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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 

人々にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた 

がたも人々にしなさい。 

マタイによる福音書7章12節 

Do for others what you want them to do for you. 

               Matthew７-12 

東京むかでワイズメンズクラブ 
THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO-MUKADÉ  “CENTIPEDE” 

━━━━━━━━━━━ 
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 
━━━━━━━━━━━ 

 ６月 評価について  

各自のこの1年をふりかえり、自らの手で、行動で 

例会を中心にしたクラブライフ  ・充実感はいかが? 

東新部長を支えたこの年 ・野尻のファミリーキャンプ・ 

スタートを切った“Y・Y・Y CAMP”     継続は力、 

   小さな努力の積み重ねが大きな力    （神保 記） 

━━━━━━━━━━━ 

 会    長  土井 宏二 

 副 会 長  佐藤   猛 

 直前会長 森本 晴生 

━━━━━━━━━━━ 

６月本例会 プログラム 

          

準備 櫻井 浩行 長谷川正雄 

               受 付 櫻井 浩行 

                司  会  伊阪 哲郎 

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           鈴木 健彦 

美味しい・楽しい食事 

今年度の評価、来年度計画    参加者全員          

強調月間アピール               神保伊和雄 

ハッピーバスデー・結婚記念      司 会 

スマイル             今井 武彦 

諸 報 告 

閉会挨拶          副会長 佐藤   猛 

閉会点鐘           会  長  土井  宏二 

６月 本例会 

日  時  2016年 ６月２１日(火) 18：30～20：30 

場 所 東京ＹＭＣＡ東陽町センター１階・多目的室 

参加費 1,500円（食事代含む） 

出欠は 6月17日(金）までに今井会計までお知らせください 

２０１６年 6月例会 （第６５２回） 

（強調月間：評価） 

         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」 

２０１６年 5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  14.600 円 

正 会 員 15 名 出席(メネット) 2 名       0 名     ＢＦポイント  0 円 

功労会員 2 名 出席(コメット) 0 名                        

在籍者数 17 名  出席(ゲスト) 1 名       

出席（正会員） 15 名 出席(ビジター) 0 名  リングプル 604.05 Kg 

出席(功労会

) 
0 名  例会出席総数 18 名 出席率  15 /15＝ 100％ むかで基金    14.600 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 

21日 櫻井 浩行 2７日 伊阪 哲雄 

29日 城井 姚子 30日 星野 里奈 

          結婚記念日おめでとう 

3日 窪田とき （春雄）  

201６-201７年 下田会議に全員参加しよう！ 

日 時  ７月２日（土） １３:００～１８:00  

場 所  社会体育保育専門学校の３Ｆ教室 
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         ５月 本例会報告          

