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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 
健康な人には医者はいらない。 
        いるのは病人である。 
             （ルカによる福音書5-31) 
“People who are well do not need a doctor, 
  but only those who are sick.”（Luke 5-31） 

２０１６年７月 ～ ２０１７年６月 

国際会長主題 「私たちの未来は、今日から始まる」 

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 「明日に向かって、今日動こう」 

東新部部長主題 「今チャレンジ、明日に向かってワクワク東新部」 

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  城井  廣邦 
 直前会長 森本 晴生 
━━━━━━━━━━━ 

━━━━━━━━━━━ 
書    記 鈴木 健彦 
会    計  今井 武彦 
担当主事  星野  太郎 

━━━━━━━━━━━ 

１月 新年例会 

日  時  2017年１月２１日(土) 12：30～15：00 

場 所 もりのいえ 

住所  新宿区神楽坂３－６ 

電話  ０３-３２６０-１２１９ 

毘沙門天に向かって左路地を入り左側です 

会  費  ６，０００円 

※出欠は1月17日までに鈴木書記までお知らせください 
 

年賀切手等で、CS資金を集めよう！！ 

・一人１２５０円目標でお願いします。 
・納付期限は、１月２１日（土）新年例会日までです。 

１月 IBC/DBC  
IBC は 東京むかでクラブは現在不調！ 
DBC は 神戸ポートクラブと年に2回の交流の

時をこの10年来続けております。クラブ同志の共通

事業でも行えるといいですね。       （神保 記） 

         HAPPY  BIRTHDAY 
19日 星野太郎 23日 櫻井啓子 24日 鈴木健彦 

         結婚記念日おめでとう 

26日 神保伊和雄・久子 

２０１６年 １２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  20,510 円 

正 会 員 15 名 出席(メネット) 2 
 
名       1 名 

 名 
ＢＦポイント  現金累計 0 円 

功労会員 1 名 出席(コメット) 0 名 櫻井浩行 12/23 ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ              切手累計        0  

在籍者数 16 名  出席(ゲスト) 17 名      

出席（正会員） 11 名 出席(ビジター) 2 名  リングプル  累 計 791.75 Kg 

出席(功労会員) 0 
－ 

名 例会出席総数 32 名 出席率  80 % むかで基金   今月分  63,440 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 

 

２０１７年 １月例会 （６５９回） 

（強調月間：IBC/DBC） 

１月新年例会 プログラム 

受   付  今井  武彦 

                        司   会  櫻井 浩行 

第1部 例 会 (12時30分) 

開会点鐘             会長代行  神保伊和雄 

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            高津 達夫 

ランチ 

今年の抱負           参加者全員 

ス マ イ ル           鈴木 健彦 

強調月間アピール・諸報告     各担当者 

ハッピーバースデー・結婚記念     司  会 
 
第2部 ジャズコンサート (13時30分)  

ボーカリスト    鈴木  史子 

閉会挨拶         書  記  鈴木 健彦 

閉会点鐘         会長代行  神保伊和雄 
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   １２ 月 本 例 会 報 告 

12月の本例会は、クリスマス祝会として行われた。午後6

時から最初に多目的室で鈴木悟牧師のもとで礼拝が行わ

れ、参列者一同で主のご生誕を感謝し祝った。 

【写真は鈴木悟牧師によるクリスマス礼拝】 

 

続いて、場所をウエルビーに変えて、クリスマス祝会とし

て例会を行った。さらに、参加者が持ち寄った食事によるボ

ットラックパーティーが開かれた。腕によりを凝らして作られ

たおいしい食事に皆で舌鼓みをうっていただいた。 

 

