
 1 

 

 

“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 

わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。 
人がわたしにつながっており、わたしもその人につなが

っていれば、その人は豊かに実を結ぶ。 わたしを離れ

ては、あなたがたは何もできないからだ。（ﾖﾊﾈ15-5） 
 I am the vine, you are the branches. He who abides 
in me, and I in him, he it is that bears much fruit, for 
apart from me you can do nothing.  

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  土井 宏二 

 副 会 長  佐藤    猛 

 直前会長 森本 晴生 

━━━━━━━━━━━ 

━━━━━━━━━━━ 
書    記 鈴木 健彦 

高津 達夫 
会    計 城井  廣邦 

   今井 武彦 
担当主事  星野 太郎 
━━━━━━━━━━━ 

         ２０１５年７月 ～ ２０１６年６月 

国際会長主題 「信念あるミッション」 

  アジア会長主題 「愛をもって奉仕をしよう」 

東日本区理事主題 「原点に立って、未来へステップ」    

  東新部部長主題 「ワイズの良さを発信しよう」 

１月 IBC/DBC について 

国際兄弟クラブ（IBC)は、３クラブがありますが、

停滞気味です。国内兄弟クラブ（DBC)は、西日本区

の神戸ポートクラブで、８月の野尻ファミリーキャ

ンプに迎え、１２月のクリスマス例会に訪問してい

ます。                 （森本 記） 

１ 月 例 会 プログラム  

              

受  付  今井 武彦 

                     司  会  櫻井 浩行 

開会点鐘               会  長  土井 宏二 

ワイズソング            一 同 

ゲスト・ビジター紹介    司 会  櫻井 浩行 

今月の聖句/感謝          高津 達夫 

楽しい食事 

シャンソンを楽しもう     歌：大原ひさのり 

              伴奏：嶋  きよみ 

  今年の抱負                      参加者全員 

強調月間アピール                森本 晴生 

ハッピーバースデー・結婚記念      司 会 

スマイル        書  記 鈴木 健彦 

諸報告              各 担 当 者 

閉会挨拶          副会長 佐藤   猛 

閉会点鐘           会  長  土井 宏二 

1月 本例会  

日  時：2016年 1月 11日（月・祝）正午～ 

場  所：ルパイヤート(JR./地下鉄飯田橋駅下車） 

        ℡03-5528-3903 

参加費：８０００円～（出欠は1/6までに土井会長へ） 

2016年 1月例会 （第６４７回） 

（強調月間：IBC/DBC） 

２０１５年１２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 19.100 円 

正 会 員 15 名 出席(メネッﾄ) 3 名       0 名    

功労会員 3 名 出席(コメット) 0 名     

在籍者数 18 名  出席(ゲスト) 10 名     

出席(正会員) 15 名 出席(ビジター) 0 名  リングプル  累 計 423.45 kg 

出席(功労会員) 0 名 例会出席総数 25 名   出席率15/15＝100％ むかで基金   今月分 19.100 円 

   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 

          HAPPY  BIRTHDAY 

19日 星野太郎  23日 櫻井啓子  24日 鈴木健彦 

 結婚記念日おめでとう 

26日 神保伊和雄・久子 

１月２６日（月）までにCS資金を集めよう！！ 

一人、年賀はがき切手ｼｰﾄ１０ｾｯﾄ以上、または 

現金１,２５０円以上の献金を。（集金担当：城井） 
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  １２ 月 本 例 会 報 告 