5月17日（火）18：30に、 司会吉田紘子さんのもとで第

651回むかでクラブ5月本例会が開催された。土井会長

の点鐘、出席者全員によるワイズソング斉唱。司会による

ゲスト、ビジターの招介、今月の聖句・感謝の祈りは星野

さん。そして食事へと続いた。食事の後片山恵氏から「フ

ィリピン・アメリカで日本語先生体験記」と題した卓話をい

ただいた。【写真＝スライドを使った片山さんの卓話】 

片山氏は北海道の御出身で、大学卒業後3年間ホテ

ル勤務をされ、退職後オーストラリアで日本語学校養成

講座を受講そのままオーストラリアの日本語学校に非常

勤講師として勤務。帰国後、国際交流基金の日本語教師

としてフィリピン・アメリカへ赴任される。現在は早稲田大

学日本語教育研究科修士課程に在籍。片山氏の話によ

ると、各国の外国語教育の中で日本語教育は必ずしも一

番人気があるわけではないが、確実に需要がある。 

受講する生徒は熱心で,よく勉強する。フィリピンでは2

ケ所の公立の学校を担当した。1ケ所はレベルの高いエ

リートが通う学校で、もう1ケ所は庶民的な学校であった。

学校の設備に歴然とした差があったが、どちらの生徒も

熱心であった。と話された。 

その後、高津君から強調月間アピールがあり、司会に

よるハッピーバスデー・、結婚訳念日該当者の紹介、櫻

井さんによるスマイルと続いた。各諸氏からの諸報告は、

今井夫妻から川口こども食堂訪問報告がなされた。又、

土井会長からは、次の第2例会において今後のむかでク

ラブのあり方を議論したいので、多数が参加するようにと

の要請があった。又、鈴木からは23～24日に山中湖で

行う、YYYキャンプのための下調べのキャンプについて

の意義、目的と、プログラム内容についての説明があった。

最後に土井会長の点鐘で会は閉じられた。 

出席者：土井、伊坂、伊丹、今井、櫻井、佐藤、城井、 

神保、鈴木、高津、長谷川、星野、森本、 

吉田司、吉田紘子、 

メネット：今井、高津 

卓話者：片山恵      （敬称略）      （鈴木 記） 

「川口こども食堂」訪問報告 

岩の上教会主催の「川口こども食堂」を５月１２日（木）

訪問。会場は、ベーカリー・ジローの店頭。４月に続いて、

今回で２回目の食堂開催。開催日は月２回。開催時間は

午後５時半～７時まで。 

１２日は、こども８名、大人９名の合計１７名が集まった。

食事メニューは、煮込みハンバーグ定食。つきあわせ各

種、切干大根、コーンスープ、フルーツゼリー。調理担当

は牧師夫人と牧師夫人のご両親の３人。全て素材からの

調理で、レストラン顔負けのこころのこもった料理だった。

鈴木牧師のウェイター兼進行役は、子どもたちと会話を

弾ませていた。 

鈴木牧師によると、支援を必要とするこども達に食堂に

来てもらえるかが問題だと（４月１回目はこども来訪者な

し）。その為には、継続的な広報活動、開催日に人が集

まっていること（大人でも良い）。そうした中で、支援を必

要とするこども達に安心感をもって来てもらえる雰囲気作

りが重要。 

大変、息の長い事業であり、私たちむかでクラブもCS

事業の柱として次年度から正式に支援実行していきまし

ょう。                        （今井 記） 

 

ＹＹＹキャンプニュース 

5月23日、24日の1泊2日山中湖YMCAキャンプ場で、

10月に行うプレキャンプ、又それに続いて来年度か実施

するYYYキャンプの調査のための、キャンプを実施した。 

このキャンプで特に留意した点は、①どのようなプログ

ラムがキャンプを楽しくするか、②どうやって多数の仲間

に声をかけ集めることができるか。③キャンプの運営はど

のように執り行うか等である。 

10月にもう少し大々的なキャンプを実施し内容をより良

いものとしていく。 

参加者:土井、伊坂、伊丹、今井、櫻井、城井、 

神保、鈴木、高津、吉田司、吉田紘子 

メネット：土井、城井              

 （鈴木 記）  
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       会  長  通  信 

来季の会長方針を考える時期になりました。今期は「時

間を守る」本例会等の時間の開始 終了時刻100％守ら

れました。方針は解り易い表現で短くが私のモット―です。

今期は「先ずは、お返しの心で」にしました。人は存在を

認められた時喜びを感じ無視された時悲しむものです。 

「お返し」とは答える、返事する、報いる、反対する、返

却する、反応する、返礼する等、日常何気なく行っている

事です。「お返し」に（心で）が加わる事がポイントです。

「心で」は常に相手を思って、考えて、誠意をもって、敬

意をもってお返しをする事と私は考えます。 

良好な人間関係を構築する大切な手段が「先ずは、お

返しの心で」だと思います。むかでワイズメンズクラブは入

会30年 40年のベテランから入会1年生の新人、年齢幅

も約30年差、男性と女性、宗教観等、千差万別です。 

「先ずは、お返しの心で」全ての行動、言動、活動をし

たいと考えています。世間では「目配り」「気配り」「思いや

り」と言われていますが、これも「先ずは、お返しの心で」

の良い例です。 

ビジネスの世界ではよく≪報 連 相≫が大切と言わ

れていますがこれも「先ずは、お返しの心で」です。 

要はあまり難しいことは考えず自分の行動、言動、活

動は常に相手を考えて宜しくお願いします。 

                               （土井 記） 

＜2016年6月の予定＞ 

3日（金）東京センテニアル・６月本例会 

4日、5日（土、日）東日本区大会(長野) 

