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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  
「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そ

うすれば、見つかる。門をたたきなさい。そうすれば、開
かれる。」            （マタイによる福音書 7章7節) 

“Ask, and you will receive; seek, and you will 
find; knock , and the door will be opened to you . 

(Matthew ７．７) 

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 
━━━━━━━━━━━ 

2月16日（火）までにBF/CS資金を集めよう！！ 

年賀はがき切手シート（同額以上の現金でも可）、 
使用済切手の提出をお願いします。 

  ２月 ＴＯＦについて  

ＴＯＦ（Ｔｉｍｅ ｏｆ Ｆａｓｔ） 「断食の時」とも言い、飢餓で

苦しむ人々へ支援のため、クラブ例会の食事を抜きにし、

その金額を献金し、国際で集め、その年度に定めた支援

目標に捧げる奉仕活動。             （長谷川 記） 

２月本例会 プログラム 

準備 鈴木 健彦 伊丹 一之 

                          受 付  鈴木  健彦 

                          司  会  櫻井  浩行 

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 

今月の聖句/感謝               今井  武彦 

タイム・オブ・ファストのため食事はありません 

卓話「フロストバレーＹＭＣＡから学ぶこと」 

東京ＹＭＣＡ主任主事補佐  星住  秀一氏 

強調月間アピール               長谷川正雄 

ハッピーバースデー・結婚記念     司 会 

スマイル              吉田  司 

諸 報 告 

閉会挨拶           副会長 佐藤   猛 

閉会点鐘             会  長  土井 宏二 

２月 本例会 

日  時  2015年 ２月１６日(火) 18：30～20：30 

場 所 東京ＹＭＣＡ東陽町センター１階・多目的室 

２月はＴＯＦのため食事はありません 

２０１６年 ２月例会 （第６４８回） 

（強調月間：ＴＯＦ） 

     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」 

           HAPPY  BIRTHDAY 
1日 佐藤 猛  4日 森本 晴生  16日 窪田 とき 

          結婚記念日おめでとう 

17日 今井 武彦・みどり 

２０１６年 １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   今月分 20,725 円 

正 会 員 15 名 出席(メネッﾄ) 3 名       1 名    

功労会員 3 名 出席(コメット) 0 名 櫻井浩行 1/26 第二例会    

在籍者数 18 名  出席(ゲスト) 4 名     

出席(正会員) 12 名 出席(ビジター) 5 
 
名  リングプル  累 計 575.65 Kg 

出席(功労会員) 2 名 例会出席総数 26 名   出席率13/15＝87％ むかで基金   今月分 69,185 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 
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       １月 新年本例会報告        

