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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」
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２０１６年 ４月例会 （第６５０回）
（強調月間：ＬＴ）
今

月

の

聖

句

ミニオークション 東京むかで４月例会にて開催！

心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見る。
平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の
子と呼ばれる。
（マタイによる福音書5-8~9）
“Blessed are the pure in heart，for they shall
see God．” “Blessed are the peacemakers，for
they shall be called sons of God．”
（St. Matthew 5-8~9）

むかでファンド増強のため、４月例会（4/19）には、
お一人一品以上の献品をお持ちくださいませ。

４月本例会 プログラム
準備 城井廣邦・吉田紘子

４月 本例会

受 付 吉田

日 時 2016年 ４月１９日(火) 18：30～20：30

司

司 会 鈴木 健彦

場 所 東京ＹＭＣＡ東陽町センター１階・多目的室

開会点鐘

参加費 会員以外の方は1,500円（食事代含む）

ワイズソング

一 同

ゲスト・ビジター紹介

司 会

出欠は４月１5日までに今井会計までお知らせください

今月の聖句/感謝

４月 ＬＴについて

神保伊和雄

美味しい・楽しい食事

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）

卓 話「子どもを私の所に来させなさい」
鈴木 悟 牧師
ミニオークション

今井 武彦
吉田

強調月間アピール
スマイル

19日 阿山 博子

司

櫻井 浩行

ハッピーバースデー・結婚記念

HAPPY BIRTHDAY
6日 土井 麗子

会 長 土井 宏二

司 会
森本 晴生

諸 報 告

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

閉会挨拶

副会長 佐藤

閉会点鐘

会 長 土井 宏二

２０１６年 ３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
8,500 円
ＢＦポイント
正 会 員
15 名
出席(メネット)
0 名
3名
0 円
功労会員
3 名
出席(コメット)
0 名
伊丹一之（2.27 津波石）
在籍者数
18 名
出席(ゲスト)
0 名
城井廣邦（2.27 津波石）
出席（正会員） 12 名
リングプル
出席(ビジター)
0 名
星野太郎（3.23 第2例会）
575.65 Kg
出席(功労会
むかで基金
0名
例会出席総数 12 名
出席率 15/15＝100％
55,500 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
会費振込先
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猛

