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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 

神は羽をもってあなたを覆い、 
翼の下にかばってくださる。 
神のまことは大盾、小盾。      （詩編91-4） 

You will be covered by his feathers; 
under his wings you will be safe: 

his good faith will be salvation.  (Psalms91-14)  

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

           HAPPYHAPPYHAPPYHAPPY        BIRTHDBIRTHDBIRTHDBIRTHDAYAYAYAY    
21日 櫻井 浩行   29日 城井 姚子 

          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    
3日 窪田 とき（春雄） 

２０１５２０１５２０１５２０１５－２０１６年－２０１６年－２０１６年－２０１６年    下田会議に参加しよう！！下田会議に参加しよう！！下田会議に参加しよう！！下田会議に参加しよう！！    
    
・日時・日時・日時・日時    ：：：：    ６月２６月２６月２６月２0000日（土）日（土）日（土）日（土）    13131313：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000    

・場所・場所・場所・場所    ：：：：    YMCAYMCAYMCAYMCA東山荘東山荘東山荘東山荘    会費会費会費会費    8.0008.0008.0008.000円（宿泊・食費）円（宿泊・食費）円（宿泊・食費）円（宿泊・食費） 

        6666月月月月「評価」「評価」「評価」「評価」    についてについてについてについて        

ワイズの活動も、立案、準備、評価、引継が繰り返され

ていきます。この１年間を振り返り、評価を適切に行い、次

の年度にきちんと引き継ぐことが必要です。 

当クラブの行う新年度準備の「下田会議」は、今回は東

山荘を会場に、1泊2日で行います。次年度はもっと良い

年となりますように。                     （森本 記）      

６６６６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 櫻井浩行 

               受 付 櫻井 浩行 

                司  会  土井 宏二 

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           鈴木 健彦 

楽しい食事 

評価 一年間を振り返って  会  長  森本 晴生 

   メンバー一言         参加者全員 

部会準備状況報告         城井 廣邦 

ハッピーバースデー・結婚記念      司 会 

スマイル              今井 武彦 

諸 報 告 

閉会挨拶           副会長 佐藤   猛 

閉会点鐘            会  長  森本 晴生 

６６６６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    ６６６６月月月月１６１６１６１６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） 

出出出出欠は欠は欠は欠は    6666月月月月    12121212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 ６月例会 （第６４０回） 

（強調月間：評価）    

         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」 

２０１５年 ５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  14.200 円 

正 会 員 13 名 出席(メネット) 1 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) 評議会              切手累計        0 ｇ 

功労会員 3 名  出席(ゲスト) 2 名         

在籍者数 16 名 出席(ビジター) 1 名  リングプル  累 計 296.8 0kg 

出席(正会員)  10 名 出席(スピーカー)     1 名   むかで基金   今月分 14.200 円 

出席(功労会員) 0 名 例会出席総数    15 名 出席率11/13＝ 84％   

   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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                                    ５月 本例会 報告          

