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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 

「私の後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架

を背負って、私に従いなさい。」 

（マルコによる福音書 8章34節） 

“if any man would come after me, let him deny himself 

and take up his cross and follow me. ” 

                        （Mark 8-34） 

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  土井 宏二 

 副 会 長  佐藤    猛 

 直前会長 森本 晴生 

━━━━━━━━━━━ 

━━━━━━━━━━━ 
書    記 鈴木 健彦 

高津 達夫 
会    計 城井  廣邦 

   今井 武彦 
担当主事  星野 太郎 
━━━━━━━━━━ 
 

むかでミニオークションを盛り上げよう 

11月17日 11月例会で開催します。 

各自1品以上の献品をお願いいたします。 

１１月 ワイズ理解／ファミリーファスト 

  ワイズﾞ理解 ： １１月１０日は、１９２８年に日本で初め

て大阪ワイズメンズクラブが、国際協会に加盟した記念す

べき日で、「ワイズデー・Y’s Day」と呼ばれています。 
 ファミリーファスト（Family Fast）：Time of Fast(断食の

時)の家族・知人版。断食（食事を抜き）し、そのお金を途

上国にあるYMCAへの支援基金として献金します。 
（今井  記）  

１１月本例会 プログラム 

                  準 備  櫻井 浩行・吉田 司 

                          受  付  吉田    司 

                          司  会  鈴木  健彦 

 開会点鐘               会  長  土井 宏二 

ワイズソング            一 同 

ゲスト・ビジター紹介          司 会 者 

今月の聖句/感謝         神保伊和雄 

楽しい食事 

  卓話 「ＹＭＣＡと私」         伊阪  哲雄 

 ミニオークション        吉田 司・吉田 紘子 

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 者 

スマイル            伊阪  哲雄 

諸報告              各 担 当 者 

閉会挨拶          副会長 鈴木 健彦 

閉会点鐘           会  長  土井 宏二 

１１月 本例会 

日  時  2014年１１月１７日（火）18：30より 

場  所 東京YMCA東陽町センター１階 多目的室 

参加費 1,500円 

＊食事手配のため、出欠連絡は11/12までに今井まで 

2015年11月例会 （第６４５回） 

（ワイズ理解/ファミリーファスト） 

      ２０１５年７月 ～ ２０１６年６月 

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」 

２０１５年 １０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 4名 ス マ イ ル   今月分    10,000 円 

正 会 員 15 名  出席(メネット)  0 名  伊阪哲雄 10/27 第二例会 ＢＦポイント  現金累         0 円 

功労会員 3  名  出席(コメット)  0 名 鈴木健彦 10/10 東新部会              切手累         0 ｇ 

在籍者数 18 名  出席(ゲスト)  0 名   長谷川正雄 10/10 東新部会    

出席(正会員) 10 名 出席(ビジター)  0 名  吉田紘子 10/12 東京ク例会 リングプル  累 計 368.45 kg 

出席(功労会員) 0  名 例会出席総数 10 名   出席率 14/15＝93％
７   ％

むかで基金   今月分 24,350 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 

 

          HAPPY  BIRTHDAY 
2日 神保 久子 

          結婚記念日おめでとう 

  3日 星野 太郎・里奈  15日 森本 晴生・路子 
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   １０ 月 本 例 会 報 告 

