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２０１７年７月 ～ ２０１８年６月
国際会長主題 「ともに、光の中を歩もう」
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 「広げよう ワイズの仲間」
東新部部長主題 「E人（イーヒト）になろう」
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２０１７年 ８月例会 （６６６回）
（強調月：ＣＳ）
今 月 の 聖 句
人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべ
てに心を配っておられる。
(箴言 5-21)
For a man’s ways are in full view of the LORD,
and he examines all his paths.
（Proverb 5:21）

東京YMCA夏まつりに参加しよう！！
日時：８月２６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）

８月特別例会 プログラム
準備 キャンプ出席者全員

８月 特別例会

受 付 今井 武彦

日 時 2017年 8月 13日(日) 18：30～20：30

司 会 神保伊和雄

場 所 東京ＹＭＣＡ野尻キャンプ きつつきハウス
開会点鐘

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

参加費 2,500円（食事/パーティー代含む）
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、前期
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 城井 廣邦

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 「ワイズメンズクラブ国際協会
西日本区の活動方針」
西日本区理事 大野
強調月間アピール

HAPPY BIRTHDAY
1日 髙津 達夫
27日 長谷川 正雄

今井 武彦

ハッピーバースデー・結婚記念

23日 土井 宏二

スマイル

27日 長谷川 和子

諸 報 告

結婚記念日おめでとう

勉

司 会
吉田 紘子

閉会挨拶・点鐘

会 長 城井 廣邦

該当者なし

２０１７年 ７月 の 記 録（＊累計は期初からの24累計）
会 員
正 会 員
13
功労会員
1
在籍者数
14
出席（正会員）
12
出席(功労会員)
0
会費振込先

出
名
名
名
名
名

席 状 況
出席(メネット)
出席(コメット)
出席(ゲスト)
出席(ビジター)

例会出席総数

メーキャップ記録
0 名
1名
0 名 土井宏二 7/25 第二例会
0 名
3 名
15 名 出席率 13/13＝100％

スマイル

13,300 円
円

リングプル 累 計
むかで基金
今月分

162,16 Kg
13,300 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
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７月 本例会報告

のPRのため多くのクラブを訪問したい。さらに、ユースと
の連携を図りたい等をアピール。

2017年7月18日（火）18時30分から東京YMCA東陽

太田勝人東新部エクステンションン委員会委員長より

町センター1F多目的室で、7月キックオフ本例会（第665
回）が開催されました。当日は、東京にゲリラ雷雨があり、

EMCへの方針が示された。
そのあとは、参加者一人一人が、新年度に向けての抱

地下鉄東西線が夕方一時不通となり、参加者の方々の

負等を述べた。

会場到着が遅れたり、途中体調崩された方の欠席があっ

強調月間アピールは髙津君。「ハッピーバースデー・

たりして、波乱のキックオフ例会となりました。
伊丹一之君の司会、城井廣邦新会長による点鐘、ワイ

結婚記念日おめでとう」の該当者は本日はいなかった。

ズソング斉唱、司会によるゲスト紹介、今月の聖句・感謝

スマイルは長谷川正雄君。諸報告は髙津監事より前期

の祈りを星野君が行った。この時点でまだ未到着のメン

決算の適正報告がなされた。続いて今井武彦君説明に

バーがおり、先に楽しい食事をいただいた。

より、クラブの前期決算の承認・今期予算の承認が行わ

出席できる方がそろったところで、新会長城井君の就

れた。

任式が、髙津達夫君の司式、伊藤幾夫東新部部長立ち
合いのもとで挙行された。

最後に、櫻井浩行副会長の閉会挨拶、城井会長の閉

【写真：城井会長就任式】

会点鐘で７月例会は終了した。

（今井 記）

出席者：城井、伊丹、今井、櫻井、神保、鈴木、髙津、
長谷川、星野、森本、吉田司、吉田紘子
ビジター： 伊藤幾夫（東新部部長・東京多摩みなみ）
太田勝人（東新部エクステンション委員長・東京世田谷）
佐藤茂美（東新部監事・東京）

（敬称略）

2017-2018年度 第１回東新部 評議会報告
伊藤幾夫部長年度の第1回評議会は、2017年7月15
日（土）13時30分より東京YMCA山手センターにおいて、
28名が出席して開催されました。
田中博之部書記が司会を務め、伊藤部長による開会

続いて、伊藤東新部部長より期初メッセージを頂いた。
今期の部長主題として「Ｅ人(イーヒト)になろう！」を掲げ

点鐘、ワイズソング、聖書・祈祷、そして伊丹一之監事に

ました。「Ｅ人(イーヒト)」とは、「ＥＭＣを重点課題と感じて

よる部旗・部長印引継式、部長による部役員就任式が行

いる人」との意味。会員減少化・高齢化というワイズメンズ

われました。次いで、部長による挨拶と所信表明が行わ

クラブの現況に対し、歯止めをかけようとの指示を頂い

れ【写真】、定数確認後、議案審議に入りました。

た。

議題は、①16-17年度第3回評議会議事録承認、②
次々期部長・次期監事候補者指名委員会委員委嘱（細
川剛委員長）、③18-19年度部大会準備委員長委嘱（神

【写真：伊藤部長メッセージ】
城井新会長メッセージは、「むかでクラブの未来設計」

保伊和雄次期部長の提案で松香光夫東京コスモス会長

のために、ワイズ会長の資質「I」で始まる４項目を実践し

を委嘱承認）、④16-17年度会計決算報告、⑤16-17年

たい。今までやってきたことの意味を、再度検討したい。

度会計監査報告、⑥17-18年度修正予算案（会員数90

野尻学荘の参加者増員支援策、シニアY･Y･Yキャンプ

名で修正）、東新部部則施行細則一部改訂（櫻井浩行ヒ
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ストリアン提出）、以上を承認しました。

