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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 

信仰の弱い人を受け入れなさい。 
その考えを批判してはなりません。 

            (ローマ信徒への手紙 14-1) 
 As for the man who is weak in faith, welcome 
him, but not for disputes over opinions. 
                    (ROMANS 14-1) 

━━━━━━━━━━━ 

書    記 鈴木 健彦 

会    計  今井 武彦 

担当主事  星野  太郎 

━━━━━━━━━━━ 

 ８月 ＣＳについて  
 Community Serviceの略。大は地球規模で、小は地域

社会・隣人の求めに応えて、YMCAと協力して奉仕活動

を展開する。当クラブのCS活動としては、当期よりスタート

した「川口こども食堂」の支援があります。日本国内での相

対的貧困状態の子供たちを支援する事業です。 
（今井 記） 

━━━━━━━━━━━ 

 会    長  土井 宏二 

 副 会 長  伊坂 哲雄 

 直前会長 森本 晴生 

━━━━━━━━━━━ 

８月特別例会 プログラム 

           準備 キャンプ出席者全員 

             受 付 今井 武彦 

             司  会  森本 晴生 

開会点鐘              会  長  土井  宏二 

ワイズソング(日本語)       一  同 

ゲスト・ビジター紹介          司  会 

今月の聖句/感謝         髙津 達夫 

楽しい食事 

卓話 「野尻学荘の歴史の一コマ」 

                    野尻学荘ＯＢ 

強調月間アピール              今井 武彦 

ハッピーバースデー・結婚記念    司 会 

スマイル            城井 廣邦 

諸 報 告 

閉会挨拶          副会長 伊阪 哲雄 

閉会点鐘          会  長  土井  宏二 

８月 特別例会 

日  時  2016年 8月16日(火) 18：30～20：30 

場 所 東京ＹＭＣＡ野尻キャンプ きつつきハウス 

    TEL 026-258-2708 /FAX 026-258-2091 

参加費  2,500円（食事/パーティー代含む） 

２０１６年 ８月例会 （６５４回） 

（強調月：ＣＳ） 

２０１６年７月 ～ ２０１７年６月 

国際会長主題 「私たちの未来は、今日から始まる」 

アジア会長主題 「ワイズ運動を尊重しよう」 

東日本区理事主題 「明日に向かって、今日動こう」 

   東新部部長主題 「今チャレンジ、明日に向かってワクワク東新部」 

           HAPPY  BIRTHDAY 
   1日 髙津 達夫    23日 土井 宏二 

27日 長谷川 正雄  27日 長谷川 和子 
          結婚記念日おめでとう 

              該当者なし 

東京YMCA夏まつりに参加しよう！！ 

 

日時：８月２７日（土） 11:30-15:30  集合10:30 

場所：東京YMCA東陽町センター（雨天決行） 

２０１６年 ７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  13.581 円 

正 会 員 15 名 出席(メネット) 0 名       2名   ＢＦポイント  現金累計 0 円 

功労会員 1 名 出席(コメット) 0 名  城井廣邦 7/26 第二例会              切手累計         

在籍者数 16 名  出席(ゲスト) 0 名  森本晴生 7/26 第二例会     

出席（正会員） 12 名 出席(ビジター) 6 名  リングプル  累 計 50.0 Kg 

出席(功労会員) 0 名 例会出席総数 18 名 出席率 14/15＝93％ むかで基金   今月分  13,581 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 

 

東京むかでワイズメンズクラブ 

THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO-MUKADÉ  “CENTIPEDE” 