東京むかでワイズメンズクラブ10月本例会は、2015年

10月20日（火）午後6時30分から、東陽町センター多目

的室において開催しました。 

土井会長の開会点鐘、一同でのワイズソング、星野主

事が今月の聖句と感謝をささげて食事となりました。 

今月の話題は、10日前に行われた「第19回東新部部

会評価会」と「シニアキャンプへの挑戦」。 

部会評価会では、城井

実行委員長から23ページ

に及ぶ部会報告資料に沿

って報告があり【写真】、そ

の後に評価についての意

見交換を行いました。 

シニアキャンプについては、鈴木君に代わって土井会

長が経緯を報告。ユニークダンスに代わる企画として、む

かでクラブのスキルを生かしたプログラムとしての提案が

なされました。名称も「ユニーク・キャンプ」とし、検討を続

けることになりました。（別項参照） 

強調月間アピールは吉田司

君、ハッピーバースデーは該

当者がなく、結婚記念日おめ

でとうは土井夫妻（昭和46年結

婚）と髙津夫妻（43回目）に記

念品が贈られました【写真】。ス

マイルは櫻井君が担当、閉会挨拶を森本直前会長が述

べ、20時30分に土井会長の閉会点鐘で終了しました。 

出席者：土井、伊丹、今井、櫻井、城井、神保、高津、 

星野、森本、吉田司   （敬称略）（伊丹 記）  
 

          東新部 部会 報告                     

第19回東新部部会は、2015年10月10日（土）午後1時

30分より、東京YMCA東陽町センター視聴覚室において、

東京むかでクラブのホスト、88名の出席で行われました。 

第1部「部会」は、森本晴生・部書記が司会を務め、伊

丹一之・部長の開会点鐘でスタート、ワイズソング、今井

武彦・部会計の聖書と祈りに続いて、東新部部長から、

「むかでクラブの総力を結集した手作り部会で、野尻学荘

をアピール。ワイズの良さを発信しよう、との部長主題に

沿ったアンケートの集計結果。第2回評議会と信越妙高ク

ラブ10周年記念例会について。野尻学荘の良さを発信し

てほしい。」との挨拶がありました。 

来賓からは代表して、渡辺隆・東日本区理事と廣田光

司・東京YMCA総主事から祝辞をいただきました。 

続いて東新部の役員が登壇、部長から紹介があり、4

人の事業主査からアピール。前年度の表彰では、CS表

彰を東京センテニアルと信越妙高クラブが、部長表彰を

東京、東京まちだ、東京世田谷の各クラブが受けました。 

その後、新入会員の紹介があり、東新部の歌、細川

剛・次期部長の閉会挨拶で第1部を閉じました。 

 

第2部は「野尻学荘を楽しむ」。土井宏二・むかでクラブ

会長の司会で、最初は斉藤章・野尻学荘荘長のトランペ

ットでスタート【写真】。「野尻学荘が大切にしてきたこと」

のスピーチ、野村順平・町島崇史ディレクターによる学荘

生活の紹介、丸山もと子さんピアノ伴奏で「野尻学荘思ひ

で合唱団」によるトミソング演奏、高橋伸・ICU准教授によ

る「野尻学荘の思ひ出」スピーチ、最後に、神保伊和雄君

による「野尻学荘のチャイム」披露で幕を閉じました。 

第3部は、ウエルビーに会場を移し、神保君の司会で

懇親会。冒頭で東新部以外から出席の来賓と野尻学荘

OBを紹介、学荘のように「ごはんの歌」「日々の糧」を歌

い、高津達夫君の食前の感謝でお食事となりました。 

 

その後は、神戸ポートクラブの大野ベン氏のギターに

載せてキャンプソングを楽しみ【写真】、森本晴生君のリ

ードで「ハイズカ」、各種アピールタイムの後、城井廣邦・

実行委員長によるお礼を兼ねた閉会挨拶、最後は全員

で輪になって「今日のわざ」を歌って部会を閉じました。 

むかでの出席者：土井、阿山、伊丹、今井、櫻井、城井、

神保、鈴木、高津、長谷川、星野、森本、吉田紘 

メネット：伊丹節子、櫻井啓子、城井姚子、 

（東新部部長 伊丹一之） 
 

      東新部部会に参加して 

私もいつの間にか92歳になり長く歩くことが非常に困

難になり、特に夜の会合には到底出られなくなってしまい、
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例会その他の会合は失礼しておりましたが、過日、高津さ