2015年12月15日（火）午後6時から 東京YMCA東陽

町センター多目的室・視聴覚室を使って第646回クリスマ

ス本例会が開催されました。 

18：00～18：30 第一部クリスマス礼拝（多目的室） 

18：30～20：45 第二部ポットラック・パーティー（視聴

覚室）が催されました。 

第一部は、高津君の司式、鈴木奈保姉（牧師夫人）の

エレキギターによる奏楽。 

最初に讃美歌106番（あら野のはてに）で賛美。続い

てクリスマスメッセージは、鈴木悟牧師（CHURCH  

ON THE ROCK主任牧師）。「クリスマスの希望」と題し

てルカ福音書2章10節からお話をいただきました。 

まさに、クリスマスは「すばらしき訪れ」の始まりであり、

神様はすべてを知っていて、そして私たちを愛していて

くださる。いつも神様は私たちと共にいます。だから、今

世界は不安の中にありますが、私たちの祈りが、この逆

境をチャンスへと変えてくださるとメッセージをいただきま

した。     【メッセージを語る鈴木悟牧師】 

 
クリスマス献金19,100円は、台風18号常総市水害被

害復興支援募金としてYMCAに寄託しました。 

最後に、参加者全員で「東日本大震災を忘れることな

く」を祈り、平和のあいさつ「メリークリスマス」を合言葉に

参加者相互に握手をしあい、讃美歌109番（きよしこの

夜）を賛美し、鈴木牧師の祝祷で第一部がおわりました。 

第二部は、むかで自慢の「ポットラック・パーティー」。参

加者料理・デザート持ち寄りによるパーティー【写真】。今

年もメンバー・メネット・ゲストのこころ籠った食べ物でテ

ーブルは一杯。感謝！ 

司会神保君のメリークリスマスでパーティースタート。

土井会長の点鐘、ワイズソングを斉唱し、ゲスト紹介、今

月の聖句・食前の感謝の祈り（今井）。 

食事スタート。最初は、黙々と食べ、次は、テーブル席

の隣同士でお話タイム。お腹の一心地がついたところで、

城井君から「津波の教え石プロジェクト」の進行状況の説

明があった。現在進行中の「石巻市雄勝町名振地区の

津波の石碑」建立計画の説明がなされた。 

強調月間アピール「EMC/MC」を櫻井君、「シニア・キ

ャンプ」を伊阪・鈴木両君から、「YMCAオープンハウス・

カレー模擬店」を高津君、「東新部への自由献金協力依

頼」を今井からそれぞれアピールした。 

ハッピーバースデーは、高津メネット、吉田司君、伊丹

君、鈴木牧師夫人の4名、結婚記念日は吉田司・紘子夫

妻。おめでとうございます。 

いよいよ、鈴木牧師夫人のエレキギター伴奏により、

讃美歌をうたう。Ⅱ-219（さやかに星はきらめき）、106番

を合唱。 

そして、今年のクリスマス例会も終わりに近づき、閉会

の挨拶は佐藤副会長、閉会点鐘は森本直前会長。 

例会終了後、むかで恒例の櫻印燻製予約販売が行わ

れました（後日、ベーコンを食べて、思わず「匠の業」に

感謝しました）。                        （今井 記）  

出席者：土井、伊阪、伊丹、今井、櫻井、佐藤、城井、

神保、鈴木、高津、長谷川、星野、森本、 

吉田（紘）、吉田（司）  

メネット：今井みどり、櫻井啓子、高津寿江 

ゲスト：鈴木 悟（牧師）、鈴木奈保、鈴木天兵、 

     鈴木禅輝、橋本美穂、本多 謙、向山新子 

                          （敬称略） 

 

DBC 神戸ポートクラブ交流報告 

例年通りの温かいお出迎えが神戸ポートクラブより！ 

12月10日（木）18：45、特別養護老人ホームオリンピア

でのクリスマス会。毎年牧師先生のサンタさんと神戸

YMCAの混成コーラスの素敵な演奏で、施設のお年寄り

たちとの和やかな、そして穏やかな交流の時を楽しみま

した。 

20：00にグリーンヒルホテルへ会場を移して、神戸ポー

トクラブのDBCクリスマス例会。和気藹藹としたいつも通り

と言うか、和みのある、いつもと違った顔を見せ、三人三

様のご挨拶をし、例会はスタート。 

一人一芸タイムになりましたが、無芸大食の我らが三

人、大野勉さんのギター伴奏で「美しい湖水よ」を合唱し
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てきました！ ご褒美に2次会にお誘いを受けました。そ

れなりのお役目を果してくることが出来たと思いました。 

出席：土井、神保、森本               （神保 記） 

 