 2

         ７月 本例会報告          

2016年7月19日（火）18時30分から東京YMCA東陽

町センター1F多目的室で、7月キックオフ本例会（第653
回）が開催されました。 

伊丹君の司会で、土井会長の開会点鐘、ワイズソング

（日本語により）、ゲスト・ビジター紹介が行われた。 
櫻井君の司式により、土井会長重任式、新年度役員

紹介が行われた。【写真】 
今月の聖句・感謝の祈りは、宗教改革500年を展望し、

ルター聖句集より今井が祈った。 

 
楽しい食事の後は、細川東新部部長公式訪問挨拶。

ポイントは、20代目の部長を引き受け、身が引き締まる。

前期新クラブ東京多摩みなみクラブ設立で、部員100名

のライン回復は、喜ばしい。「今チャレンジ、明日に向か

ってワクワク東新部」を部長主題としてチャレンジしましょ

う。特に「Roll Back Malaria Partnership」のプログラ

ムを強力に実施したいと宣べられました。 
引き続き、東新部役員（神保地域奉仕事業主査、太田

会員増強事業主査、進藤国際・交流事業主査、村野部

大会実行委員長、長澤部LT委員長、佐藤部監事、伊丹

直前部長）の担当業務にかかる挨拶があった。 
年度所信スピーチとして土井会長より、「先ずはお返し

の心で」をベースとして、この１年間、良好な人間関係を

維持しつつ、従来からの「津波石事業」に加え、新たな事

業（Y・Y・Yキャンプ、川口こども食堂支援）を推進してい

こうと述べられた。 
以下、新伊阪副会長、鈴木書記がそれぞれ抱負をの

べられた。会計の今井からは前期決算説明、続いて長谷

川監事より会計処理監査は適正との報告があった。 
強調月間アピールとして髙津君より「キックオフ・Yサ」

活動について説明があった。ハッピーバースデー・結婚

記念日該当者出席なく残念。スマイルは吉田司君。 
諸報告は、神保君より8月の野尻ファミリーキャンプ説

明。星野担当主事より今夏野尻学荘申込者数40名超過

との報告あった。 
次に櫻井君・吉田君・鈴木君・神保君諸兄が、「Y・Y・

Yキャンプ」チラシを持参し、各クラブへの広報活動に万

進した報告があった。最後に、伊阪副会長の閉会挨拶、

土井会長の閉会点鐘で終了。         （今井 記） 
出席者：土井、伊阪、伊丹、今井、櫻井、神保、鈴木、 
      髙津、長谷川、星野、吉田司、吉田紘子 
ビジター：細川剛（東新部部長・東京）、太田勝人（東新

部会員増強事業主査・東京世田谷）、進藤重光（東新

部国際・交流事業主査・東京）、村野繁（東新部部大

会実行委員長・東京目黒）、長澤弘（東新部LT委員

長・東京）、佐藤茂美（東新部監事・東京）  
  2016-2017年度 第１回東新部 評議会報告    

2016年7月23日（土）13:30～16:00 東京YMCA社会

体育保育専門学校において「2016-2017年度第1回東新

部評議会」が開かれました。 
田中部書記が司会を務め、細川部長の点鐘で開会。

ワイズソング、松田ヒストリアンの聖句と祈り。引き続き部長

引継ぎ式・部役員就任式の後、細川部長の挨拶。部長主

題「今チャレンジ、明日に向かってワクワク東新部」の説

明とRoll Back Malaria Partnershipプログラム推進ア

ピールがあった。 
主な審議事項は 

①次々期部長・次期監事候補者指名委員会委嘱承認 

②2015-2016年度会計決算報告・監査報告承認 
③前期決算を踏まえ2016-2017年度予算修正承認 
➃当クラブ提案の「評議会へのクラブ出席者減員」案に

ついては、評議会出席全クラブ会長の意見発表。 
 評決で減員決定。これを踏まえ部則検討委員会の設 

置が決まった。（当クラブの櫻井・伊丹・土井３君が検討

委員に選任された。） 
⑤次期クラブ役員研修会を第3回部評議会と合同とする

ことを承認。 
報告事項では、特に村野部大会実行委員長より10月8

日（土）部大会アピールがあった。「Roll Back Malaria 
Partnershipの資金獲得のために集客を！」 

最後に佐藤・太田両監事から講評があり、細川部長の

点鐘を持って閉会しました。           （伊阪 記） 
出席者：土井、伊阪、伊丹、今井、櫻井、神保、鈴木  

「川口こども食堂」訪問（２） 

7月21日（木）夕方、第７回川口こども食堂が「岩の上

教会」で開かれ、むかでクラブから土井会長と鈴木がお

手伝いに伺った。当日はあいにくの雨であったが、子供

10人、大人4人の参加があった。又ボランテイアとして

我々や近隣の教会の方も含めて10名参加していた。食

事は牧師夫人や牧師夫人ご両親の手作りハンバーグ、
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サラダ、デザートと手の込んだ美味しい料理でした。子供