2016年1月の新年本例会は、1月11日（月・祝）12：30

～15：00、神楽坂・フランス料理店「ルバイヤート」で開催

されました。1月本例会は、何時もの東陽町の会場から外

に出て、しかも昼間を設定したことで、夜の外出が難しい

とされる高齢者（シニア）の方が容易に出席できるように

企画されました。会場(お店)は、土井メネットのご紹介の

レストランで、貸切で他のお客様に気を使うことなく、出席

された方が気ままに、フランクに話をすることができ、メン

バーを中心に、シニア、ゲスト、ビジター、元主事を含め

25名の出席がありました。例会では、おいしいフランス料

理と甲州ワインを楽しみ、そしてシャンソンをワインを片手

にして聞き、最後は当クラブのテーマソング「美しい湖水」

を参加者全員で声高らかに唄い、それも複数回に及ぶ

盛り上がりでした。 

司会は伊丹君

が担当。土井会

長の点鐘でス タ

ートしました。全

員でワイズソング

を歌い、ビジター

とゲストの紹介、

続いて開会の祈りは高津君が行いました。 

乾杯の音頭はシニアの阿山剛男君【写真】。そして、フ

ランス料理を味わいつつ、久しぶりにお会いするシニアと

の話や、旧メンバーとの再会、他クラブメンバーとのお話

が賑やかに行われました。そんな中で、今年の抱負を、

各自思い思い胸に、個性豊かに、賑やかに、語りました。

いつも通り、野次あり、ブーイングありの歓談のひと時の

中に、今年１年の活動に楽しさと意気込みが見えます。 

今年も、東京むかでクラブは、恒例行事である野尻ファ

ミリーキャンプ、東新部のホストクラブとしての行事、東日

本区大会など諸々の行事を控えています。 

当クラブのメンバーは、会長以下、上記のいずれかの

行事に何かのかたちで担当あるいは関与しています。こ

れ以外に、東陽町センターの夏まつり、オープンハウスな

どの他、東京YMCAの各種の活動を、正面または側面か

ら支えています。 

各自の新年の一口抱負に共通していることは、以下の

ようなことに集約されます。 

第１に、昨年7月にスタートした伊丹一之東新部長を支

えるホストクラブとして、むかでクラブの特徴をアピールし

つつ、後半年、伊丹部長を支援して最終の美を迎えま

す。 

第２に、当クラブに課せられた新プログラムの開拓と推

進です。それはシニアキャンプの企画です。推進委員会

が設けられ、実施間近かの状況になってきました。キャン

プでの交流を通して、青年時代を思い起こし、精神的に

若返り、生きる意欲の再構成を図ります。 

第３に、上記の各活動の行事には自分の出来る範囲

で参加し、YMCAを支えることです。それぞれの立場で、

思いと、願いを込めて、精神誠意頑張る意欲です。それ

が、クラブであったり、東新部であったり、東日本区であっ

たりします。 

第４に、YMCAに対する思いです。各自、その思いと、

関わり方と、時期は、それぞれ違いますが、YMCAに対

する思いです。 

第５に隣人に対する思いが語られましたことです。自分

を支えてくれた方があってこそ自分の立場が明確になっ

ている。支え支えられて人間の生活ができていることが話

されたことです。 

第６に、むかでクラブは、みんなの支えで、出来ている

クラブです。それはむかでファミリーとなって、今年１年を

土井会長を軸として生き生きと心豊かに、明日を生きる青

少年のために活動することです。 

第７に、何と言っても健康です。精神的に青年でも体

力の衰えは止められません。本人を含めご家族の健康が

大切です。 

最後に、次期クラブ会長に、土井宏二君が満場一致で

承認され、会長留任となりました。一層のご支援お願いい

たします。 

出席者：土井、森本、伊丹、神保、阿山、長谷川、今井、

高津、鈴木、窪田、吉田（司）、吉田（紘）、伊阪、

星野 

メネット：土井、高津、城井 

ビジター：立田佳明（東京サンライズ）、佐藤茂美（東京）、

磯田幸子(東京)、黒岩美弥子（東京）、塩入淑

子（東京グリーン） 

ゲスト：頼 仰史(元担当主事)、吉岡 笑(元メンバー) 

中冨允子(中冨レストラン)、向山新子（高津 記）       
        

在京ワイズメンズクラブ会長会報告 

1 月 9 日桜美林大学多摩アカデミーヒルズで会長会が

在京クラブ全参加のもとで 10 時から 11 時 45 分までおこ

なわれた。ワイズソング、ゲスト紹介、島田茂日本 YMCA

同盟総主事、金秀男在日本韓国YMCA総務、廣田光司

東京 YMCA 総主事のご挨拶後、幹事報告、会計報告、

東京・韓国両 YMCA 報告と次年度在京ワイズ新年会の

ホストクラブとして東京たんぽぽクラブ、会長会幹事の件、 

在京ワイズクラブの歴史、意義、目的等の確認、5 月 28

日定例会の全クラブの参加等協議がなされた。その後各

クラブからのアピールタイムがあり、我がむかでクラブはワ

イワイキャンプの実施要項を案内した。YMCA の歌を合

唱し閉会した。 

  出席者：土井、星野                (土井 記) 
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在京ワイズ合同新年会報告 

2016年の在京ワイズ合同新年会は、1月9日（土）12時

30分より、昨年と同じ桜美林大学多摩アカデミーヒルズに

おいて、東京八王子クラブのホストで、133人が出席して

行われました。 

最初に4階のチャペルにおいて礼拝が行われました。

奨励は、桜美林大学チャプレンの薛恩峰牧師より「新しい

年、自分のタレントを生かして生きよう」と題してお話しい

ただきました。礼拝献金は99,000円となり、東日本大震

災支援として、渡辺隆東日本区理事に贈呈しました。 

懇親会は、3階の「高尾の間」に移り、八王子クラブ会

長の点鐘と挨拶で開会、祝辞を廣田光司東京YMCA総

主事、渡辺隆理事、島田茂日本YMCA同盟総主事から

頂き、利根川恵子次期理事の乾杯で会食となりました。

食事が一段落したころ、桜美林大学ファイブステップによ

るピアノ、フルート、トロンボーンの演奏がありました。 

終盤は、クラブ紹介とアピールタイムがあり、東新部か

らは、多摩南部地域に設立準備が進んでいる新クラブと

2月20日に行われる東京センテニアルYサービスクラブ

10周年記念祝会のアピールが行われました。 

最後は、久保田貞視実行委員長の挨拶があり、閉会と

なりました。   

むかで出席者：土井、伊阪、伊丹         (伊丹 記) 
 