んより東新部会に鈴木榮さんが出席され阿山も呼べと言

われているとの連絡を受けましたので、急遽、参加させて

頂きました。  

 本当に久し振りの東陽町でしたが、懐かしい皆さんに会

えて本当に良かったと思っております。特に野尻学荘紹

介をメインテーマとして取り上げた、むかでクラブでなけ

れば出来ない部会には感動しました。 

皆さん方のご尽力に心から感謝致します。トミソングを

歌ったのも本当に久し振りでした。歌いながら、トミさん、

ニグさん、オポンポン（長野荘長）など多くの先輩のことを

思い出しておりました。 

余談ですが、ブリテンで土井会長がポールラッシュ氏

のことを書いておられましたので、私が学生時代、ポール

ラッシュから英語の授業を受けていたことをお話しさせて

頂いたことも楽しい思い出でした。         （阿山 記） 
 

   ユニーク・キャンプについて 

2017年に第1回のキャンプを、むかでワイズメンズクラ

ブの主催のもとで実行することを検討している。このキャ

ンプ実行のための第1回検討会を11月7日（土）4:00から

土井会長宅で開催する。その検討会の中でキャンプの性

格、キャンプ場所、期日等を確定する。その検討結果で

むかでワイズメンズクラブが長年実行していたユニークダ

ンスの活動に代わりうるかどうかを見極める。（鈴木 記） 
 

会  長  通  信 

カレンダーも後残すところ2か月、月日の経つ早さに驚

かされます。10月17日～18日開かれたポールラッシュカ

ンティーク祭に今年も参加してきました。来場者2日間で2

万人以上今年も大盛況でした。バンド演奏ダンス、パレー

ド、チアーガール等エベントを草原で楽しむプログラムで

す。驚くべきことは全てボランティアで運営されていること

です。手弁当で遠くは関西、関東、東北から約100名駆

けつけて簡単な打ち合わせのみで運営されます。なぜ大

きな問題も出ずスムーズに運営されるか考えてみました。 

1. キープ（主催者）は一旦任したら口出しをせず見守る

だけ。したがってボランティアは自ら考え「目配り」「気配

り」「思いやり」を基本に行動する。任された以上「やりが

い」が感じられる。これがポイント。 

2. ベテランのボランティアは優しく初心者に教える。この

優しさが大事。「説明書を見れば」は言わない。 

3. ボランティア内で自主的に休憩時間、持ち場等を決め

る。自主的に決めるため皆がまもる。 

4. ボランティアとして上段に構えず自分たちも楽しむ。 

5. その結果として少しでもお手伝いが出来喜んでもらえ

たら自分も嬉しくなり楽しくなる。 

要はやらされ仕事ではなく自ら考え動く、そして自分も

楽しむ、その結果周りの人たちに少しでも喜んでもらえれ

ば。これが私流のボランティアの考え方です。 

20歳台の大学生から70を超える私たち、ケンタッキー

州、タンザニア、フイリピン、韓国の人たち皆ポール先生

の「DO YOUR BEST」を合言葉に集まり、楽しい充実し

た2日間でした。最終日、紅葉の大地に落ちる夕日を眺

めながら「アメイジング グレイス」を聞き、来年の再会を約

束しあいました。ポール先生が初来日された大きな目的

の一つは関東大震災で崩壊した横浜YMCAの復興、聖

路加病院、立教大学に尽力、戦後日本に残り清里に理

想の農場を開き、バーボンと葉巻を愛した人で写真で見

ると人懐っこい人に見えます。 

むかでクラブとして検討中の「ユニークキャンプ」もこの

ような精神で企画、運営されたら良いと願っています。 

追、我々の大先輩の阿山さんは大学生時代にポール

先生から直接英語の講義をお受けになられたそうです。 

                                  （土井宏二記） 

＜11月の予定＞ 

4日（水）東京むかで･ブリテン印刷会 

6日（金）東京センテニアル・11月本例会 

9日（月）東京まちだ・11月本例会 

10日（火）東京・11月本例会 

11日（水）東京目黒・11月本例会 

14日（土）第2回東新部評議会（妙高高原ロッジ） 

14日（土）信越妙高クラブ10周年記念例会（同上） 

14-15日（土・日）妙高高原往復バスツアー 

17日（火）東京むかで・11月本例会 

20日（金）東京世田谷・11月本例会 

24日（火）東京むかで第二例会 

26日（木）信越妙高・11月本例会 

28日（土）東京コスモス・11月本例会 

＜12月の予定＞ 

1日（火）東京むかで･ブリテン印刷会 

15日（火）東京むかで・12月クリスマス例会 

23日（水・祝）東陽町センター・オープンハウス 

東京むかで第二例会 
 

     １０ 月 第 二 例 会 報 告                      

2015年10月27日（火）18：30～20：30、東京YMCA東

陽町センター多目的室にて開催。 

１．ブリテンの作成確認  

11月例会の卓話者 伊阪哲雄氏 表題「YMCAと私」 

２．12月例会プログラムの準備 

クリスマス例会の牧師を以下の教会の牧師に依頼する
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提案があり、打診して内諾をえた。 