東京むかでワイズメンズクラブの５月例会は、2015年5

月19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た。司会は鈴木君で、

例会は神保直前会長の点鐘、ワイズソングと続いた。 

次にビジターの太田勝人東新部部長（東京世田谷）、

ゲストの澤田充子氏、伊阪哲雄氏【写真＝左から2人目】、

メネット土井麗子さん、本日の卓話者廣田光司東京

YMCA総主事（東京）が司会者より紹介された。 

今月の聖句、食前の感謝を星野主事が述べ、チャー

ター月乾杯を櫻井君の発声で行われた【写真】。続い

て楽しい食事となった。 

 
卓話は題名「東京YMCAの回顧と展望」、副題に「東

京YMCAは今どこに行くのか、廣田私論」として話され

た。 

１. 最初に廣田総主事とYMCAとの係わりについての自

己紹介があった。 

1975年、大学卒業後千葉YMCAに就職し、現在まで

YMCA一筋である。大学3年の終わりに、YMCAの活動

に参加していた後輩が学内の掲示板に張った張り紙を見

た同級生に誘われて、初めてYMCAの活動に参加した。

翌年の夏にはYMCAへの就職を決断した。体育教師を

目指し学んでいたはずが、YMCAでの活動により魅力を

感じるようになり、電光石火の決断であった。 

その後東京YMCAに移られ現在は東京YMCAの総

主事をされている。 

2. 次にYMCAの設立の歴史と役割について述べられ

た。 

1880年5月8日、京橋教会に若い牧師や民間の青年

有志が結集した。日本で初めてのYMCA「東京基督教青

年会（東京YMCA）」が誕生した。2011年公益法人制度

改革により認定を受け「公益財団法人東京YMCA」にな

る。現在職員300人、パート700人である。職員の内50人

がクリスチャンである。YMCAの役割はキリスト教の視点

に立って会員が動かす運動体である。その目的は若い

人を育て自分達で社会を作っていくことである。 

3. 課題について述べられた 

利益集団では無いが、活動は収支のバランスが取れ

ていなければならない。2年前から黒字に転換した。収支

バランスが取れるように、このプログラム内容も常に更新し

ていく必要がある。現在教員に力を入れていて日本語学

校をたちあげている。又会員の増強にも力を入れる必要

がある。   【写真＝東京YMCAを語る廣田総主事】 

 

4． 今後について 

自前のYMCA会館を都心に設置し、そこを中心にして

東西南北4ケ所の自前の会館を作りたい。そこを拠点とし

て青少年活動を展開していく夢を述べられた。 

卓話を終え、今月の強調月間EF／JEFは高津君がア

ピール。ハッピーバースデーは城井君、結婚記念日は城

井君、伊丹君が該当者でお祝いの想いを贈りました。 

スマイルは櫻井君が担当。城井君から東新部会準備

についての報告があり、土井副会長による閉会の挨拶。

森本会長の閉会点鐘で例会を終えました。 

森本会長1年間ご苦労様でした。 

出席者：森本、伊丹、今井、櫻井、城井、神保、鈴木、 

髙津、土井、星野    

メネット：土井麗子 

スピーカー：廣田光司（東京YMCA総主事・東京）、 

ゲスト：澤田充子、伊阪哲雄 

ビジター：太田勝人東新部部長（東京世田谷） 

敬称略    （鈴木 記） 

 

在京ワイズ会長会 報告 

5月23日（土）10時から11時半まで、東陽町センターの

視聴覚室で本年度第2回の在京ワイズメンズクラブ会長

会が開かれました。 

幹事の山口直樹さんの司会で進められ、ワイズソング

を歌い、日本YMCA同盟総主事の島田茂さん、東京

YMCA総主事の廣田光司さん、東日本区理事の田中博

之さんの挨拶を伺いました。 

報告・協議では、在京ワイズ会長会幹事報告が山口幹
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事からあり、去る１月の新年会は共催（東京まちだクラブと

東京コスモスクラブ）で開かれたこと、次の幹事は東京ク

ラブの神山巍さん（継続）と東京サンライズの長津徹さん

（新）が当たることが報告されました。会員部運営委員長

の小原武夫さんから会員部報告があり、今後のスケジュ

ールも示されました。廣田総主事から在日本韓国YMCA

報告があり、次の在京ワイズ新年会は久保田さんから今

年と同じ多摩センターの桜美林大学で1月9日に行いた

いとの話があり、次の在京ワイズ会長会は来年1月9日に

行うとの報告がありました。各クラブ会長から報告とアピー

ルがあり、当クラブが次期東新部長を支えながら野尻ファ

ミリーキャンプなどを行うとの報告をしました。 

YMCAの歌を歌って、定刻に閉会しました。 

当クラブの出席：土井、星野、森本     （森本 記） 

 

