞
7日（木）東京むかで・ブリテン印刷会
19日（火）東京むかで･5月本例会
26日（火）東京むかで・5月第二例会

BFの切手は最近絶不調です。高津君の体調不良もあり
ますがみなさんの協力も大事な活力・原動力です。

２月 第二例会報告

（髙津代理・尽慕巌 記）

第二例会は3月24日（火）午後7時より東陽町センター
多目的室において開催された。

むかでのたわごと

主な検討事項は次の通りです。

厳しかったあの寒さ！例年に比べて雪も多かった！

１．ブリテン4月号の記事内容と執筆者の確認

何処で起きてもおかしくないISテロ。今の世界、物騒な事、

２．４月の例会の卓話者、星野太郎主事を予定

想像を絶する！又 飛行機の人為事故？で墜落！

３．５月の卓話者、廣田光司総主事に依頼

桜の季節が今年は早く訪れているようです。巣立ち・旅

４．櫻井氏から、燻製の売上げ利益の21,535円ファンド

立ち、入園・入学・入社、新しい年度がスタートを切ります。

へ繰入

桜の花は彼らを応援するにはまさしく最高の舞台装置で

５．4月7日堀口主事の送別会予定
出席者：伊丹、今井、櫻井、神保、鈴木

はないでしょうか。春を待ちわび、出発の時を飾ってくれ

（鈴木 記）

る最適の装置と言えるでしょう。
むかでの若木が早く、芽吹いてくれるといいですね。新

ＹＭＣＡニュース

しい仲間もほしいですね！50年前の勢いはともかく20名

担当主事の交代により堀口廣司から星野太郎に交替

のクラブ員を確保したいですね！株分けした木々やお休

いたします。星野は財務部と会員部の担当となりますが

みしている木々も元の園に戻ってくれることを願いつつ新

総務の雑務も引き受けた通常業務を行っています。

たにスタートを切りたいですね！

３児のパパで単身赴任ですので食事の差し入れお誘
い大歓迎です。

編 集 後 記

堀口は東山荘の担当となります。「下田会議を東山荘

みなさまの協力により何とか間に合わせることが出来感

に招致しよう。」を今年度のテーマにして働いております。

謝です。春爛漫のこの時期 絵にかいたようなお花見シ

｛ご案内｝

ーズンは雨や風のいじわるないたずらにより邪魔をされる

・5月1日（金） 7:00 早天祈祷会「伊藤幾夫さん」：

のが、今年もまたわずかな楽しみを奪うのかな！

山手
・

（尽慕巌：記）

体調を整え新芽の時を楽しみましょう。

19日（火）12:00 午餐会「カヌーイストのお話」：
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（神保 記）