2015年度クリスマス･オープンハウス報告 

12月23日（祝）東京YMCA東陽町センターにて、東京

YMCA東陽町センター・クリスマス・オープンハウスが、東

陽町に所属するワイズメンズクラブ、奉仕団体並びに、地

域の東陽町２丁目町会、江東区（江東消防署）などが参

加して開催されました。 

当クラブは、他クラブやグループとともにアトリウムで、

模擬店「むかでカレー」で協力いたしました。 

 
今年の「むかでカレー」は、SB食品から業務用レトルト

カレー25袋(1袋15食分)提供を受けました。このレトルト

カレーを会場で保温し、これにじゃが芋と人参等を追加し

ました。また、ライスの炊飯は、一昨年、昨年の苦い体験

から浅草聖ヨハネ教会の大型炊飯器をお借りして

30kg(約300食分)のお米を炊飯し、保温器で保温し、

YMCAまで車で搬送しました。 

10時30分から14時30分までの間で、296食(売上高

71.600円)と、予想を超える売行きでした。クリスマスの奉

仕作業ですが、最終的にはカレー具材も、ライスもほぼ

上手く調整できて店閉いとなりました。ご来店の皆様に、

「むかでカレー」を味わっていただき感謝です。 

この一連の作業参加者のご協力に感謝。来年も宜しく

お願いいたします。                   （高津 記） 

参加者：土井，森本，今井，高津，櫻井，長谷川，神保，

吉田（司），吉田（紘），星野主事 

高津メ，土井メ，伊丹メ 

 

津波の教え石プロジェクト報告 

・石巻市 名振浜 津波の教え石 

名振浜の津波の教え石は地元の皆様と仙台の清水

さん（仙台青葉城）の協力により無事に建立出来る運

びになりました。 

12月中に基礎工事、1月中に石碑と大塚亮治先生の

彫刻が完成する予定です。2月中旬までに建立を終え、

2月27日の除幕式を迎えます。 

・次の津波の教え石は石巻市 萩の浜を予定していま

す。住宅地の高台移転が完成するまでは待機中です。 

・ゆっくりですが一歩一歩進んでいます。後世の人達

に私達の思いが届くように祈っています。2月27日み

んなで除幕式に参加してください。   （城井 記） 

 

      会  長  通  信 

明けましておめでとうございます。 

今年は私の干支72歳になりますが歳に負けないよう好

奇心旺盛で頑張る覚悟です。 

また会長として残された期間、全力でクラブの運営に努

めたいと思いますので、皆さまの更なるご支援ご協力よろ

しくお願いします。 

元旦に以前の例会卓話で、75歳まで元気で暮らし、シ

ルクロードを奈良からローマまで陸路で走破する夢を語

ったことを思い出しました。 

そうだ今年から具体的に準備しよう。まず4年間健康に

留意し、無駄使いをせず費用を貯め、夢を実現すべく地

図を広げてみました。奈良からソウル、一部海上問題は

ありますがソウルへ、そこから鉄道の出発点瀋陽に行くの

に北朝鮮を縦断しないとたどりつけません。最初から躓き

です。ソウルからやむを得ず飛行機で瀋陽へ、瀋陽 ― 

北京 ― 西寧 ― ウルムチ ― アルマトゥイ ― タシケ

ント ― テヘラン ― アンカラ ― ソフィア ― ベオグラ

ード ― ザグレブ ― ローマに到着です。鉄道の線路は

繋がっています。 

しかし、一部戦争区域のアフガニスタン・イラク・シリア

近辺を通過したり、一部の国では外国人の乗車を認めな

いとか、戦争貨物優先で旅客は都度とかまだまだ難しい

状況です。情けない話ですが、実態はここ10年以上この

地域ではいつも戦争が起きたり、社会状態は悪化ばかり

で好転はしてません。中国国内の民族紛争・中央アジア

諸国とロシア紛争・長引くアフガン内戦・イランイラク戦

争・シリア内戦・対IS戦争、数えればきりがありません。早

く戦争も終わり誰でも夢が達成できる世の中にしたいもの

ですね。 

夢の話から現実の戦争の話になってしまいましたが、

お雑煮を頂きながら平和を感謝し全世界から戦争が無

くなることを願っています。              （土井 記） 
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＜１月の予定＞ 

