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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 03-3615-5565 

 
今 月 の 聖 句 

 
何よりもまず、心をこめて愛し合いなさい。 

愛は多くの罪を覆うからです。 
（ペテロの手紙➀ 4-8） 

Above everything, love one another earnestly, 

 because love covers over many sins. （1Peter）              

２０２０年７月 ～ ２０２１年６月 

国際会長主題     「価値観、エクステンション、リーダーシップ」 

アジア会長主題  「変化をもたらそう」 

東日本区理事主題 「変化をたのしもう！」 

東新部部長主題   「友情の絆を強めＹＭＣＡを支えよう」 

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  今井 武彦 

副 会 長  森本 晴生 

直前会長 城井 廣邦 

━━━━━━━━━━ 

━━━━━━━━━━━ 

書    記 鈴木 健彦 

会    計  髙津 達夫 

担当主事  山梨 雄一 

━━━━━━━━━━━ 

 
５ 月 本 例 会 

日 時 2021年 ５月 18日 (火)  18：00～20：00 

場 所  Zoomによるオンライン例会 

（URLは開催日前日までに通知いたします） 

5月10日は、60回目の 

東京むかでクラブのチャーター記念日！ 

           1961年5月10日チャーター 

５月 ＥＦ ／ＪＥＦ について 

EFとは、Endowment Fundの略語で、国際ワイ

ズダム（ワイズ運動の共同世界）発展のための特別

基金のことです。 

JEFは、Japan East Y’s Men’s Fundの略で、東

日本区ワイズ基金を言います。国際にあるエンダウ

メント基金とは別ものです。       （森本 記）       

２０２０年７月 ～ ２０２１年６月 

国際会長主題     「価値観、エクステンション、リーダーシップ」 

アジア会長主題  「変化をもたらそう」 

東日本区理事主題 「変化をたのしもう！」 

東新部部長主題   「友情の絆を強めＹＭＣＡを支えよう」 

 

HAPPY BIRTHDAY 

16日 城井廣邦   21日 森本路子 

結婚記念日おめでとう 

14日 城井廣邦・姚子  18日 伊丹一之・節子 

  ２０２１ 年 ４ 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  17,000 円 

正 会 員 11 名 出席(メネット) 0 
 
0 

名 森本晴生 3/23 第二例会 ＢＦポイント  現金累計 0 円 

功労会員 1 
1 
名 出席(コメット) 0 名       

 

 

             切手累計          
0  

 

在籍者数 12 名  出席(ゲスト) 2 
 
名      

出席（正会員） 10 名 出席(ビジター) 1 
 
名        1 名 

）名 
 

リングプル  累 計 225.2 kg 

出席(功労会員) 1 
 

－ 

名 例会出席総数 14 
 

名 ４月出席率 100 ％ むかで基金   今月分  17,000 円 

  会費振込先 

 

みずほ銀行 亀戸支店  (普通) ３０１３０７１ 東京むかでワイズメンズクラブ 

 

２０２１年５月本例会（711回） 

（ 強調月間：ＥＦ／ＪＥＦ ） 

５月  Zoom  本例会  プログラム  
 

司 会  伊丹 一之 

開会点鐘               会 長  今井  武彦 

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        髙津 達夫 
 

卓 話「 通関業務 あれこれ 」 

     元通関士 森谷正記･森谷復美ご夫妻 
 

強調月間アッピール         森本 晴生 

ハッピーバースデー・結婚記念日   司  会 

スマイル            城井 廣邦 

諸 報 告                          司  会 

閉会挨拶            副会長 森本  晴生 

閉会点鐘         会 長  今井  武彦 
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         ４ 月 Ｚｏｏｍ 本 例 会 報 告           