３月 本例会報告

スマイルは吉田夫妻により丁寧に説明付きで行われた。
途中退場の佐藤猛副会長ご苦労様でした。

メンバーのみの３月の本例会が開催されました。

（相変わらず忙しそうです。）ありがとう！

開会点鍾を副会長の佐藤猛君によりスタートを切りました。

土井会長、閉会の挨拶と閉会点鍾で定時の20：30に

ゲスト・ビジターの紹介なく、鈴木健彦君の聖書朗読と祈

無事例会を閉じました。

祷、そしてお待ちかねの、美味しい・楽しい食事タイムと

出席者：土井、伊阪、今井、櫻井、佐藤、神保、鈴木、

なりました。

髙津、長谷川、森本、吉田司、吉田紘

今回の卓話は、当クラブメンバーの鈴木健彦君から

（神保 記）

「科学、技術、真理」と題して、物理学のイロハからを、
我々にわかりやすくと言うことでお願いいたしました。

「次期クラブ会長・部役員研修会」報告

本人はプラズマ（物性）物理を専攻、企業に入社してか
らは、振動、音響、流体力学、電磁波等の問題に関与し

3月5日(土)～6日(日)日本YMCA同盟青少年研修セ

たとの紹介があった。本題では700万年前に人類が誕生

ンター東山荘（御殿場）で「2015－2016年度次期会長・

してから10万年前のホモサピエンスに至るまでに多くの

部役員研修会」が開催されました。この研修会は、2016

種類の人類が現れ消えた。最後にたった一つの枝である

－2017年度を担う東日本区各クラブ会長、各部の部長

ホモサピエンスだけが生き残り地に満ちた。何故ホモサピ

並びに各事業主査が一堂に集まり、研修と交流の場でし

エンスがすべての生命（人類以外も含めて）を圧倒して世

た。

界に広がったのか。それは他の生命体が生き延びるには

1日目の利根川次期理事の2016－2017年度理事の

その時の環境にあった遺伝子を持つ生命体だけが生存

基本方針と共に、「これからのワイズ、YMCAにとっての

権を得たのに対して、ホモサピエンスは技術と知識で自

ワイズ」と題する、前アジア太平洋地域YMCA同盟総主

分たちに適合するように環境を変更することができたから

事山田公平氏の基調講演は、ご自身のYMCA総主事及

である。この能力は今の我々と変わらずに10万年前にす

びワイズメンである立場から、経験したこと感じたことなど、

でに獲得した能力であった。そして10万年の間に経験し

示唆に富んだお話しを伺うことができました。
また、この山田氏の講演内容を基調として、出席者の

た多くの事柄をもとに、どんな環境でも生き延びていくた

多くの方から自分たちの思いが意見として述べられ、交

めの技術と道具を開発してきた。

流が図られたのが印象的でした。

技術開発とは別に、同じ人類の経験をもとに、すべて
の現象は一つの単純な法則で纏められるのではないかと

また、この研修会は、次期のワイズ活動を始めるのに

考える人たちがいた。そしてその単純な法則を真理と呼

重要な研修であるのに、東日本区60クラブの内、会長の

び、真理の探究が始まった。物理学はその流れの中にあ

出 席 が 36 ク ラブ と 少 な か っ た の が 残念 な点 で した 。

る。真理である法則の正当性は、経験をもとに作られた法

参加者は105名。

則で総てのことを説明できる必要がある。またその法則を
もとに予測できることは、誰が行っても正しく実現できるこ
とを示す必要がある。最近の重力波の検出も相対論で予
測される現象で、法則の正当性を証明したものである。最
近の技術は、人間が日常的に経験しないような、量子コ
ンピューターのようなミクロな領域からGPSのような相対
性理論による時間のずれを補正する必要のあるマクロな
領域まで扱うようになっている。又非常に強い力に耐えた
り、振動で壊れないようにしないといけない。これらは経
験だけで設計できない。物理法則に則った設計が必要と
なる。そのため技術と科学はいつのまにか1体化した。物

【写真＝研修会の最後に監事講評をする高津君】

理法則は、法則を用いて設計をする技術の安全を保障

聖日礼拝 献金46,601円を震災復興支援に、また東

する上でも、自身の正しさを示していかなければならな

山荘100年募金(缶バッジ購入)に45,860円を贈呈しまし

い。

た。
出席者：伊阪、伊丹、神保、高津

強調月間は高津君、BF/メネットです。
アニバーサリーはなし、こういう月もあるのです。
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（高津記）

トリプルＹキャンプニュース

そないに人から言われるよう、生きているうちにバラま

東京むかでワイズメンズクラブが主催する

いて山ほど徳を積みなはれ。 そやけど、それは表向

「YYYキャンプ」

き、ほんまは銭を離さずに死ぬまでしっかり持ってなは
れ。

アクティブ・エイジのコミュニティ形成による健康維持・
仲間づくり・健全な生活・多様な学習等を行い、広く人生

人にケチと言われてもお金を持っているから、大事に

をエンジョイし、高齢化社会における時間活用の高度化、

され、みんなオベンチャラ言ってついてくる。 内緒や

YMCA活動の支援などの目的で企画を予てより遂行して

けどほんまでっせ。
私は銭がないからこの話 関係ないかな。

きました。

小欲知足 で今日も元気で感謝

対象者は広く、東西日本区のワイズメンズクラブに連な

（土井 記）

＜2016年4月の予定＞

るメンバー、並びにかつての東京YMCAの懐かしのメン
バー達であります。

1日（金）東京センテニアル・4月本例会

場所は東京YMCA山中湖キャンプにおいて、事前の

東新部部長公式訪問

プレ・プレキャンプ：2016年5月23日（月）～24日(火)、本

5日（火）東京むかで･ブリテン印刷会

番を想定したプレ・キャンプ（2016年秋予定）を行い、本

11日（月）東京まちだ・4月本例会

番キャンプは2017年春に実施します。

12日（火）東京・4月本例会

二泊三日の日程を予定していますが部分参加で

13日（水）東京目黒・4月本例会

一泊でも参加できるように準備しています。

15日（木）東京世田谷クラブ・4月本例会

追て詳しい内容をお知らせいたします。

16日（土）第3回東新部評議会・

次期クラブ役員研修会

是非ご参加をお願い申し上げます。

19日（火）東京むかで・4月本例会
23日（土）東京コスモス・4月本例会
26日（火）東京むかで・4月第二例会
28日（木）信越妙高・4月本例会
＜5月以降の予定＞
6日（金）東京むかで・ブリテン印刷会
17日（火）東京むかで･5月本例会
23～24（月・火） 3Ｙ ＣＡＭＰ 山中湖
24日（火）東京むかで・5月第二例会
6月4～5日（土・日）東日本区大会 長野市
7月2日（土）東京むかで下田会議
東陽町センター 13：00～18：00

