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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 

はっきり言っておく。 わたしを信じるものは、わたしが
行う業を行い、また、もっと大きな業を行うようになる。わ
たしが父のもとへ行くからである。     （ヨハネ14-12） 

Truly I say to you, He who puts his faith in me will 
do the very works which I do, and he will do greater 
things than these, because I am going to my Father. 

                               (St. John 14-12) 

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  星野  太郎 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

第１８回東日本区大会に参加しよう！！第１８回東日本区大会に参加しよう！！第１８回東日本区大会に参加しよう！！第１８回東日本区大会に参加しよう！！    

開 催 日：６月６日～７日（受付開始：６日10：00～） 

開催場所：厚木市文化会館大ホール 

        5555月月月月    EF/JEFEF/JEFEF/JEFEF/JEF    についてについてについてについて        

 EF＝Endowment Fundは、国際ワイズダム発展のた

めの特別献金。JEF＝Japan East Ys Mens Fundは、

東日本区のワイズの奉仕活動を支えるため、個人・

クラブが記念したいことに対する寄付金と、国際か

らの還付金による基金。区は、東山荘改築に対し、

JEFから1000万円支援。       （高津 記） 

５５５５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 長谷川正雄 吉岡 笑 

               受 付 長谷川正雄 

                司  会  吉岡  笑 

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           星野 太郎 

チャーター月乾杯         櫻井 浩行 

美味しい・楽しい食事 

卓 話 「東京ＹＭＣＡの回顧と展望」 

        東京YMCA総主事 廣田 光司 

部会準備状況報告         城井 廣邦 

強調月間アピール/諸 報 告    高津 達夫 

ハッピーバースデー・結婚記念      司 会 

スマイル              櫻井 浩行 

閉会挨拶           副会長 佐藤   猛 

閉会点鐘            会  長  森本 晴生 

5555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    ５５５５月月月月１９１９１９１９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    

参加費  会員以外の方は1,500円（食事代含む） 

出欠は出欠は出欠は出欠は    5555月月月月    15151515日までに今井会計までお知らせください日までに今井会計までお知らせください日までに今井会計までお知らせください日までに今井会計までお知らせください    

２０１５年 ５月例会 （第６３９回） 

（強調月間：EF/JEF）    

         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    

16日 城井 廣邦   21日 森本 路子 

          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    

10日 阿山剛男・博子  14日 城井廣邦・姚子 
18日 伊丹一之・節子  24日 吉岡 笑・（拓二） 

２０１５年 ４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  12.100 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      長谷川正雄(4/18)              切手累計        0 ｇ 

功労会員 3 名  出席(ゲスト) 1 名         

在籍者数 16 名 出席(ビジター) 1 名  リングプル  累 計 293.8 0kg 

出席(正会員)  11 名 出席(スピーカー)     (1) 名   むかで基金   今月分 36.401 円 

出席(功労会員) 1 名 例会出席総数    14 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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                                    ４月 本例会報告          

2015年の４月例会は、4月21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

されました。 

本日の例会には、久し振りでシニアの窪田さんが、吉

田ご夫妻の送迎により出席いただきました。 

森本会長の点鐘、ワイズソング斉唱で例会スタート。鈴

木君の司会振りは、その人柄を表すおおらかさ。 

今月の聖句・感謝の祈りは、何年か振りに聴く神保君。

なかなかこころに沁みる祈りだった。 

升本のお弁当を食べた後は、４月から当クラブの担当

主事となった星野太郎君の卓話となりました。演題は、

「東京YMCAの野外活動の現状と未来」と題して、前職

の経験を踏まえてお話いただきました。以下卓話の概要

です。  【野尻などのキャンプを語る星野太郎主事】 

 