４月の本例会は4月20日

（火）18時スタート。司会は鈴

木健彦君、ワイズソングに続

いて、長谷川正雄君の司式

で山梨雄一主事の入会式。

星野太郎主事との交替、去

らずに留まっていただけない

ものなのですかね？ 

Zoomでの入会式と交替

劇、そして東京Yの星野太郎副総主事による本日の卓話。 

【写真＝長谷川君司式で入会を宣する山梨雄一主事】 

◆2021年度東京ＹＭＣＡ運営方針について 

 コロナの影響を大きく受けた前年度でしたが、2021年度

もすべてが元通りになるとは考えず、抜本的に見直すべき

もの等見極めながら運営にあたっていきたいと思います。そ

の柱となる運営方針の10項目を紹介します。 

1．全国のYMCAとともにブランディングプロジェクトを推

進する。 

2．社会のニーズを新しい視点で捉え、既存事業を強化し

新規事業を開発する。 

3．全ての運動、活動、事業をCause（存在根拠）に沿って

再編し、達成すべき目的を明確にするために抜本的

な組織変革を行う。 

4．東京YMCA会員をあらゆる角度から検証し、魅力ある

新しい会員制度を確立する。 

5．次の時代を担う人財獲得とリーダーシップを育成する。

そのために働き方を改革し、研修制度のさらなる充実

を図る。 

6．オンライン会議、SNS、新しいアプリケーションの導入

などテクノロジーを駆使し、アフターコロナ、ウィズコロ

ナにおけるYMCAのニューノーマルを確立する。 

7．かけがえのない命を守るため、一人ひとりの危機管理

に対する意識を高め、防災・減災について学び、安全

管理のための正しい知識と理解を深める。また災害や

事故の発災時には的確かつ機敏に行動できる体制を

整える。 

8．学校法人東京YMCA学院、YMサービス株式会社、国

内外のYMCA、ワイズメンズクラブ、他団体との交流、

協働を進め、新しい支援関係、協力関係を作る。 

9．大幅な収入減にある事業を抜本的に見直し、可能な限

りの方策を立て、聖域なき支出削減に取り組んで収支

相償を目指す。 

10．全国YMCAで策定した日本YMCA中期計画を推進

する。 

◆東京むかでクラブの皆さんへの感謝と期待 

6年間お世話になった皆さんに心から感謝いたしま

す。思い返せば20代で奉仕センター勤務だった頃、神

田の会館でよく櫻井さんにお声がけいただいた頃から、

東京むかでクラブには親近感がありました。さらに野尻

や野外教育の領域で活躍される皆さんが多くいらっし

ゃるクラブでしたから、そういう意味でも近しく親しく皆さ

んとの交わりに加えられたと、本当に感謝しています。 

【写真＝星野主事によるスライドの一コマ】 

 むかでクラブの皆さんからは、野尻のキャビン寄贈を

はじめ、毎年の学荘支援など、言い尽くせない大きなお

支えをいただいてきました。この感謝をきちんと次の担

当主事にも継承していきたいと思います。 

 そして、YMCAへ連なる一員として、また野尻の大切

なサポーターとして、これからもぜひお支えをよろしくお

願いいたします。担当主事から離れますが、機会を見

つけてまた東京むかでの輪に顔をださせていただきた

いと思っています。 

これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。        （星野 記） 

卓話後、いくつかの質問がありました。その後オーク

ションの予定でしたが、急遽中止、4月の強調月間LT

／RBMの説明。                      （神保 記） 

出席者：今井、伊丹、櫻井、城井、神保、鈴木、髙津、 

土井、野澤、長谷川、星野、山梨 

ゲスト：伊阪哲雄、本多謙            （敬称略） 

 

 東新部第３回評議会・次期クラブ役員研修会    

4月17日（土）13時00分～16時30分、東新部第3回評

議会・次期クラブ役員研修会が、Zoomで開催されました。

参加者（定数29）が過半数越え17人でスタート。 

東新部第３回評議会  司会は長澤弘東新部書記。加藤

義孝部長の開会点鐘と挨拶、ワイズソング、小川圭一直

前部長の聖書朗読と開会の祈り、定数確認で議事開始。 
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１．審議事項（議長・加藤部長） 