【写真は田下さんと星野さんのデュエット】 

食事のあとは田下さんによるバンジョーの演奏も行われ、

星野さんとのデュエットも披露され、楽しいひと時を過ごし

た。                                   （鈴木 記） 

出席者：伊丹、今井、城井、神保、鈴木、髙津、長谷川、

星野、森本、吉田司、吉田紘 

メネット：今井みどり、髙津寿江 

ビジター：佐藤茂美、磯田幸子 

ゲスト： 鈴木悟（牧師）、阿部英世（友の会）、 

池内華子、池内玲子、大野朔太郎、大野奈美、 

大川芙喜子、志村裕子、 

鈴木奈保、鈴木祥輝、鈴木天兵、鈴木麗架、 

田下昌人、橋本美穂、星住秀一、向山新子、 

山本尚子    以上32名  （敬称略） 
                        

       DBC 神戸ポートクラブ交流 報告                     

神戸ポートクラブとのDBC交流は、毎年クリスマスには東

京むかでクラブの有志が神戸を訪問しています。今年は、

12月9日（金）・10日（土）に神戸を訪問してきました。 

9日は、まず午後6時30分から特別養護老人ホーム「オリ

ンピア」でのクリスマス会に参加しました。牧師さんのメッセ

ージを聴き、混声合唱団「くさぶえ」の皆さんの演奏、そし

てサンタクロースに扮したベトナムからの留学生の女性2名

からプレゼントが贈られました。 

午後8時からは、グリーンヒルホテル神戸に会場を移し、

12月例会「DBCナイト」となりました。神戸ならではの美味

しいビュッフェをいただき、その後は、音楽の贈り物「みん

なで祝おうクリスマス」となり、いろいろな楽器や歌が披露さ

れ、むかでのメンバーは「トーンチャイム」に挑戦して拍手

をいただきました。  【写真は例会での集合写真】 

 

翌日10日は、山田さんの車でホテルを出発、苅藻（かる

も）マリーナから佐野さんのクルーザーに乗せていただき、

神戸港クルージングです。三菱重工や川崎重工の造船所、

メリケン波止場を海から観光、ポートアイランド、六甲アイラ

ンドの橋をくぐり、芦屋マリーナで上陸しました。 【写真】 

 

豪華クルーザーが停泊しているマリーナを見下ろすレス

トランで、ゆっくりとランチコースを楽しみ、帰路はアイラン

ドの沖合を通るコースで、苅藻マリーナに戻りました。 

充実した2日間をプロデュースしてくださった神戸ポート

の皆様、ありがとうございました。          （伊丹 記） 

むかでの出席者：神保、髙津夫妻、伊丹  
 

    石巻 荻浜中学校 津波石建立計画       

2016年12月1日、石巻市名振地区高橋自治会長、石巻

広域ワイズ清水ワイズ、東京むかで城井が、ミサワホーム
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竹中社長を訪問し、津波石建立への協力への感謝を伝え、

これからも東北大地震被災地への津波石建立の協力をお

願いした。いままでの津波石の実績を見て地道な活動に対

し、竹中社長は改めて感動され、今後の協力へのお約束を

して頂きました。社会的にも大切な事業であり忘れてはなら

ない東北大地震の教えが繰り返されない様に建立をしてい

きたいと思った。                          （城井 記） 
 

  １２月の「川口こども食堂」訪問（６）    

12月8日（木）の「川口こども食堂」（川口市末広2-15-17 

ベーカリージロー）開催日に訪問。 

当日も、前回に比べてこども9名、大人14名（うち支援者

11名）の合計23名の方々が参加されました。ただ、ここ３カ

月の参加人数に比べてこども達の参加者数は、少なく、し

かも小学校低学年・未就学児が大半を占めました。今回初

めての参加者はゼロでした。 

私たちは午後4時半ごろ現地到着し、今井メネットが調理

手伝い、神保・鈴木・今井は、会場設営、来場者に紙コップ

を渡して名前を紙コップに書いてもらう手伝いをしました。 

   【写真＝牧師夫人父とボランティアの中井さん】 

 