１．キャンプの参加者数からみると、東京YMCA夏季キャ

ンプ全体では、過去3か年毎年順調に増加中。しかし、

野尻キャンプ場の場合は、野尻小学生キャンプは盛況

だが、中高生を対象としたユースキャンプは、低迷状態

が続いている。「野尻学荘」は漸増期待。 

２．野外教育センターの宿泊者数からみると、山中・野尻

はしっかりとした歩みなるも、妙高ロッジは厳しい状況が

続く。 

３．野外教育センターの直近の課題としては、ボランティ

アリーダーの確保と養成。目的地までのバス代の高騰

等。 

４．課題への挑戦として、高校生ボランティアリーダーの

採用検討。フレンドシップファンド等の資金協力依頼。

インターナショナルキャンプのプログラム化。 

最後に、YMCA野外教育には「地球市民教育」という使

命が必要。 以上お話いただいた。 

続いては、城井君より、今年10月開催の「東新部部会

の第3回実行委員会」の検討・進捗状況が説明された。テ

ーマである「野尻学荘」プレゼンテーション・アピールの輪

郭が、むかでメンバー全員に共通認識を持つ機会が与

えられ、10月に向かって一致団結・進行気分が大いに盛

り上がった。 

 ４月例会恒例の「むかでミニオークション」は、吉岡・高

津メネットコンビが欠席のため、城井・今井コンビでスター

ト。まずは食べるものから始まり、最後は繊維品まで扱い

城井君の集金振り良く、売上は24,301円（端数１円で売

ったものはなかったのに、何故か1円。不思議？）となっ

た。感謝。 【ニューフェースのコンビで売り上げが進む】 

 

 最後は、櫻井君の強調月間LTアピール。結婚記念日

おめでとうは、鈴木君・櫻井君。 

閉会挨拶は佐藤副会長（副会長が板についてきた）。 

閉会点鐘は森本会長。以上で４月例会は終了。 

出席者：森本、伊丹、今井、窪田、櫻井、佐藤、城井、 

神保、鈴木、髙津、土井、星野    

ゲ ス ト： 吉田司（元むかでクラブ） 

ビジター：吉田紘子（東京銀座）       （敬称略） 

（今井 記） 

 

第３回 東新部評議会報告 

4月18日（土）13時から在日本韓国YMCA（AYC）9階

会議室で、張替部書記の司会で開かれました。太田部長

の開会点鍾、ワイズソング、寺門部会計の聖書朗読・祈

祷の後、太田部長の挨拶があり、定足数を確認して評議

会が行われました。 

 

報告事項では、太田部長が部長報告【写真】、第3回東

日本区役員会報告、第4回部役員会報告を行い、寺門部

会計が東新部会計中間報告を行いました。東新部活動
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報告等は各事業主査等が行い、委員会報告は各委員長

が行い、クラブ活動報告は各クラブ会長が行い、山梨部

担当主事がYMCA報告を行い、報告事項が終わりました。

配付資料を読んでの説明があり、時間が伸びましたが、

報告の方法に課題がありそうです。 

審議事項は、第2回東新部評議会議事録の確認と第4

回部役員会議事録の確認が資料に基づいて行い、原案

通り承認しました。2015-2016年度部長主題・方針・活動

計画及び次年度予算案、同年度東新部部役員・部内各

クラブ役員の確認を伊丹次期部長が提案し、部役員のう

ち、地域奉仕事業主査が都合により当クラブの長谷川君

から神保君に替わること、部担当主事が堀口君から星野

君に替わることを含め、原案通り承認しました。第19回部

会について城井部会実行委員長がビジョンから始まる説

明を行い、異議なく承認し、今後具体的に詰めていくこと

にしました。 

部監事の講評の後、東新部の歌を歌って予定の時間

を過ぎて閉会しました。 

引き続き、「次期クラブ役員研修会」が同じ会場で開か

れました。出席者は、この前に行われた評議会とほとんど

同じで、時間の有効利用の面で課題を感じました。また、

予算について疑義が出ましたが、研修会で議論すること

ではないので、次の評議会に向けて必要な提案を行い、

それを受けて部役員会と評議会で議論することになること

を確認しました。                        （森本 記） 

出席者：伊丹、今井、櫻井、城井、土井、長谷川、森本 

   

