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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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２０１８年 ３月本例会 （６７３回）
（強調月間：ＢＦ／メネット）
今 月 の 聖 句
人は心に自分の道を思い巡らす。しかし、その歩み
を確かなものにするのは主である。
(箴言16-9）
In his heart a man plans his course, but the
LORD determines his steps.
(proverb 16-9)

シニアＹ･Ｙ･Ｙキャンプに参加しよう！
２０１８年５月１２日（土）～１５日(火)
東京ＹＭＣＡ 山中湖センター

３月 本例会
日 時 2018年 3月 20日（火）18：30～20：30

３月本例会 プログラム

場 所 東京ＹＭＣＡ東陽町センター1階

準 備 櫻井・吉田

視聴覚教室

受 付 吉田 司

参加費 1,500円（食事代を含む、会員以外）

司 会 神保伊和雄

出欠は 3月16日(金)までに今井会計までお知らせください。

開会点鐘

ミニ・オークションの献品をお一人一品以上お持ちください。

3月 ＢＦ／メネット
ＢＦ：BROTHERHOOD FUNDのこと。 ＢＦ代表や国
際役員が公式の旅行をするために積み立てられる基金。
使用済切手の収集で基金集めをしたのが始まりで、
現在は現金でのポイントが多くなっている。
メネット：Ｙｓ MENETTESの略。男性会員のパートナ
ー。クラブの縁の下の力持ち、良き仲間です。（神保 記）

会 長 城井 廣邦

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
卓 話「動き出した若者」
東京女子大学4年（3月卒業） 宇佐見彩未
ミニ・オークション

吉田 司

強調月間アピール

神保伊和雄

ハッピーバースデー・結婚記念

HAPPY BIRTHDAY
該当者なし

スマイル

結婚記念日おめでとう

諸 報 告

該当者なし

司 会
各担当者

閉会挨拶・点鐘

会 長 城井 廣邦

２０１８年 ２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）
8
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

0
0
5
3
16

メーキャップ記録
名
3名
名 伊丹 一之 1/23 第二例会
名 城井 廣邦 1/23 第二例会
名 神保伊和雄 2/27 第二例会
名 出席率 11/13＝85％

スマイル
ＢＦポイント

リングプル 累 計
むかで基金
今月分

9,700 円
0 円
0 円
393.76 Kg
9,700 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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２ 月 本 例 会 報 告

・リーダーズフォーラムで初めてワイズの存在を知った。
・イベントでサポートされるワイズの方を初めて身近にし、

２月本例会は、2月20日（火）午後6時30分より東陽町

ようやく挨拶をするようになった。

センター視聴覚教室で開催されました。厳しい寒さが続く
中、5名のメンバーが体調不良などで欠席、出席されたゲ

・ワイズ皆さんが、様々な視野でものごとを考えている方

スト、ビジター、特に若手主事とリーダーの皆様に支えら

が多ことを知り、是非そうした場に参加したいと思った。
・リーダーの打ち合わせ時間、経費確保のアルバイト、

れての２月例会になりました。司会は土井宏二君に代わ

業務研修、勿論授業も大切、中々時間の確保が大変。

り今井武彦君が担当、城井廣邦会長が欠席のため櫻井

・学生生活の間はYに少しでも関わった生活をしたい。

浩行副会長が開会点鍾を行いました。

・・・・私共にとっても意外感のあるところもあり、交わりの

２月の強調月間はTOFで食事がなく、早々に出沼一
弥主事から「ユースボランティア･リーダーズフｫーラムの

希薄なことを改めて認識させられました。

今とこれから・・・」と題し、リーダー達とワイズの関係のあり

「東京武蔵野多摩クラブには若いメンバーと最近入会

方等について想いを語っていただきました。 【写真】

したリーダー経験者の二人が、現リーダーとの橋渡しの
役になり、お互いの協力を感謝するまでの関係にありま
す。・・・」宮内次期理事からのご挨拶が印象的でした。
幸い当クラブには野尻学荘リーダー経験者が多く、これ
に若さが加わればとの想いを強くすると共に、若々しいリ
ーダーの皆さんとの会話の大切さを強く実感した２月本
例会です。
強調月間｢TOF｣は長谷川正雄君が担当、ハッピーバ