達は鈴木悟牧師の指導のもと、食後のゲーム等で大変

楽しそうでした。食事会の後、途中から参加された民生委

員の方も含めて今後の改善すべき点等の反省会を行い、

第７回川口こども食堂を終えた。          （鈴木 記）  
      Ｙ・Ｙ・Ｙ キャンプ 

7月23日（土）17時～21時、東陽町213教室で、今まで

開かれていたY・Y・Yキャンプ実行委員会に代って、より

具体的にキャンプの運営計画を作成するための第1回リ

ーダー会を城井リーダー長のもとで開いた。 
城井リーダーの作成したキャンプのプログラムスケジュ

ールの説明があり、役割の分担があった。当面の最大の

課題はメンバー・リーダーの参加者の募集です。 
各ワイズメンズクラブには、むかでメンバーが手分けを

してアピールを行う。又かつてのYMCA少年部・学荘クラ

ブのメンバーに対しては、鈴木が宛先を整理、住所録の

ラベルを作成、全員で配信する。知り合いの方に連絡を

とっていただく等の作業を実行する。 
当面は参加者50名を目指して勧誘を行う。今後のリー

ダー会の予定は8/27（土）、9/17（土）、10/1（土）17時～

21時東陽町1Ｆ多目的室で行います。参加していただけ

る方は大歓迎です。                     （鈴木 記） 
出席者:土井、城井、神保、伊阪、櫻井、高津、鈴木  

津 波 石 報 告 

石巻市 荻浜中学校津波石プロジェクトについて 
7月25日第2回目の津波石建立のための授業に参加し

て来ました。7人の小さな中学校です。前回の宿題に対

する答えが4チームから発表されました。ただ津波の教え

を未来に伝えるだけではなく、亡くなられた24人への鎮

魂の思いを忘れてはならないとの確認がありました。 
今回は発表された言葉に対して、その一言一言に3回

質問し、深掘りすることをアドバイスしました。そして、デザ

インについてのアドバイスをして津波石デザインのキッカ

ケにして欲しいと伝えました。丸、三角、四角がデザイン

の基本、そして、黄金比、黄金分割の話をしてデザインの

基本を共有しました。 
次回授業は9月9日午後開催予定。 仙台YMCA村井

総主事、石巻広域クラブ阿部・日野・清水ワイズが参加し

ました。                               （城井 記）  
    東京多摩みなみクラブ・チャーターナイト       

2016年7月17日（日）午後4時より、コンティ多摩センタ

ーにおいて「東京多摩みなみワイズメンズクラブ・チャー

ターナイト（国際協会加盟認証状伝達式）」が、101名の

出席者で行われました。 
伊丹一之直前部長が司会を務め、東京多摩みなみク

ラブの石田孝次会長の点鐘と挨拶で開会。ワイズソング、

聖句と感謝に続き、スポンサークラブを代表して後藤邦

夫東京まちだクラブ会長が挨拶、続いて伊藤幾夫設立準

備委員長から設立経過報告がありました。 
加盟認証状伝達式は利根川恵子東日本区理事により

執り行われ、入会式、伝達式、祝辞、チャーターバッジ装

着が厳粛に行われ、晴れて国際協会に加盟した石田会

長から、力強い決意表明と新クラブ会員紹介が行われま

した。 【写真＝新クラブメンバーと壇上の石田会長】 

 
祝会は、会場を移して深尾香子会計の司会のもと、宮

内友弥次々期理事の乾杯でスタート。ヘルシーなお料理

と、ゴスペル、フルートの演奏を楽しみ、新クラブメンバー

との交流を楽しみながら、綿引康司副会長のお礼の言葉、

会長の閉会の言葉でお開きとなりました。    （伊丹 記） 
出席者：伊丹、櫻井、森本、吉田司、吉田紘 

 

       会  長  通  信 

今回はつまみの話です。基本は材料を吟味し調理は

簡単が基本です。 
１．ローストビーフ 100g1000円前後の和牛とパウダー

ニンニク・塩コショウ・バターだけでフライパンとアルミホイ

ルと新聞紙で簡単に美味しいローストビーフができます。

先ず牛肉に前述香辛料を擦り込み常温で2～3時間、そ

の後フライパンにバター各面1分前後強火で焼き（6面な

ら6分前後）即アルミホイル包み新聞紙でくるみ1時間そ

れだけです。レアーの美味しいローストビーフの出来上

がりです。私は醤油と和がらし、お好みでホースラディッ

シュ・ニンニク。要は美味しい牛肉を選ぶのがこつです。 
２．鳥の砂肝を塩茹でし、ネギとニンニク醤油で合える

つまみ。太りません。 
３．フランスパン（ソレイユというバター多めのパン）に友

人からのプレゼントのフォアグラや冷凍しておいたいくら

をのせたつまみ。贅沢感一杯。 
４．オニオンと大根をスライスし鳥のささみをのせ塩・ご
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ま油で合えたつまみ。飲み過ぎても胃を守ってくれます。 
５．マグロの柵をオリーブオイルと塩コショウ、ニンニク