CHURCH ON THE ROCK 主任牧師 鈴木 悟 

〒332-0006 埼玉県川口市末広2-15-16 

TEL：048-499-0860  MOB：090-3203-5274 

WEB：http://www.churchontherock.jp/ 

食事の時クリスマスの讃美を楽器演奏のもとで行いたい

との提案もあったが牧師と相談してみる。  （鈴木 記） 

出席者：土井、伊阪、伊丹、今井、神保、鈴木、森本 
 

2015年度 東京ＹＭＣＡオープンハウスのご案内 

2015年度「東京YMCAオープンハウス」は、12月23日

（祝・木）に開催されます。 

当むかでクラブも、東陽町センターに係るワイズとして、

今までと同様に、アトリウムでの模擬店「むかでカレー」を

担当いたします。 

今年の「むかでカレー」は、昨年同様に、SBカレー食

品から300食分のカレーフレークの贈呈を受けましたので、

これを利用したカレー具の調整が前日にあります。次い

で、当日は昨年の課題であったライスについて、炊飯器

（ひがしクラブ）でのライス炊飯があります。詳細は追って

お知らせいたします。 

前日も含めて、キャンプを思い出すカレー作りの多少

の楽しい作業があります。当日は9時集合を予定していま

す。よろしくご協力お願いいたします。      （髙津 記） 
 

東京ＹＭＣＡニュース   

◆野尻・山中チャリティーコンサート報告 

野尻学荘の80回、野尻小学生キャンプの20回を記念し

てのチャリティーコンサートが9月25日に霊南坂教会で行

なわれました。飯靖子氏（オルガン）と、ご子息でヴィオラ

奏者・飯顕（あきら）氏が出演。109名の来場があり、パイ

プオルガンとヴィオラの調べに心洗われるひと時を堪能し

ました。益金約35万円を野尻・山中の施設整備のために

ご寄付いただきました。 

◆東京ＹＭＣＡ午餐会 

戦後70年を迎えて、ドイツは今、政治的、経済的、精神

文化的にどのような状況にあるのでしょうか。EUの中での

ドイツの立場、旧東・西ドイツの統一の問題、歴史的過去

の罪責の問題等にも触れながら、小塩節先生に卓話をい

ただきます。日本との関係をひとつの軸として、ドイツの今

を捉えます。 

【卓話者】小塩 節氏（フェリス女学院名誉顧問） 

【テーマ】ドイツの今 

【と き】2015年11月26日（木）12:00～13:30 

【ところ】東京大学YMCA 

※東京メトロ南北線 東大前駅徒歩0分 

【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 

◆東京ＹＭＣＡ早天祈祷会 

【と き】2015年12月1日（火）7:00～8:30 

【ところ】東京YMCA山手センター 1階ホール 

【奨励者】吉岡喜人氏（日本基督教団南三鷹教会牧師） 

（星野 記） 
 

          むかでのたわごと        

忙しかった10月も無事終わり、清々しい季節になりました。

紅葉前線が降りてくる季節になり、美味しい物が！高くて

美味しい物が沢山出回り財布を苦しめる時節到来です。 

日本の旬 初夏には“眼に青葉 山ホトトギス 初ガツオ” 

秋たけなわの今 【紅葉・錦秋 虫の音 秋刀魚・松茸】 

食べ過ぎに注意しましょう！財布の管理注意しましょう！ 

To Ｍｒ．MHM  

その後お変わりございませんか？ 世の中厳しい状況

は変わりませんが、それぞれ与えられた環境の中で各自

うごめいているのが実情だと思います。時間との戦いとい

う面もありますが、渦中にいると身の回りの忙しさに振り回

されて、何が何やら、どうしていいやら、こんな感じになり

ますよね！ 他人のことではなく自分のことを見直す時が

精一杯。力になれるように前を向いて歩みを進めたいと

思っています。ではまたお元気で！     （尽慕巌 記） 
 

10 月 会 計 報 告 他 

１． 月間収入・支出合計               

 10/1~10/31 

・一般口収入 年会費 25 千円 

・一般口支出 例会弁当 17 千円、ﾌﾞﾘﾃﾝ切手 3 千円 

         ﾌﾞﾘﾃﾝ用紙 5 千円、部会応援 20 千円 

・ﾌｧﾝﾄﾞ口収入 ｽﾏｲﾙ 10 千円、森氏寄付 10 千円 

・ﾌｧﾝﾄﾞ口支出 茨城 YMCA 常総市支援 20 千円 

                        （城井・今井 記） 
 
２． リングプル 10 月預かり G：ｸﾞﾙｰﾌﾟの略 （神保 記） 

 

ブリテンを編集している今日は「文化の日」。今年の東

新部部会では、むかでクラブの文化である野尻学荘のPR

に努めました。キャンプ支援の方向も、今までのハード中

心からソフト重視へと転換しています。      （伊丹 記） 

口座名  月間収入額   月間支出額 

一般口 26.500 円 45.584 円 

ファンド口 24.350 円 20.000 円 

ご協力者名 重量 ご協力者名 重量 

齋藤昭七氏 G 25.0㎏ 岩瀬琢郎氏 G 7.0 ㎏ 

長谷川正雄氏 G 2.4 ㎏ 櫻井浩行氏 G 0.45 ㎏ 

10 月合計 34.8 ㎏ 

      編 集 後 記 