7日（火）東京むかでブリテン印刷 

7日（火）東京多摩みなみ・6月仮例会 

8日（水）東京目黒・6月本例会 南センター13:30～ 

13日（月）東京町田・6月本例会  

14日（火）東京・6月本例会 

17日（金）東京世田谷・6月本例会 

21日（火）東京むかで・6月本例会 

23日（木）信越妙高・6月本例会 

25日（土）東京コスモス・6月本例会 

25日、26日(金、土）西日本区大会（大阪） 

28日（火）東京むかで・6月第二例会 

＜7月以降の予定＞ 

 2日（土）東京むかで下田会議 東陽町センター 

 5日（火）東京むかでブリテン印刷会 

17日（日）仮・東京多摩チャーターナイト 

19日（火）東京むかで・6月本例会 

23日（土）第1回東新部評議会（東陽町センター） 

26日（火）東京むかで・7月第二例会  

      ５月 第二例会報告          

5月25日第２例会が開催されました。冒頭に今期野尻

学荘のディレクター・小松（コマッチョ）さんの挨拶が行わ

れた。 ①６月号ブリテンの内容の検討 ②23～24日実

施されたミニキャンプの感想 ③今期の反省点の議題で

検討、討議し、会長方針の「時間を守る」ことで8時30分

終了した。 

①はブリテンの執筆者決定、本例会議題の評価、下田

会議等の日程確認 ②正式な総括は６月本例会で実施

の予定だが、全体としては「良い」との評価 ③会長への

回答は殆どがなされ、次期への課題としては、東新部評

議会への提言、食事、第２例会、印刷会の再認識、ワイズ

ソングの日本語、こども食堂のサポート等、6月の第２例

会で検討し、下田会議に諮る事にした。 

今回司会（会長）の進行不備により、発言者と質問者と

の間にちょっとした亀裂が生じ、課題を残した。 

出席者：土井、鈴木、高津、伊丹、今井、長谷川、星野、

吉田司、吉田紘子            （土井 記） 

 

津 波 石 報 告 

私達が進めて来た東北大津波の教え石が、雄勝地区

萩の浜中学校での3ヵ年計画の授業として、萩の浜に津

波石を建立するという計画になりました。仙台の清水さん

からご連絡をいただき、できる限り協力をしたいと考えて

います。企画、デザイン、模型づくり、石材店への発注と

色々な勉強につながると考えます。 

今までの津波石の進め方を紹介したり、企画のつくり方、

デザインの仕方など経験したことのない新しい挑戦にな

ると考えます。6月中に清水さんの案内で萩の浜中学校

へ行く予定です。5/28石巻ワイズメンズクラブが発足する

に当たり、良き企画になると考えます。これからどう進んで

いくのか興味深く見守っていてください。   （城井 記） 

 

東京多摩みなみクラブ設立総会 

「東京多摩みなみワイズメンズクラブ」は、2016年5月

22日（日）午後3時より、コンティ多摩センター2階におい

て設立総会を開催しました。 

設立メンバーは15名で、そのうち新入会員11名、移籍

会員3名（東京1、東京コスモス2）、担当主事1名です。 

設立総会では、東京まちだ、東京コスモス両スポンサ

ークラブ会長が挨拶、伊藤幾夫設立準備委員長の設立

経過報告と続き、メインプログラムである設立総会議事に

入り、クラブ会則、クラブ予算、そしてクラブ役員をそれぞ

れ承認しました。 

続いて、新クラブメンバーが一人ずつチャーター申請
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書に署名を行いました。 