につけ1時間。カットしサラダに合える健康つまみ。血液

サラサラ。 
是非とも皆さんお作り下さい。我が家でゆっくりと一杯

それも良いものですよ。次月は東京都から委嘱されてい

る鳥獣保護管理員の少し硬い話です。     （土井 記） 

＜８月の予定＞ 

2日（火）東京むかで・ブリテン印刷会 

2日（火）東京多摩みなみ・8月納涼例会 

8日（月）東京まちだ・8月本例会  

11日（木）東京センテニアル・8月本例会 

12日（金）東京世田谷・8月移動例会（成城学園） 

15-17日（月-水）東京むかで野尻ファミリーキャンプ 

16日（火）東京むかで・8月特別例会 

20日（火）東京・8月移動例会（上野村） 

23日（火）東京むかで・8月第二例会 

25日（木）信越妙高・8月本例会 

27日（土）東京ＹＭＣＡ夏まつり 

27日（土）東京コスモス・8月本例会 

27日（土）東京目黒・8月本例会 （村野会長宅） 

＜９月以降の予定＞ 

6日（火）東京むかで・ブリテン印刷会 

20日（火）東京むかで・9月本例会 

22日（金）東京ＹＭＣＡチャリティーラン 

27日（火）東京むかで・9月第二例会  

 

      ７月 第二例会報告        

7月26日（火）18:30～19:45、東陽町センター210番教

室で開催された。以下協議された事項。 
１．8月ブリテン記事分担、８月例会卓話者の件協議。 
２．野尻ファミリーキャンプの件（森本君より説明あり） 

スケジュール・出席者・土産手配等確認 
３．城井君より、荻浜地区津波の教え石計画報告 
４．高津君より8月27日YMCA夏まつり参加上の注意喚

起。出席者は各自タオルを持参すること。 （今井 記） 
出席者：土井、伊丹、今井、櫻井、城井、鈴木、高津、 

長谷川、星野、森本、吉田司、吉田紘子 
 

         ＹＭＣＡニュース 

◆熊本への支援を継続中です 
東京YMCAは熊本YMCAが行っている現地避難所運

営をサポートするため、リレー形式でスタッフを派遣して

います。7月に入り、ホテル専門学校や社会体育・保育専

門学校の学生たちもボランティアとして現地での支援活

動を始めました。支援募金も3月まで延長して行うことに

なりました。 
◆東京ＹＭＣＡ午餐会 

【卓話者】スティーブン・リーパー氏  
（元広島平和文化センター理事長） 

【と き】2016年8月31日（水）12:00～13:30 
【ところ】東京大学YMCA（南北線・東大前駅） 
【参加費】3,000円（食事なし1,500円）予定 
【お申込み】賛助会事務局 tel.03-3615-5568 

         （星野 記）  
    む か で の た わ ご と      

新しい年度が始まりました。東新部長を迎えての例会、

東新部評議会も無事終了。D会長の2期目、快調スタート

です。 
PUNCTUAL・オモテナシ、次は・・・お楽しみに！ 
アン 闇 餡 庵 暗    モク 木 黙 
チ  痴 遅 恥 知   *広辞苑・小学館国語辞典・岩

波国語辞典・等々にも【あんもくち】と言う言葉が見つから

なった！どなたか教えてくださいな！ 
川口こども食堂・むかでファミリーキャンプそしてY・Y・Y

キャンプも着々準備進む。会長・ディレクター・委員長の

足並みが揃っている。 
でも世の中何だかおかしくないですか？身体だけでな

く、身の回りにも気をつけて過ごしましょう！（尽慕巌：記）  
   ７月 会 計 報 告 

１． 月間収入・支出合計           期間7/1～7/31 
口座名 月間収入額 月間支出額 
一般口 532,500円 60,324円 

ファンド口 13,581円 12,500円 
・一般口主収入 年会費525千円 
・一般口主支出 弁当代21千円 東京多摩みなみｸﾗﾌﾞ

祝金10千円、川口こども食堂 5千円、郵便代7千円 
・ﾌｧﾝﾄﾞ口主収入 スマイル14千円 郵便代 
・ﾌｧﾝﾄﾞ口主支出 夏まつり抽選券購入13千円 

（今井 記） 
２． リングプル 7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 
吉田 G 50kg 7 月合計 50kg 

（神保 記） 
 

     編 集 後 記 

 この8月で、71回目の終戦記念日を迎える。今、世界で

は、戦後作られてきた色々な価値観が、試練に立たされ

ている。でも聖書を読むと、人間の本性は聖書の時代と

変わっていないなーとも思う。           （今井 記） 