第1号議案 20-21年度第2回評議会記事録の確認・承認 

第２号議案 次期部役員・部内各クラブ役員の確認 

第３号議案 次期部長主題・事業計画及び予算案 

２．報告事項 

(１)20-21年度第3回東日本区役員会報告（加藤部長）確認 

(2)部長報告（加藤部長）・11月-4月までの活動報告と確認 

(3)20-21年度部会計中間報告（長澤山泰会計）を確認 

(4)各事業主査･専任委員の事業報告期間11/1-3/31と確認 

①地域奉仕事業（朝倉主査）、②会員増強事業（村野主

査）、③国際・交流事業（為我井主査）、④ユース事業（進

藤主査）、⑤部ヒストリアン（伊丹）、⑥ウェブマスター（長

澤山）、⑦メネット（菅谷メネット）、⑧LT委員会（伊藤）、⑨

エクステンション委員会（太田書面）・各報告を確認 

(５)クラブ会長の事業報告 

東京、東京むかで、東京世田谷、東京町田コスモス、東

京多摩みなみ、東京町田スマイリングの順で活動報告。 

東京センテニアルは例会休会中。 

(6)報告の最後に、次期区地域奉仕事業主任・城井廣邦君 

から、日本で使用済のランドセルをアフガニスタンの子供

達に贈る「思い出のランドセルギフト」のアピールと、この

活動を通して 会員増強、特に女性会員の増強が強調さ

れた。 

東新部次期クラブ役員研修会   司会は松香光夫次期部

長（東京町田コスモス） 

(１)2021-2022年度部事業カレンダーで全体説明 

(２)区・部の事務上の注意事項 

(３)部大会アピール 日時：2021年9月11日（土）13時～17

時、場所：町田市民ホール 

◎佐藤茂美監事（東京）による監事講評で、オンライン形式

の東新部第３回評議会・次期部クラブ役員研修会は終了。

最後に東新部の歌、加藤部長の閉会点鐘で解散。 

むかで出席者：今井、伊丹、櫻井、城井、髙津、土井 

                                      （髙津 記） 
                            

  ワクチン接種予約も大切な主夫業です             

 人口約50万人の松戸市、4月25日現在の新型コロナ陽

性者総数2,800人弱で、｢まん延防止等重点措置｣に指定さ

れ、コロナ禍の中にあります。 

4月15日に「新型コロナワクチン接種券」が我が家にも届

きました。二口の指定電話かパソコンで、接種可能時期と

会場などを予約の確認をする必要があります。これが中々

で、パソコンでは指定数字を並べるも「ログインならず」を繰

り返し、18日にようやく電話の窓口と繋がり状況を知りました。

今回接種予定の5月、6月は直後に満杯、私共は7月以降

になる様で先が読めません。国内へのワクチンの搬入、数

量共未定の状況下の対応を思えば、予想の結果で、穏

やかに受け止めました。 

そんな折、鎌倉・桔梗山の古い家で一人住まいを由と

する94歳の知人女性から、ワクチン接種予約で大苦戦中

との連絡が入りました。それでも鎌倉市は、高齢者に接種

時利用のタクシー券が4枚同封された事を知り、行政の細

かな優しさを羨ましく思ったものです。 

医療従事者、ハンディを持つ方々、知人の様な超高齢

者には、最優先で確かなワクチン接種の展開を強く願う、

若手を装う高齢者の一人です。      （長谷川正雄 記） 
 

           森本晴生 近況報告          

コロナが変化しながら、活動中です。姿が見えないの

で、テレビや新聞の情報で過ごしています。 

一年前は、マスク無しの人がいましたが、今ではマスク

をしない人が歩いていないので、マスクを取りに戻ったり、

コンビニなどで買ってきたりしています。混んでいる電車

やバスをさけて、ゆったりとすごしています。コロナのせい

ではありませんが、パソコンがうまく作動しないのを、なだ

めながら原稿を書いています。            （森本 記）                                       
                            

        下  田 療 養 記        

大変残念ながら６月号に掲載いたします。 

                         （櫻井浩行 記） 
 
     卓話者 プロフィール         

森谷正記・復美ご夫妻 

千葉県印西市在住。 

正記兄は、1950年生、

宮城県出身、凸版物流

に勤務した。 

復美姉は、長崎県生まれ、

東京育ち。現在も物流会

社に所属し、現役。 

ご夫妻共通の趣味：テニス、スキー 
 

             会  長  通  信                  

さて、5月10日はむかでクラブのチャーター記念日で

す。創立60年目を迎えられたことに感謝いたします。 

東京YMCAの少年長期キャンプ「野尻学荘」のOBを

中心に設立され、その後も各方面の先輩諸兄の熱き思い

が脈々と伝えられて、今日の日を迎えられたのだと感謝し

ております。これからも、YMCAと共に歩み続けたいと思

います。 

さて、第3回目の緊急事態宣言が東京に発出され、私

たち東京むかでクラブの５月本例会は、4月に続いて

Zoom対応といたします。60周年の記念月に、一同に集

まっての例会ができないことは寂しいものです。 

4月には東新部評議会、東京YMCA会員部運営委員
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会がZoomでの開催となりました。Zoomにも慣れてきて、最