ます。

休憩をはさんで報告事項に移り、①-③東日本区関係

このキャンプを利用して、我々がシニアY･Y･Yキャンプ

報告、④16-17年度クラブ事業報告（部長賞＝東京クラブ、

で実施している幾つかの東京むかでクラブ恒例プログラ

部長特別表彰＝進藤重光・城井廣邦、CS支援＝東京む

ムを、8月12日、13日の二日間の間に、我々自身が参加

かでクラブ「シニアY･Y･Yキャンプ」に5万円）、⑤部大会

者となって体験をすることにより、シニアY･Y･Yプログラム

について、⑥東新部カレンダー、⑦事業報告（各事業主

の充実を図ろうと考えています。

査、委員長、専任委員）、⑧各クラブ報告、⑨YMCA報

そのプログラムとは別に、ヨット等の水上プログラムも企

告、⑩その他（国際協力募金9/16新宿駅アピール）、⑪

画しています。

監事講評（佐藤茂美・伊丹一之監事）が行われました。

興味をお持ちの方は是非、東京むかでクラブに申し込

最後に東新部の歌を歌い、16時を回って閉会となりまし
た。

んでご参加下さい。お待ちしております。

（伊丹 記）

照会先：090-6009-0945

（鈴木 記）

出席者：城井、伊丹、今井、櫻井、神保、鈴木

会
「川口こども食堂」訪問（13）

長

通

信

皆様 お元気ですか。東京むかでワイズ会長 城井で

梅雨明け近い7月13日（木）も猛暑日で、ベーカリージ

す。

ローの赤いカンバスが、一層燃えるようです。

7月の例会で会長就任式をしていただき、あらためて

午後5時過ぎには会場の設営も終わり、厨房では、井

新たな気持になりました。

上夫妻、牧師夫妻、蕨市からバイクで駆けつける中井さ

私達東京むかでの活動が、一つでも社会にとって意義

んとジン・ギョンさん（伝道師・韓国籍）のボランティアのお

あるものにしていきたいと思います。

二人も加わり、調理に大忙しです。

コンセプトは明確にしているか。何のためにするのか。

多くの子供達が、お母さん運転の自転車で参加、5時

達成したいコト、そのレベルは全員が一致しているのか。

半にはゲスト大人9名（私ども共）、子供達15名の食事が

これから常に考えていきたいと思います。

スタート。鶏ささみバラ肉巻き揚げ物、マカロニサラダ、ラ

東新部伊藤部長の話にもあった「何事にも興味、関心

イス、みそ汁、フルーツ、アイスなどは、ガラススクリーン

を高め」取り組んでいきたいと思います。東京むかでワイ

越しの工房から配膳され、温もりの思いが何よりです。

ズの活動と会長職は私にとって新たな自分への挑戦だと

牧師夫妻によるクイズ、紙芝居は「野菜の好き嫌いを言

思います。そして、よき結果を実感し、新たなテーマに取

わない」を映像で呼びかけ、子供達の目を楽しませます。

り組むことの大切さを感じていきたいと思います。

麗架ちゃん（牧師夫妻の次女）は2才で、まだ親の傍に居

まず、野尻ファミリーキャンプを楽しいものにします。

たい年齢で、多忙な両親の後追いをします。ゲストのお

9月から東新部各クラブを訪問し、私たちの活動をアピ

一人が、さりげなく麗架ちゃんを抱きながら、みんなの輪

ールして、協力を呼び掛けたいと思います。活動を活発

に戻ります。鈴木健彦おじいちゃんにも出来ないお役目

化すれば人と人の心がつながり新たなチャンスが生まれ

で、この温もりの場が、みんなの食堂になりつつあることを、

ると考えます。ワイズの会員を一人でも増やす為に共感

改めて実感します。

の輪を広げ、社会の認知を高めることを思い、活動をスタ

会場設営、片付けの他、手薄な折には厨房内の軽作

ートします。

業？も視野に、エプロンや手袋などを持参していますが、

＜８月の予定＞

麗架ちゃんと親しくなることも宿題の様です。

1日（火）東京むかで・ブリテン印刷会

8月の開催日 ： 3日(木)、24日（木）午後5時半～7時
参加者：鈴木、長谷川

（城井 記）

1日（火）東京多摩みなみ・8月納涼例会

（長谷川 記）

3日（木）川口こども食堂開店日
10日（木）東京センテニアル・8月本例会

野尻ファミリーキャンプ案内

12-14日（月-水）東京むかで野尻ファミリーキャンプ

野尻ファミリーキャンプを8月12日(土)～14(月)、東京

13日（火）東京むかで・8月特別例会

YMCA野尻キャンプにて開催します。

14日（月）東京まちだ・コスモス・合同8月本例会

今年のファミリーキャンプ中の13日（日）むかでクラブ

18日（金）東京世田谷・8月本例会