主事はかつて山手センターでリーダーを務めたのがご

ースデーは該当者なし。今井君夫妻の結婚記念日をお

縁で、YMCAで働くことになり、山手センターでは3年程

祝いしました。櫻井君の閉会の挨拶、点鐘で少し早目の

語学を担当、「リビー」の名付け親でもあります。昨年9月

閉会となりました。

には東日本区のリーダー達を含めた｢リーダーズフォーラ

出席者ː 今井、櫻井、鈴木、髙津、長谷川、星野、

ム｣を担当、若さと前向きで歯切れ良い姿勢が理解され、

吉田司、吉田紘子

リーダー達とはニックネームで呼び合うなど、仲間意識の

ビジター：宮内友弥（東京武蔵野多摩・次期東日本区理事）

強い日常です。この日は主事と活動仲間でもある「エンガ

越智京子（東京たんぽぽ・元東日本区理事）

ワ（甲斐）、クッポ（久保）、ロベィ（高橋）、砂丘（本田）」（い

小原史奈子（東京たんぽぽ）

ずれもニックネーム）4名のリーダーが同行されました。

ゲスト： 出沼一弥（ゲストスピーカー・西東京ｾﾝﾀｰ主事）
甲斐満彦、久保大空、高橋一浩、本田桜子（以
上リーダーの皆様） （敬称略）

（長谷川 記）

４部合同 ＥＭＣシンポジウム
東新部主催の４部合同EMCシンポジウムが、2018年2
月17日（土）13：30～16：30、東京YМCA山手センター2
階「STEP」で開催されました。前回（2017-2-18）は東新
部単独のEМCシンポジウムでしたが、今回は東日本区
の東新部、関東東部、あずさ部、湘南・沖縄部の４部合同
での開催でした。司会は櫻井浩行君（東京むかで）が担

出沼主事にとって、ワイズの例会出席は意外にも初め

当、66名の参加者で、活発な意見交換がありました。

て、同席のリーダー達にとっても非日常なことで、ワイズ

（１）開会の挨拶は、東新部LT委員長・長澤弘君（東京）

の方々が何をされているのか、時には怖い存在意識があ

が４部合同の意義を述べ、続いて栗本治郎東日本区理

ると語られます。さすが主事、この日はリーダーの皆さん

事（熱海）のEМCの重要性とシンポジウムを４部合同で

との対話を卓話に引き込まれ、それぞれワイズ感を語ら

の開催への期待の言葉。

れました。又ご出席の宮内友弥次期理事、越智京子元理

（２）ワイズメンズクラブの会員増強の展望を、東新部部

事、小原史奈子さん、むかでのメンバーもこれに加わり、

長・伊藤幾夫君（東京多摩みなみ）がデータで現状と課

和やかに会話が弾みました。
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題、東新部エクステンション委員長・太田勝人君（東京

ご夫妻が、40年近く住み慣れた家の建て替えの想いを

世田谷）が新クラブに向けての現状と展望。

お聞かせ下さいました。ここに住まう人、集う人々の温もり

（３）東京YМCAのYМCAポジティブネット「みつかる。つ

が、豊かに受け入れられる場を願って、7時半過ぎに帰

ながる。よくなっていく。」を副総主事・星野太郎氏（東

路に着きました。

京むかで）。 【写真＝EMCシンポジウムの会場風景】

3月は8日、22日の予定ですが確認要あり。（長谷川 記）

会

長

通

信

会長になって半年を過ぎ、「僕は会長としてなすべきこ
とを本当にやっているのか」と心配になります。従来の良
いところは大切にして、新しいテーマに取り組みながら、
いかに会員を増やしていくことが出来るのかを考えていま
す。
しかし、思いと現実の間で直面することは、大きな壁で
あり、自分の力不足です。本年1月から社会が大きく変わ
っている様子は、私にとって大きな刺激です。