第19回 東新部部会 準備情報 

東京むかでワイズメンズクラブが総力を上げてプロデュ

ースする「ＹＭＣＡの少年キャンプの楽しさ」「ＹＭＣＡの少年キャンプの楽しさ」「ＹＭＣＡの少年キャンプの楽しさ」「ＹＭＣＡの少年キャンプの楽しさ」を楽しみにし

て下さい。4月18日東新部評議会において東新部部会

実行委員長城井から部会の企画コンセプトと、プログラム

の概要とを提案し、承認されました。 

野尻学荘の素晴らしきキャンプ生活を一緒に楽しんで

いただき、野尻学荘を知って一人でも多くの参加者を増

やしたいと伝えました。3部構成からなっています。 

第第第第1111部部部部 部会正式プログラムです。 

第第第第2222部部部部    70分間の野尻学荘の楽しさをアピールするプロ

グラムで構成されています。野尻学荘を体験した元リーダ

ーや学荘OBが参加してプレゼンテーションします。そし

て、最後には学荘名物ハイズカ（インディアンの祈りとダ

ンス）を参加者全員で行います。 

第第第第3333部部部部 懇親会を楽しんでいただきます。 

企画は「楽しむ時」をテーマに実行委員会は、4回開か

れました。プログラムは一歩一歩夢の道を歩みはじめて

いる。 

むかでワイズの心意気を示したいと考えています。皆さ

ん、10月10日是非参加してください。 

また実行委員会幹事長に土井宏二君（次期むかでクラ

ブ会長）になっていただきました。更に、野尻学荘OBで

ある伊阪哲雄君が協力を買って出てくれました。これで一

段とチーム力がアップしています。       （城井 記） 

 

      ４月 第二例会報告        

第二例会は4月28日（火）午後6時30分東陽町センタ

ー多目的室において開催された。 

１．ブリテン5月号の記事内容と執筆者の確認。 

２．７月に当クラブは2人の入会者を予定。 

東京銀座クラブから転入会・吉田紘子君、 

以前当クラブメンバー・吉田司君の再入会。 

３．5月の例会卓話は、「東京YMCAの回顧と展望」と題

して廣田総主事をお願いしています。 

４．次年度準備の下田会議は、6月20日(土)～21日(日) 

YMCA東山荘で開催。 

 東山荘に12時集合昼食、13時～17時は会議、 

 20日夜、堀ロ前担当主事の送別会を予定。 

 21日は、山中湖のYMCAキャンプ場等見学等予定 

５．野尻ファミリーキャンプ 

8月15日(土)～8日17日(月)。 

例年通り藤本宅でバーベキューを行なわせていただけ

ることになった。 

16日は野尻学荘80回記念の聖日礼拝を学荘内で行

う。 

６．むかでファンドより「YMCA東山荘100年募金」に支出

することを決めた。 

出席者：森本、伊丹、今井、鈴木、星野    

 （鈴木 記） 

 

        会  長  通  信 

この1か月は、東新部の評議会や次期クラブ役員研修

会があり、部会準備委員会があり、あわただしい感じでし

た。5月は7月からの新年度に向けての準備が進み、一

方で10月10日の部会の準備が具体化させていくときで

す。皆さんの知恵と労力でしのいでいきましょう。 

 6月下旬に開催している新年度準備の会「下田会議」を、

今年は6月20日(土)・21日(日)に御殿場市の東山荘で行

います。3月まで我がクラブの担当主事であった堀口さん

が4月から東山荘の所長としてご活躍の様子を見学する

という意味もあります。ご出席ください。 

東アジアの海上が騒がしい感じがしていましたが、陸
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上ではマグニチュード7.9の地震が発生し、数千人の死

者が出たもようです。地震は日本だけではないということ

を再認識しました。                （森本 記） 

 