の８月特別例会には、卓話者に西日本区理事・神戸ポー

19日（土）東京・サマーウエルネス例会（石和温泉）

トクラブ会員である大野勉氏をお迎えして、お話しを伺い

22日（火）東京むかで・8月第二例会
3

ＹＭＣＡニュース

22日（火）信越妙高・8月本例会

◆東京ＹＭＣＡ午餐会

26日（土）東京YMCA夏まつり

「わだつみのこえ記念館」は昨年末に開設十周年を迎

＜９月以降の予定＞
5日（火）東京むかで・ブリテン印刷会

えました。戦後７２年の現在、戦没学生たちの遺稿に向き

16日（土）東京YMCA街頭募金（新宿駅）

あう私たちは、何を読み取ることができるでしょうか。"わだ

19日（火）東京むかで・9月本例会

つみのこえに応える・不戦の誓い"に連なりこの戦後を生

23日（土）東京YMCAチャリティーラン

きてきたキリスト教信徒のひとりとして問題提起をしてみた

26日（火）東京むかで・9月第二例会

いと思います。
【テーマ】いま、あらためて「わだつみのこえ」に聴く

2017年 東京ＹＭＣＡ 夏まつり

【卓話者】岡安 茂祐（おかやす しげひろ）氏

今年の東京YMCA「夏まつり」は、8月26日（土）11：30

わだつみのこえ記念館 理事長

～15：30、東京YMCA東陽町センターで開催されます。

【と き】2017年8月24日（木）12：00～13：30

YМCAサービス事業の一つで、近隣地域との交流を促

【ところ】東京大学YMCA

進する夏恒例のお祭り行事で、各種模擬店、子ともコー

＊東京メトロ南北線 東大前駅徒歩0分

ナー、被災地応援販売並びにお楽しみ抽選会などがあり

改札前エレベータをのぼって左側。

ます。（クラブとして抽選券50枚購入済み）

【参加費】 3,000円 （食事なし1,500円）

当クラブは、毎年、恒例のアトリウム（こどもコーナー）で

【申込み】東京YMCA賛助会事務局 03-3615-5562

（星野 記）

の模擬店「かき氷」です。「かき氷」は、子供たちが集まる
場所がアトリウム中心とのことで、暑い場所での奉仕にな

７月

りますが、ご協力お願い致します。

会

計

報

告

円)を着用し、手伝い願います。（参加者は「Ｔシャツ」

１． 月間収入・支出合計
口座名
月間収入額
一般口
443,000円
ファンド口
13,300円
・一般口主収入 年会費425千円

（1500円）を購入願います）

・一般口主支出 弁当代16千円 川口こども食堂 5千円、

「かき氷」は、100円で、250食の販売を予定しています。
当日は、10：30アトリウム集合です。
また、当日はチャリティーラン支援の「Ｔシャツ」(1500

また、ボランティア学生の手伝いがあります。

期間7/1～7/31
月間支出額
33,461円
47,608円

郵便代3千円、東新部役員懇親9千円

かき氷は、氷を扱いますので、作業時には、衛生管理

・ﾌｧﾝﾄﾞ口主収入 スマイル13千円

上、ゴム手袋の使用をお願い致します。

・ﾌｧﾝﾄﾞ口主支出 夏まつり抽選券購入13千円

なお、完売後、第二例会を予定しています。

チャリティーラン支援10千円、

(髙津 記)

九州北部豪雨支援10千円
（今井 記）

７月 第二例会報告

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
長谷川 G
吉田紘子 G
1.6kg
7 月合計
4.6kg

7月25日（火）18:20より、東京YMCA東陽町センター多
目的室で第二例会開催。本日は諸事情で会長・書記欠
席の中で会計担当今井が司会となり開催。
協議事項は以下の通りです。

重量
3.0kg
（神保 記）

１．８月ブリテンの記事担当の確認と締切日確認。

編 集 後 記

2．九州北部豪雨緊急支援募金１万円をすること決定。

今年も8月の終戦記念日を迎えます。先日、「ハクソ

３．来年１月のクラブ新年会会場選定を吉田夫妻に委ね

ー・リッジ」という映画を観ました。先の大戦の沖縄戦で武

る事を決定。

器を持たないという信念のもと、70余名の負傷者を一晩

４．８月野尻ファミリーキャンプの最終打ち合わせを、8月

のうちに救出したアメリカ軍の衛生兵の話です。救出者の

1日（火）ブリテン印刷会の時に行うことを確認。

中に2名の日本兵もいたそうです。機会があれば観てくだ

（今井 記）

さい。

出席者：土井、今井、髙津、吉田司、吉田紘子
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（今井 記）