（４）若手メンバーによるパネルディスカッションは、４部各

若者が20年間不況の中にあって、自立することさえ出

部から４名のパネリストが入会の動機並びに入会後の

来ない構造不幸社会の中に身を置いてきました。しかし、

課題をそれぞれの立場で強調。

就職雇用率が大幅に改善され、一気に動き出しています。

（５）４部の各部長が各パネリストより入会後の印象を聴き、

安定雇用が若者の結婚意識まで変え、結婚願望が芽生

EМCについて一言の意見と展望。

えています。

（６）最後に、各意見を基に、伊藤東新部部長による課題

その若者の意識の高まりは、高齢者やミドルの人達に

の整理、総括並びにEМC決意宣言を賛同して終了。
出席者：櫻井、髙津、吉田紘子、星野太郎

も大きな影響を生み始めています。これから日本が安定

（髙津 記）

成長する事を誰もが望んでいると思います、

川口こども食堂訪問報告（20回）

そうした社会の流れの中にあって社会が必要とするワ

車の屋根が雪で白くなった2月22日（木）、川口こども

イズのあり方を考えて行きたいと希望しています。

食堂の開催日に長谷川がお手伝いに伺いました。

社会が変わる時代に、私達ワイズも良い意味で変わり

寒さの厳しい日でしたので、子供達の集まりを心配しま

成長していきたいものです。

（城井 記）

したが、会場のセットが終わった5時過ぎには、ランドセル

＜３月の予定＞

を背にした小学生達が集まってきました。工房の調理コ

3-4日（土-日）次期会長・部役員研修会（東山荘）

ーナーでは井上ご夫妻、鈴木牧師ご夫妻にボランティア

6日（火）東京むかで・ブリテン印刷会

の中野さんとジン・ギョンさんが加わり、大忙し。

6日（火）東京多摩みなみ・3月本例会

メニューは鶏のから揚げ、フライドポテト、マカロニサラ

6-8日（火-木）シニア・スキーキャンプ（妙高ロッジ）

ダ、ごぼうのきんぴら、おたふく豆の煮物、ご飯、みそ汁と

東新部・妙高高原ロッジさよならパーティー

多彩。この日も牧師ご夫妻による映像の紙芝居とクイズで

8日（木）東京センテニアル・3月本例会

盛り上がり、寒さも何処かへ。

8日（木）川口こども食堂

6時半過ぎ、今からでも食事をいただけますか？と、二

12日（月）東京まちだ・3月本例会

人のお子様連れの若いご夫婦が立ち寄られました。この

13日（火）東京・3月本例会

食堂の主たちは心から歓迎、調理コーナーでは見事に

16日（金）東京世田谷・3月本例会

対応、4人の初来店者も仲間入りです。テーブルの中央

17日（土）次期部役員準備会②（社体専6Ｆ）

には、小さなチョコレートムースマシーンデザートとチョコ

20日（火）東京むかで・3月本例会

レートフォンデュ鍋が初登場、カットフルーツとチョコレー

22日（木）信越妙高・3月本例会

トの香りと子供達の歓声に満ちました。

24日（土）東京コスモス・3月本例会

参加者は子供達が14名、同行の大人が4名、受け入

27日（火）東京むかで・3月第二例会

れ側は私を含め7名でした。

＜４月以降の予定＞

この家も4月から解体、建て替え工事に入ります。井上

3日（火）東京むかで・ブリテン印刷会
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ＹＭＣＡニュース

7-8日（土-日）第3回東日本区役員会（熱海）

◆ピンクシャツデー報告

11日（水）第3回東新部役員会

全国のYMCAで取り組んだ、いじめのない世界を目指

17日（火）東京むかで・4月本例会
21日（土）東新部第3回評議会・次期クラブ役員研修会

す取組み「ピンクシャツデー」は2/28全国のYMCAで展

24日（火）東京むかで・4月第二例会