  ユニークキャンプ (ワイワイキャンプ)             

むかでクラブで計画しているユニークキャンプの名称

をワイワイキャンプと変更して、活動性と楽しさを強調する。

キャンプ場は利便性を考え山中湖とする等が確定した。 

さらに昨年度の決定で今年度は試行キャンプとして、

春秋2回のキャンプを実施し、問題点を洗い出すことを計

画していた。しかし春のキャンプを実施しょうとするとキャ

ンプ場の空いている日と、むかでのメンバーが揃って参

加できる日がなかなかないことがわかった。第 2 例会にお

いてキャンプ場を東山荘に変更して実施することにした

が、今回のキャンプは、山中でキャンプを実施することの

問題点を見付けるためのキャンプであることから、春のキ

ャンプを無理に実施せず、むかでメンバーが部の役員の

任期を終える秋に実施することを検討している。(鈴木記) 
 

      会  長  通  信 
新年本例会も総員 25 名の参加のもと無事終了しほっ

としています。新しいことを実行することは大変ですが、そ

れなりに楽しんで頂ければ苦労も吹っ飛びます。さて新

年会席上で来季の会長就任を依頼され、いろいろ考えま

したが引き受けることにしました。 

会長就任7か月経過し、定例会、第2例会、印刷会、野

尻湖ファミリーキャンプ、夏祭り、東新部会野尻学荘エベ

ント、信越妙高クラブ記念会、神戸ポートへの訪問、むか

でクリスマス・オープンハウス模擬店カレー販売、そして

新年会と、目のまわるような忙しさでした。何とか無事行え

た事、皆様のご尽力のお蔭と感謝します。これから計画し

ているやんちゃなアクティブシニア対象の「ワイワイキャン

プ」をも是がひとも成功させるため、チョイ辛口になります

が私が勝手に思いついたむかでクラブの問題点を述べ

たいと思います。 

1. クラブとしての目的、ビジョンが明確でない。それぞ

れが思惑で動き、意思決定の際、時には原則と離れた判

断基準で決まるため、全体で解りにくく次に繋がらない。 

2. 規律を軽視したり、行事への支援体制も曖昧のため

盛り上がらず、官僚的バラバラ組織に見えるときがある。 

3. 相手への思いやりがやや欠ける為、低い信頼になり、

自己防衛的なコミュニケーションでは発展的な会になりに

くい。 

私自身の勉強不足、リーダー力不足が一番の原因だ

と思います。天上に唾を吐いていると思ってください。こ

れからは先ず実施しなければならない事は全ての事をオ

ープン化、標準化する事だと思います。私を含めて新し

いメンバーでは暗黙知の世界では通じない事が多々あり

ます。そのために提案をします。 

① クラブの行事については、企画書、予算書、実行計

画書、終了報告書を標準化した書類を作成し記録に残

す。 

② 議案、議題、諸項目決定事項の流れを決める。本例

会、第 2 例会の位置づけを明確にする。特に第 2 例会

は議事録を作成し、本例会で発表したらどうか 

2 月から実行したいと思いますが皆様のご意見をお聞

かせください。 

＜2016年2月の予定＞ 

2日（火）東京むかで･ブリテン印刷会 

5日（金）東京センテニアル・2月本例会 

6日 (土) 東新部フレシュワイズセミナー（山手） 

8日（月）東京まちだ・2月本例会 

9日（火）東京・2月本例会 

10日（水）東京目黒・2月本例会 

16日（火）東京むかで・2月本例会 

19日（金）東京世田谷・2月本例会 

20日（土）東京センテニアルクラブ10周年記念祝会 

23日（火）東京むかで・2月第二例会、部長公式訪問 

25日（木）信越妙高・2月本例会 

27日（土）東京コスモス・2月本例会 

27日（土）石巻市名振浜「津波の教え石」除幕式 

＜3月以降の予定＞ 

1日（火）東京むかで・ブリテン印刷会 

5～6日（土・日）東日本区次期クラブ会長・部役員研

修会（東山荘） 

15日（火）東京むかで・3月本例会 
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22日（火）東京むかで・3月第二例会 
 

      ２月 第二例会報告               
第2例会は、2016年1月26日多目的室で6時30分に開

かれた。検討された内容は以下の通りである。 

1） 次期むかでクラブ役員の件 

会長・土井(留任)、副会長・伊阪、書記・鈴木、会計・今

井               …… 承認 

2) 次期会長・部役員研修会(3月5日～6日・東山荘) 