東京YMCA 第13回会員大会 報告 

会員大会は5月23日（土）に東陽町センターにて開催

され、108名の参加者があり大変盛況でした。2014年度

の各事業報告では、約50の会員活動とYMCAの各事業

がそれぞれ有意義に安全に実施されたこと、また、東日

本大震災復興支援募金が目標を大きく上回る約1200万

円寄せられたこと、さらに公益財団法人全体の経常利益

が+6200万円を計上し、2期連続で黒字で終えられたこと

が報告されました。2015年度の会員活動計画は、特に会

員増強、ユースの育成、復興支援に力を注いでいくこと

を確認しました。 

大会の後半では、会員やボランティアの表彰、チャリテ

ィーオークション（16万円を超える益金が寄せられました）

などが行われ、最後は大勢のリーダーたちとキャンプソン

グの大合唱を楽しみました。          （星野 記） 

 

第19回 東新部部会 準備情報 

東新部会準備会も何回かの会合を重ね内容が固まっ

てきた。当クラブが主催する東新部会のテーマは、前から

ご案内のごとく「野尻学荘」キャンプである。YMCAの主

要な事業の中の一つに青少年の育成を目指す野外活動

がある。当むかでクラブは、そのYMCAが行っている野

外活動の中の一つである「野尻学荘」キャンプの支援を

発足の基盤にしている。そこで、この機会にY‘s menの皆

様にもYMCAのキャンプ活動に対する御理解を深めて

いただきたく部会を次のような3部構成とする。 

第1部は通常通りの東新部運営のための議事審議とし、

第2部は野尻学荘、クラブ設立の理念と活動内容の紹介。

特にキャンプ参加者のため多くのプログラムが用意され、

各自の自主判断で期間中参加するプログラムを選択させ

ている。第3部では、ともに会食しながらキャンプ内でうた

われる歌を皆で歌おうと計画している。 

尚、野尻学荘OBの伊坂哲雄さんが実行委員参加して、

更にプランニングは活発化している。次回実行委員会は

6月13日、土井幹事長邸で開催予定。（城井、鈴木 記） 

  

        会  長  通  信 

ワイズの１年は、あと6月の1か月を残すだけになりまし

た。今期は8月に野尻でシニア新会員を迎えましたが、11

月にシニア会員が亡くなって人数が減りました。しかし、

来年度は数人の新入会員、再入会員がありそうです。 

新年度準備の「下田会議」は、御殿場市にある日本

YMCA同盟の東山荘で6月20日・21日（土・日）に行いま

す。直前担当主事の堀口廣司さんが所長でお迎えくださ

います。新年度への準備が十分な審議を経て決まること

でしょう。なお、23日に予定していた第二例会は、「下田

会議」に合わせて行うことにしました。下の＜６月の予定

＞から削除してあります。 

来期は、伊丹君が東新部部長となり、書記（森本）と 

会計（今井君）、地域奉仕事業主査（神保君）、部会実行

委員長（城井君）、部LT委員長（櫻井君）、部担当主事

（星野君）として支援します。さらに会員の皆さまのご支援

をよろしくお願いいたします。10月10日の部会の準備は

城井委員長、土井幹事長のもとで着々と進んでいます。 

新しいメンバーを迎えて、クラブが新たな展開をするこ

とを願ってやみません。             （森本 記） 

 

＜2015年6月の予定＞ 

2日（火）東京むかで･ブリテン印刷会 

6日（土）～7日（日） 東日本区大会 

     厚木市文化会館ホール 

8日（月）東京まちだ・6月本例会 

8日（月）東京センテニアル・6月本例会 

9日（火）東京・6月本例会 

10日（水）東京目黒・6月本例会 

16日（火）東京むかで・6月本例会 

18日（木）東京世田谷・6月本例会 

20/2120/2120/2120/21    ((((土・日土・日土・日土・日))))    下田会議下田会議下田会議下田会議    inininin    東山荘東山荘東山荘東山荘    

20日（火）東京白金高輪・6月本例会 

25日（木）信越妙高・6月本例会 

27日（土）東京コスモス・6月本例会 

 

＜７月以降の予定＞ 

7日（木）東京むかで・ブリテン印刷会 



 4

15日（水）第1回東新部役員会 

21日（火）東京むかで･7月本例会 

25日（土）第1回東新部評議会 

28日（火）東京むかで・7月第二例会 

 