開されました。東京YMCAでも会員・スタッフ・学生たち
がピンク色のものを身につけ、いじめについて考える機

2月 第二例会報告

会としました。メディアに取り上げられたYMCAもあり、

2月27日（火）18時30分～東京YMCA東陽町センター

年々社会の認知と関心も高まっています。来年もぜひ皆

視聴覚室で、伊藤幾夫東新部部長の公式訪問を受ける

さんと一緒にこの運動を広げていきたいと思います。

場としての第二例会が、17名の出席者を得て開催されま
した。

◆第８２５回東京ＹＭＣＡ早天祈祷会

【写真＝大勢が出席した2月第二例会】

【と き】2018年4月2日（木）7：00～8：30
【ところ】東京YMCA山手コミュニティーセンター
【奨 励】古賀博氏（東京YMCA評議員会会長・
日本キリスト教団早稲田教会牧師）
◆東京ＹＭＣＡ午餐会
【テーマ】
「旧約聖書が教える平和」
【卓話者】広田勝一氏
（立教学院院長・聖公会神学院教授）
【と き】2018年4月26日（木）12：00～13：30
【ところ】東京大学YMCA（南北線 東大前駅0分）

（１）3月例会プログラムとブリテン記事執筆者確認

【参加費】3,000円（昼食つき）

（２）第2回シニアY･Y･Yキャンプについて

【申込み】賛助会事務局

・「ナプキン・ウェア」のテスト・マーケティングを行う。

sanjo@tokyoymca.org
（星野 記）

TEL：03-6302-1960

・ボッチャ・プログラムの日程を再確認する。

２ 月

・松ぼっくりゲームは吉田司君に準備を一任する。

会

計

報

１． 月間収入・支出合計
口座名
月間収入額
一般口
75,001円
ファンド口
26,601円

・野点は塩田さん、深尾さんの二人で良いかどうか。
・参加者募集のアピール方法。
・むかでクラブへの入会式を行うか検討する。
（３）妙高高原ロッジさよならパーティー

告
期間2/1～2/28
月間支出額
147,036円
89,482円

一般口主要収入 年会費 75千円

・参加者のチェック、新幹線の時刻について。

一般口主要支出 区費 100千円、例会後懇親会10千円、

・夕食パーティー、懇親会のスケジュールについて。

ﾌﾞﾘﾃﾝ関係切手他7千円、図書カード5千円、

（４）伊藤幾夫東新部部長より

こども食堂支援5千円

・17名が出席した第二例会は素晴らしい。

ﾌｧﾝﾄﾞ口主要収入 2月スマイル10千円

・城井会長のリードで良い活動を行っている。

ﾌｧﾝﾄﾞ口主要支出 東日本区自由献金 89千円

・新入会員の候補が予定されていて素晴らしい。

（今井 記）

（５）東陽町コミュニティー「陽春の集い」について

２． リングプル 2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
吉田紘子氏 G 25.0kg 斎藤昭七氏 G
25.0 ㎏
２月合計
50.0 ㎏

・むかでから3名のスタッフを出してほしい。11時集合。
出席者ː 城井、伊丹、今井、櫻井、神保、鈴木、髙津、
星野、吉田司、吉田紘

（神保 記）

ビジター：伊藤幾夫（東新部部長）、石田孝次（東新部会
計・以上東京多摩みなみ）、細川剛（直前部

編 集 後 記

長）、比奈地康晴（国際・交流事業主査）、佐藤

東京でも氷点下の気温が続いた今年の冬も、3月に入

茂美（監事・以上東京）、小川圭一（地域奉仕

って急に寒さが和らぎ、御殿場・東山荘での次期会長研

事業主査・東京世田谷）、諏訪治邦（信越妙

修会も10度を超える気温の中で行われました。伊豆では、

高）

河津桜が満開との便りも届いています。

（伊丹 記）
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(伊丹 記）