【写真＝土井会長宅での準備会】

3月19日午後4時から土井会長宅にて会合がもたれ、
参加者は土井、メネット、鈴木、櫻井、城井、神保、星

３月 第二例会報告
第二例会は3月22日（火）午後6時30分より東陽町セ

野、伊阪、吉田紘、そして太田勝人会員増強事業主査

ンター１Ｆ 多目的ホールで開かれた。

（東京世田谷クラブ）の参加をいただき、着々と準備が

最初に土井会長から開会宣言があり、いつものように

進められました。

ブリテンの記事内容の確認と担当が決められた。

毎度、土井メネット（奥さま）の手料理でもてなされ、一
同機嫌よく会は閉じられました。

いよいよ年度の変り目を迎えたので次年度のむかでワ

（伊阪哲雄 記）

イズメンズクラブ活動方針を確認する下田会議の準備を

会

長

通

すすめることになった。下田会議において、むかでクラブ

信

役員の各々の役割が明確になっていないとの指摘があり、

毎回原稿が長いとお叱りをうけました。
今回は簡単に

役員の役割の内容を確忍できるマニュアルの作成を検討

「お金の話」

する

お金の欲は捨てなはれ なんぼ銭あっても死んだら
持っていけまへん。

出席者 ： 伊丹、今井、櫻井、神保、鈴木、高津、土井、

あの人はええ人やった。

星野、
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（鈴木 記）

【今月の卓話者プロフィール】
鈴木 悟 牧師 （4月例会卓話者）

◆第14回 東京ＹＭＣＡ会員大会
【と き】2016年5月28日（土）13:30～16:30

1970年 東京中野生まれ。

【ところ】東京YMCA東陽町センター

アメリカ ワシントン州シアトルに

【内 容】事業報告・中期計画説明・表彰・講演・交流・

留学中、イエス・キリストに出会い

チャリティオークションなど

（星野 記）

クリスチャンとなる。

むかでのたわごと

1989年 神様から啓示を受けて

世の中年度末！何となくせわしない。 師走とは違い先

牧師を志す。

生方の忙しさは近頃での年末どころではない。

1998年 リバイバル聖書神学校卒業
2009年 埼玉県川口市の【岩の上の教会】主任牧師とな

師がちがうか！ 牧師は昨年（2015）のイースターを4

り 、牧会の傍 ら、川口市の地域 の課題に取 り組 んで

月20日に迎え、今年（2016）は3月27日に迎えました。

現在に至る。

年度内に二度目のイースターでした。

8歳の娘と5歳の息子、0歳の娘の父。

これは珍しい！ 春のいたずら？ 暦のいたずら？

【哀しいお知らせ】

ところで今年、東京むかでは二つの新規事業【3Y・

功労会員の藤本玲子さまが3月

CAMP】・【野尻学荘思ひ出合唱団】という新しいタイプの

16日に永眠なされました。

クラブ事業を実のあるものにしていく過程に挑戦する年。

昨年よりご自宅で、縦隔リンパ節

土井会長以下の総力を結集して当たる年。花見に酔って

癌の療養なされていらしたそう

いる暇はないかも！
酔生夢死 これは土井会長語？

です。3月20日家族葬でお別れ

（尽慕巌：記）

をなさったそうです。藤本博信

３ 月

チャーターメンバーのメネットと

計

報

１． 月間収入・支出合計
口座名
月間収入額
一般口
25,000円
ファンド口
55,500円
・一般口入金 年会費25千円

してメンを支え、また功労会員として在籍、夏のむかでの
キャンプの時には野尻湖畔の別邸をいつもご準備いただ
き感謝でした。

会

“ニグさんによろしく！”

心よりの冥福をお祈りいたします。

・一般口支出

ＹＭＣＡニュース

告
期間3/1～3/31
月間支出額
17,352円
50,000円

例会弁当代15千円

・ファンド口収入 神戸ﾎﾟｰﾄｸﾗﾌﾞ寄付10千円、

◆春スキーキャンプ大盛況！

スマイル8.5千円、櫻印燻製ﾌｧﾝﾄﾞ37千円

雪不足が心配されたスキーキャンプですが、8つの

・ファンド口支出 津波石ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ負担金50千円

キャンプに約300名の子どもたちが参加して予定通り

（城井・今井 記）

実施されました。 次はサマーキャンプ、ぜひお孫さん

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
長谷川正雄氏G
３月合計
1.8kg
1.8kg
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。

やお知り合いをお誘いください！
◆第802回 東京ＹＭＣＡ早天祈祷会
【と き】2016年5月2日（月）7:00～8:30
【ところ】東京YMCA山手センター 1階ホール

３． 使用済み切手 ３月分合計 0g

【奨励者】衣笠輝夫氏

（髙津 記）

（埼玉YMCA理事・埼玉ワイズメンズクラブ会長）

編 集 後 記

◆東京ＹＭＣＡ午餐会

みなさまの協力により何とか間に合わせることが出来た

【卓話者】島先克臣氏 （牧師 旧約聖書学者）

ことを鈴木・伊丹両君に感謝です。春爛漫のこの時期、

【テーマ】未定

絵にかいたようなお花見シーズンは雨や風のいじわるな

【と き】2016年5月26日（木）12:00～13:30

いたずらにより邪魔をされるのかな！

【ところ】東京大学YMCA（南北線・東大前駅歩0分）

今年もまたわずかな楽しみを奪われてしまうの！

改札前エレベーターをのぼってすぐ。

体調を整え春の息吹を楽しみましょう。

【参加費】3,000円 （食事なし1,500円）
【お申込み】賛助会事務局 tel.03-3615-5568
4

（神保 記）