＜2015年5月の予定＞ 

7日（木）東京むかで･ブリテン印刷会 

9日（土）東京銀座・5月本例会 

11日（月）東京まちだ・5月本例会 

11日（月）東京センテニアル・5月本例会 

12日（火）東京・5月本例会 

13日（水）東京目黒・5月本例会 

14日（木）次期東新部部会準備会（第4回）土井宅 

16日（土）東京白金高輪・5月本例会 

19日（火）東京むかで・5月本例会 

21日（木）東京世田谷・5月本例会 

23日（土）東京コスモス・5月本例会 

26日（火）東京むかで・5月第二例会 

28日（木）信越妙高・5月本例会 

30日 (土) 東新部中間引継（東陽町ｾﾝﾀｰ多目的室） 

 

＜６月以降の予定＞ 

2日（木）東京むかで・ブリテン印刷会 

6日(土)～7日(日) 第18回東日本区大会 

（会場：厚木市文化会館他） 

16日（火）東京むかで･6月本例会 

20日（土）～21日（日） 

 東京むかで下田会議（於 YMCA東山荘） 

東京むかで・6月第二例会 

 

         ＹＭＣＡニュース 
・5/19（火） 午餐会 12：00～13：30 東京大学YMCA 

「夢と元気を配達する―欧州縦断カヌーの旅―」 

カヌーで世界の旅を続ける吉岡嶺二氏による卓話で

す。 

・5/23（土） 会員大会 13：30～16：30 

・6/1（月） 早天祈祷会（酢屋善元氏） 

・6/22（月）～27（土） 会員芸術祭（出展締切：5/22） 

・日本YMCA同盟東山荘100年募金受付中！ 

前担当主事の堀口さんが所長として新本館建設の1億

円募金を担当しています。ぜひご協力を！ 

・野尻キャンプは2015年度より岩田孝弘さんをフルタイム

スタッフとして採用（これまでは夏期限定スタッフ）、野尻

キャンプと妙高高原ロッジのプログラム運営の強化をは

かります。                            （星野 記） 

 

   ４ 月 会 計 報 告 

１． 月間収入・支出合計           期間4/1～4/30 

口座名 月間収入額 月間支出額 

一般口 4.500円 20.822円 

ファンド口 36.401円 0円 

・一般口支出  例会弁当代 17千円、 切手代 3千円 

・ファンド口収入 スマイル 12千円、 

オークション売上 24千円 

（城井・今井 記） 
 

２． リングプル 4月預かり G：ｸﾞﾙｰﾌﾟの略  

ご協力者名 重量 ご協力者名 重量 
長谷川正雄氏G 3.8kg 4月合計 3.8kg 

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。 
 （神保 記） 

 

３． 使用済み切手 ４月分合計  0g 

（高津 記） 

 

           むかでのたわごと         

桜はあっという間でした。三日見ぬ間の桜とはよく言っ

たものです。でも八重桜が終わりころになると葉桜の爽や

かで清々しさは新緑の季節を楽しませてくれるものです。

過ごしやすい気候も合わせて、みどりの美しさは我々まで

も生き生きさせ若返らせてくれるようです。私たちも足元

を見つめなおし、倶楽部運営・クラブライフ・ワイズメンとし

てできること・楽しめることを再度、新緑に合わせて歩みを

整え一歩一歩さわやかに行きましょう！ 

ところで、南米チリの火山の大噴火、ネパールの大地

震、何やら地球の芯から考えられないような変動があるよ

うな感があります。神戸の震災から20年、東北大震災から

も既に4年、西ノ島は相変わらず日本の国土を増やし続

けている様子です。不安な要素が多々あり続けている気

がします。日頃の心構え用心が必要な感じがあります。 

さまざまな準備、気を引き締めて怠りなく！！！ 

 （尽慕巌：記） 

 

     編 集 後 記 

今年も5月の「むかでのブリテン担当」になった。昨年も、

その前の年も5月の「むかでのブリテン担当」だった。その

ブリテンには、ユニークダンス・パーティーの記事と写真

が載っており、今年のブリテンにはユニークダンスの記事

はない。寂しい気がした。 

しかし、5月のむかでブリテンには、10月の東新部部会

へ向けての城井君の記事、星野新担当主事の着任・卓

話と新しいことも次々に掲載されている。 

まさに、変化は希望へ向かう。         （今井 記）                        