祝辞では、渡辺隆東日本区理事、菅谷淳東京 YMCA

副総主事、伊丹一之東新部部長が壇上に立ち、それ

ぞれの立場からお祝いの言葉を述べました。 

最後に、新クラブの石田孝次会長より、力強い挨

拶があり【写真】、設立総会を閉じました。 

懇親会は、1 階ラウンジに会場を移し、利根川恵

子東日本区次期理事の乾杯で、ビュッフェパーティ

ーとなり、コンティ多摩センターご自慢のヘルシー

料理が並びました。 

最後に、綿引康司新クラブ副会長よりお礼の言葉

があり、伊藤幾夫新クラブ副会長の閉会の言葉をも

って、全プログラムを終了しました。                                  

むかでの出席者：伊丹、櫻井         （伊丹 記） 

 

         ＹＭＣＡニュース 

 ◆熊本地震緊急支援 

熊本地震の緊急支援募金のご協力をお願いします。こ

の募金は被災地の復興支援と被災YMCA再建・運営支

援のために用いられます。 

【募金期間】2016年6月30日（木）まで 

【募金方法】以下の口座にお振込みをお願いします 

みずほ銀行 神田支店（店番号１０８） 

普通１１２３６６９公益財団法人東京YMCA 

＊振込時にお名前の後に「クマモト」と記入下さい 

東京YMCAでは、募金のほかに現地への応援スタッフ

派遣を継続し、熊本YMCAが行う避難所運営等をサポ

ートしています。 

 

◆第804回 東京ＹＭＣＡ早天祈祷会 

【と き】2016年7月1日（金）7:00～8:30 

【ところ】東京YMCA山手センター 1階ホール 

【奨励者】山田公平氏 

（社福）とちぎYMCA福祉会理事、前アジア・太平

洋YMCA同盟総主事、元日本YMCA同盟総主事、元

とちぎYMCA総主事） 

◆東京ＹＭＣＡ午餐会 

【卓話者】石黒圭氏（国立国語研究所） 

【テーマ】日本語の言葉 

【と き】2016年6月23日（木）12:00～13:30 

【ところ】東京大学YMCA 

（南北線・東大前駅歩0分） 

     改札前エレベーターをのぼってすぐ。 

【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 

◆第19回 東京ＹＭＣＡ会員芸術祭 

絵画・書画・写真・ＣＧアート・陶芸・手芸・彫刻な

ど会員による素晴らしい作品展示を楽しみましょう。 

【オープニングセレモニー】 

2016年6月25日（土）14:00～15:30  

津軽三味線 演奏 嶋倉昌平さん 

【会 期】2016年6月27日（月）～7月2日（土） 

     10:00～19:00（最終日～15:00） 

【ところ】東京YMCA東陽町センター 1階 

（星野 記） 

         むかでのたわごと 

どおしたものかと弱ってる！  ・・・さん 後生だ  

あの・・・・ 捥いでくれないか!  

精神的・肉体的・経済的にも不安定なため、 

年度末ながら休ませていただきます。あしからず。 

7月から再スタートします。乞うご期待 （尽慕巌：記） 

 

   ５ 月 会 計 報 告 

１． 月間収入・支出合計           期間5/1～5/31 

口座名 月間収入額 月間支出額 

一般口 3,000円 34,150円 

ファンド口 14,600円 円 

・一般口支出  例会弁当代 21千円  

卓話者謝礼 10千円 

・ファンド口収入   スマイル 14千円 

（城井・今井 記） 

 

２． リングプル 4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 1.6kg 齋藤昭七氏 25.0kg 

  ５月合計 26.6 kg 

    

                    

     編 集 後 記 

新しい年度を迎えるにあたって、新旧の良い点、悪い

点を吟味しながらクラブの活性化を図りたい。 

（鈴木 記） 