      ５月 第二例会 報告        

第二例会は5月26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。当日は諸兄多忙のた

め、二人で開催した。 

１．ブリテン記事内容の確認。 

２．下田会議の件 

３．野尻ファミリーキャンプの件 

４．次年度予算作成基礎となるクラブメンバー数につい

て 

５．ネパール地震被害献金について 

出席者：神保、今井               （今井 記） 

 

         ＹＭＣＡニュース 
【東京YMCA午餐会】 

小児外科治療の世界的権威として、90歳を過ぎて今な

お臨床の場でご活躍の駿河敬次郎先生の卓話です。 

卓話者：駿河敬次郎(するがけいじろう)氏 

     （順天堂大学名誉教授 ノアクリニック院長） 

テーマ：「私のふるさと、YMCAそして小児外科」 

日  時：2015年6月19日 （金） 12:00～13：30 

会  場：東京大学YMCA 

【YMCAサマーキャンプ】 

 YMCAサマーキャンプの受付が始まります。 

6月2日（会員・登録者）10時～ 

6月４日（一般）10時～ 

野尻学荘の受付も上記のとおりです。日程は2015年8

月9日～22日、ぜひ新たなボーイズ獲得にご協力をお願

いします。 

【ネパール地震緊急支援募金】 

お寄せいただく募金は以下のとおり用いさせて頂きま

す。ご協力をお願いいたします。 

1.ネパールYMCAが行う緊急支援および復興支援 

2.日本国内のYMCA日本語学校・専門学校に通う、 

震災の影響を受けたネパール人留学生の支援 

募金はYMCA窓口か、以下の口座で受付けています。 

三井住友銀行 神田支店 （普）７６３１４８６ 

公益財団法人東京YMCA  

※振込人のお名前の前に「ネパール」と入力ください。 

（星野 記） 

 

   ５ 月 会 計 報 告 

１． 月間収入・支出合計           期間5/1～5/31 

口座名 月間収入額 月間支出額 

一般口 7.600円 35.696円 

ファンド口 14.200円 50.432円 

・一般口入金  例会参加費 6千円  

・一般口支出  例会弁当代 18千円、 切手代3千円 

・ファンド口収入 スマイル14千円  

・ファンド口支出 YMCA同盟東山荘献金 50千円 

（城井・今井 記） 

 

２． リングプル ５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 
櫻井浩行氏 0.4kg 長谷川正雄氏Ｇ 2.6kg 

  5月合計 3.0kg 
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 ５月分          合計  0 g 

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。 

（高津 記） 

 

           むかでのたわごと         

Time and tide wait for no man． 

歳月人を待たず 

早いですね！ 森本会長スタート切ってもうゴールです。 

土井会長準備OKですか？ 楽しみです。期待します。 

でもなんか揺れ動いているし、噴き出してきた、見たい。 

口永良部島・西ノ島・箱根山・御嶽山、火山列島日本

何か身体の中の悪いものが噴出している模様ですね！ 

3．11後、4年に亘ってまだ余震が続く日本列島。 

まるで苦しみ、悶え、悩み続けている日本列島のごとく！ 

そして宇宙船地球号は、まだ新たな造山活動を開始した

かのごとくと思わせるチベット地域でのあの大地震。 

被害状況の全容もまだわかってないのに！ 

でも野尻学荘は今年80回目を開催予定。 

東京むかでクラブは今年54年目を迎え、55年目に向か

って、じっくり、ゆっくり、急がず、休まず歩みを続けてい

ます。1年を振り返り、新たな年度を迎える時を持ちましょ

う。                             （尽慕巌：記） 

 

     編 集 後 記 

1年があっというまに過ぎ・去り、今期最後のブリテンと

なりました。そして森本会長が代られることになりました。

この1年ありがとうございました。新しく会長になられる土

井さんよろしくお願いします。             （鈴木 記） 