初のころより緊張感が薄らいできた感じがします。  

ここは、皆さん方とともに、更なる一歩を進めるために、ア

イデアをお待ちしています。このような環境下にありますが、

「東日本区」は、区の「一般社団法人」化、私たちの馴染み

のロースターを「デジタル化」することで準備が進められて

おります。コロナ禍の新しい一歩です。このような状況を見

るにつけ、私たちの好き嫌いにかかわらず、デジタル化社

会に私たちが組み込まれていくのを実感するとところです。

不慣れなことが多くなりますが、一歩一歩、今月も進みまし

ょう。                                   （今井 記） 

＜５月の予定 ＞  

4日（火） 東京多摩みなみ・５月本例会 

6日（木） 東京むかで・ブリテン印刷会（15：30～東陽町） 

10日（月） 東京町田コスモス・５月本例会 

11日（火） 東京・５月本例会 

13日（木） 東京センテニアル・５月本例会（当面中止） 

18日（火） 東京むかで・５月本例会（18：00～Zoom）  

19日（水） 東京町田スマイリング・５月本例会 

21日（金） 東京世田谷・５月本例会 

25日（火） 東京むかで・第二例会（18：00～Zoom） 

＜６月以降の予定 ＞ 

1日（火） 東京むかで・ブリテン印刷会（16：00～） 

15日（火） 東京むかで・６月本例会（18：00～20：00） 

22日（火） 東京むかで・第二例会（18：00～Zoom） 

26日（土） 東京むかで・下田会議             
 

東京ＹＭＣＡニュース   

◆４月新たな一歩を歩み始めました。 

専門学校及び高等学院では、多くの新入生を迎えました。 

・社会体育･保育専門学校（新入生119名） 

・国際ホテル専門学校   （新入生116名） 

・医療福祉専門学校    （新入生71名） 

・高等学院（通信制高校） （新入生8名） 

4月8日には「第30回チャリティーゴルフ大会」がPGM総

成ゴルフクラブで開催され、18グループ、70名が参加。感

染症拡大防止のため、表彰式や懇親会は見送り、別途表

彰記念品を参加者に贈呈されました。益金約25万円は、障

がい児プログラム支援、フレンドシップファンド、不登校の子

ども支援、災害復興支援に用いられます。チャリティーゴル

フ実行委員会が準備と運営を担い、多くの個人や企業から

協賛を頂きました。 

また、東日本大震災から10年にあたり、冊子「2011～

2020 東日本大震災復興支援活動10年の歩み」を作成し

ました。これまでに東京YMCAが会員やユースボランティア

等と共に石巻地域で行ってきた活動や、福島の家族や子ど

もたちを対象としたプログラム他、多岐にわたる復興支援活

動の記録に加え、関係者数人へのインタビュー内容も掲

載されました。              （東京YMCA 山梨 記） 
 

             第二例会報告              

４月第二例会は、4月27日（火）、18時～Zoomによる

オンライン形式で開催されました。主な協議事項は以下 

（1）５月ブリテン・編集：神保君、原稿締め切り：4月29日 

印刷会：5月6日（木） 15時30分～東陽町センター 

（2）５月本例会はZoomでの開催です。卓話者は、今井

会長友人の森谷正記ご夫妻。通関士の経験談 

（3）次期に向けて下田会議の下原稿は髙津君が作成、

次年度活動方針は土井・鈴木・今井君で検討する。 

・2022年在京新年会、むかでのホストとなるので要検討。 

（4）チャーター60周年（5月10日）の東京YMCA献金 

・5月本例会時（5/18）に東京Yに記念献金30万円贈呈 

・過去3年間東京Yへの献金実績が髙津会計より報告、

18-19年度 263,850円、 19-20年度 241,850円、  

20-21年度は526,850円を予定 

（5）東京むかで･神戸ポート･石巻広域トライアングルDBC 

・4月23日に石巻広域クラブ例会にて仮調印を行った。 

 ・神戸ポートクラブ５月例会に城井･神保両君が出席予定 

・石巻広域･青木さんのご子息が東京むかでに入会予定 

（6）次年度ハンドブック＆ロースターのデジタル化 

・各自フォームに記載の上、連休中に鈴木君に送付し、

連休明けに確認作業をし、5月17日に最終校を提出 

（7）伊阪哲雄君の入会について 

・土井次期会長と城井君で入会要件の確認を行う。 

出席者：今井、伊丹、櫻井、城井、神保、鈴木、髙津、 

土井、野澤、長谷川、森本         （伊丹 記） 
 

          ４ 月 会 計 報 告・他              

１．月間収入・支出合計   期間 4/1～4/30  

口座名 月間収入額 月間支出額 

経常部 0円 1,680円 

活動基金部 17,000円 10,000円 

経常収入項目：なし  経常支出項目：通信切手 

活動基金収入項目：スマイル 

活動基金支出項目：子供食堂、図書カード（記念品）  

東京むかでファンドにご協力ください。     （髙津 記） 

２．リングプル ４月 預かり    

今月もありませんでした。寂しい！        （神保 記） 
 
             編  集  後  記                 

やっとできました。みなさんのおかげです。 

星野太郎副総主事 お別れではないですよね！ 

Mukadeは・・・ために。貴兄の・・・を必要としています。 

今までたくさんの協力・応援・活躍ありがとうございました。 

山梨雄一主事と力を合わせ東京むかでは歩みを続けて

まいります。                     （神保 記） 