 伊阪副会長が出席。 

 土井会長は海外出張のため欠席、その他、クラブから

伊丹、今井、森本、神保、高津出席 

3) ワイワイキャンプは提案した日程が東新部の重要会

議と重複するため日程を変更し実施。5月むかでクラブの

本例会に合わせ実施、月・火・水もしくは火・水・木、場所

は東山荘、後日堀口さんと日程打ち合わせの予定。 

 (鈴木 記) 

出席者：神保,今井,伊丹,櫻井,高津,土井,鈴木,吉田,星野 
 

         ＹＭＣＡニュース 
◆スキーキャンプ大盛況！！ 

雪不足が心配された年末年始のスキーキャンプ。全18

のキャンプに855名の子どもたちの参加があり、予定どお

り実施されました。限られた斜面でのレッスン、大混雑し

たリフトという困難な状況を乗り越えて無事にそして有意

義にキャンプが行われました。ワイズメンのお孫さんたち

も多数参加と聞いています。感謝。 

◆東京ＹＭＣＡ会員増強キャンペーン実施中！！ 

1000名の壁を超えて目指すは1200名。来年3月まで

会員増強キャンペーンを展開します。ぜひ皆様のご協力

をお願いします！ 

・クラブでYMCA会員率100％を！（現在89.4%） 

・未会員の方へのお誘いを！ 

パンフレットや申込書などお誘いキットの用意があります。

詳しくは星野まで。 

◆東京ＹＭＣＡ新春特別午餐会 

【テーマ】「かたち」の文化と「型」の文化 

【卓話者】並木浩一氏 

（国際基督教大学名誉教授／日本旧約学会会長） 

【と き】2016年2月22日（月）12:00～13:30 

【ところ】東京大学YMCA （南北線・東大前駅歩0分） 

【参加費】 3,000円 （昼食つき） 

【お申込み】賛助会事務局 tel.03-3615-5568 

◆第800回 東京ＹＭＣＡ早天祈祷会 

【と き】2016年3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】齊藤 實氏（YMCA史学会理事長） 

（星野 記） 

 

   １ 月 会 計 報 告 
1/1～1/31 
口座名 月間収入額 月間支出額 
一般口 25,000円  40193円 
ファンド口 69185円  82116円 

・一般口収入  年会費25千円 

・一般口支出  区献金TOF分 24千円 

・ファﾝﾄﾞ口収入 スマイル     20千円 

櫻印燻製ファンド47千円 
・ファンド口支出 
   区献金CS/ASF/BF/RBM計 82千円 
・なお、区自由献金総額105千円は、東新部口座経由

で東日本区口座へ振り込む。 
２． リングプル 1月預かり G：ｸﾞﾙｰﾌﾟの略  （神保 記） 

ご協力者名 重量 ご協力者名 重量 
長谷川正雄氏G 5.2g 齋藤昭七氏Ｇ 50.0kg 
吉田紘子・司氏G 100.0㎏ 1月合計 155.2kg 
いつも大量の協力・応援感謝いたします。 

ありがとうございました。これからもよろしく！ 
 

      津波の教え石 建立            
 2月27日 午後1時より除幕式を行うこととなりました。

多くのワイズメンズクラブの方々の協力を得てここまで来

ました。当日もペンタゴンの方々も参加いただくことにな

っています。 

当日は9：00に仙台駅に集合。仙台YMCAのバスに乗

り移動していただき、その後準備に入ります。除幕式、感

謝の会は13：00～15：00頃までを予定しています。帰り

の仙台駅には17：30～18：00頃になると思います。 

今回、ミサワホーム桜沢部長、東北ミサワホーム南雲社

長をはじめ多くの方々の参加が見込まれます。東京むか

での皆様にも一人でも多くご参加頂ければ幸いです。 

津波石の製作はほぼ完成に近づいています。大塚亮

治彫刻家の子供が走り登るブロンズ像も完成し、仙台に

届きました。皆様のご協力でここまで来られたことに感謝

申し上げます。                      (城井 記) 
 

       むかでのたわごと           
早いもので、節分・立春 まだまだ寒さの中ですが 

暑さ寒さも彼岸まではまだ、春は遠いのかな？ 

ところで、今年は何かが・・・・・北朝鮮の核実験、 

台湾、蔡英文女性総統の誕生、日本の株価の乱高下、

暖冬のはずが記録的な大寒波、ＩＳテロの泥沼化、 

「政治とカネ」問題そして辞任。何が起こっても 

そして・・・起こる。                 （尽慕巌：記） 
 

     編 集 後 記 

ここ数年間2月号の編集当番となってます。集まる原稿

と中身から毎年、少しずつ変化するクラブを肌で感じてま

す。                                   (高津 記) 