5日（火）東京むかで･ブリテン印刷会 

8日（金）東京センテニアル・1月本例会 

9日（土）在京ワイズ新年会 （多摩センター） 

11日（月）東京むかで・1月新年本例会 

11日（月）まちだ・コスモス合同例会 

12日（火）東京・1月本例会 

13日（水）東京目黒・1月本例会 

15日（金）東京世田谷・1月本例会 

26日（火）東京むかで第二例会/CS献金締切 

28日（木）信越妙高・1月本例会 

30日（土）東新部次期役員準備会 

＜２月以降の予定＞ 

 2日（火）東京むかでブリテン印刷会 

6日 (土) 東新部フレッシュワイズセミナー（山手セ

ンター） 

10日（水）東新部自由献金納付期限 

16日（火）東京むかで・２月本例会 

23日（火）東京むかで第二例会（部長公式訪問） 

 

１２月第二例会 報 告 

12月23日の YMCA オープンハウス終了後開催予定

していた第二例会は、諸事整わず、流会となりました。要

協議内容・連絡等は、メールで連絡することした。 

（今井 記） 

 

         ＹＭＣＡニュース 
◆クリスマス・オープンハウス大盛況！！ 

12/23開催のクリスマス・オープンハウスは大勢の来

館者があり大盛況でした。東京むかでクラブは恒例

のカレー出店。なんと純益は5万円を超える大人気

でした。寒空の中ご奉仕頂いた皆様に心より感謝い

たします！ 

◆東京ＹＭＣＡ会員増強キャンペーン実施中！！ 

1000名の壁を超えて目指すは1200名。3月まで会員

増強キャンペーンを展開します。12月に伊阪さんに

ご入会頂きました。ありがとうございます！ ぜひ皆

様のご協力をお願いします！ 

・クラブでYMCA会員率100％を！（現在89.4%） 

◆東京ＹＭＣＡ新春特別午餐会 

【卓話者】柳田邦男氏 

（ノンフィクション作家・評論家） 

【と き】2016年1月20日（水）12:00～13:30 

【ところ】学士会館（千代田区神田錦町） 

※東京メトロ半蔵門線／都営三田・新宿線 

【参加費】 4,000円 （昼食つき） 

【お申込み】賛助会事務局 tel.03-3615-5568 

◆東京ＹＭＣＡ早天祈祷会 

【と き】2016年2月1日（月）7:00～8:30 

【ところ】東京YMCA山手センター 1階ホール 

【奨励者】笈川光郎氏（会員部運営委員） 

 （星野 記） 
 

１２ 月 会 計 報 告 
１． 月間収入・支出合計               

 12/1~12/31 
口座名  月間収入額   月間支出額 

一般口 72.530 円 75.077 円 
ファンド口 36.900 円 74.316 円 

・一般口収入 会費 25千円、例会参加費 12千円、 

         DBC 事業補助 35千円 

・一般口支出 神戸ﾎﾟｰﾄ交流 35千円、切手 2千円  

            その他クリスマス支出 7千円 

・ﾌｧﾝﾄﾞ口収入 ｽﾏｲﾙ 19千円、CS 献金18千円 

・ﾌｧﾝﾄﾞ口支出 常総市水害義捐金 19千円、 

DBC 事業補填 35千円、 

オープンハウス協賛金・抽選券購入 20千円 

               （城井・今井 記） 

２． リングプル 12 月預かり   
ご協力者名 重量 ご協力者名 重量 
長谷川正雄氏G 2.60kg 齋藤昭七氏 G 50.0kg 
神戸ポート G 0.15kg 市川三本松 G 0.05 kg 
  12 月合計 52.8kg 
 塵も積もれば車椅子となる！ご協力感謝いたします。 
今年もみなさまの応援、よろしくお願いいたします。 

G：ｸﾞﾙｰﾌﾟの略 （神保 記） 
  
     む か で の た わ ご と        

めでたさも 中ぐらいなり おらが春 

また巡り巡って一巡り、還暦、古希そしてこれから迎える、

喜寿、傘寿、米寿、白寿どこまでも続くと大変ですね！

365日、24時間。土井会長を見習って腕時計を外そう！

やはり与えられた時を大切にじっくり、ゆっくり、穏やかに

今年も過ごしましょう！             （尽慕巌 記） 

 

      編 集 後 記 

ここ何年か、むかでの１月号ブリテン担当となっている。

何かと気忙しいこの時期、編集作業も気が急いていま

す。 

今年は、暖冬とのこと。高齢者にはありがたいが、地球

にとっては厳しい話。景気はまあまあだが、貧富の差が

拡大していると。こちら立てば、あちら立たず。（今井 記） 