本日のメニューは、暖かいマカロニグラタン、胡瓜とミニト

マト、ジャガイモサラダ、デザートはフルーツポンチ。いず

れも素材からの加工手作り。調理場は5名（うち応援者3

名）。 

参加者が少なかったこともあり、テーブルで子供たちと一

緒に支援者も食事を食べることができて、これはこれで楽し

いひと時が与えられました。 

こども達と付き添いの母親の食事があらかた終わると牧

師先生司会のゲームを楽しみ、ゲーム勝者には、ケーキが

振舞われました。7時に終了となりました。 

来年1月のこども食堂開催日は、12日（木）と26日（木）

です。                                  （今井 記） 
 
  シニア Y・Y・Y キャンプ関係連絡        

今年の第一回のキャンプは5月14日～17日の3泊4日で

東京YMCA山中湖センターに予約した。また参加する日

時は参加者の自由とし、参加形態に合わせた参加費を用

意した。それに伴い参加募集のチラシと申込書を作成した

ので各クラブや友人に配布し宣伝してください。 

（鈴木 記） 
 

会  長  通  信 

あけましておめでとうございます 

手術は無事終了して、自宅にもどったが、現在放射線治療

を続けている。そのせいか体調が悪く食欲がない。まだ例

会に出られそうもないので皆様よろしくお願いします。 

＜1月の予定＞ 

7日（土）在京ワイズ新年会（山手センター） 

7日（土）東京まちだ・1月本例会（在京新年会に合流） 

10日（火）東京むかで･ブリテン印刷会 

10日（火）東京・1月本例会（100人例会） 

10日（火）東京多摩みなみ・1月本例会 

12日（木）東京センテニアル・1月本例会 

20日（金）東京世田谷・1月本例会 

21日（土）東京むかで・1月新年例会（もりのいえ） 

（12:30～15:00開催） 

24日（火）東京むかで第二例会 

26日（木）信越妙高・1月本例会 

28日（土）東京コスモス・1月本例会 

＜２月以降の予定＞ 

2/4(土)～2/5(日) 東西日本区交流会（東山荘） 

７日（火）東京むかで･ブリテン印刷会 

18日（土）東新部EMCシンポジウム（山手センター） 

21日（火）東京むかで・2月本例会       

24日（火）東京むかで第二例会 
 

    2016年度クリスマス・オープンハウス報告    

12月23日（金･祝）恒例の東京YMCAクリスマス・オープ

ンハウス。開店準備を午前9時からのスタート、当然カレー

の仕込みは前日以前に調理開始。今年はここ数年になく

ご飯の心配がありませんでした。さすが委員長です。 

まずカレーはSB食品からのご寄贈品業務用カレー。そ

して具材の野菜は高津家・今井家・伊丹家・長谷川家で前
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日調理してご持参ご苦労かけました。美味しかったです。 

お米は吉田紘子氏が廉価で美味しいものを特別手配。ここ

までの準備であとは結果がついてくるものです。 

コロッケカレー(東京クラブ）・カレーそば（東京北クラブ）

のメニューもあり、相乗効果が上がり ＠250．×249.16杯  

￥62,290．の売り上げで繰り上げ予算達成でした。 

当日の参加者（ご苦労様でした。） 

友の会：龍野眞智子・学生ボランティア3名 

メネット：高津寿江・伊丹節子 

メンバー：高津達夫・今井武彦・星野太郎・城井廣邦 

・吉田紘子・長谷川正雄・櫻井浩行・吉田司・神保伊和雄 

追記：龍野さんはラッフル券で2等自転車をゲットされた

そうです。  例会には自転車で登場ですか？ 

 (尽慕巌 記） 
 

     １２月 第 二 例 会 報 告                       
オープンハウス終了後に開催予定でしたが、参加者疲

労感激しく、１月ブリテン要件決め、散会。その後、メール

等で連絡を取り合いながら、伊阪君の意思確認し、休会扱

い申請と、「2016-１７年度後期半年報報告」を今井が提出

しました。                                （今井 記） 
 

東京ＹＭＣＡニュース   

◆東京ＹＭＣＡホームページリニューアル！！ 

東京YMCAの語学教育、キャンプ、障がい者プログラムな

ど、主にコミュニティー事業のホームページがリニューアル

されました。全ページがスマートフォン対応となり、トップペ

ージからはワンクリックで希望の活動にアクセスできるように

なりました。ぜひご覧ください。https://tokyo.ymca.or.jp/ 

◆東京ＹＭＣＡ第１１回子育て講演会 

「岡田武史氏が子育ての明日を語る」と題して元サッカ

ー日本代表監督の岡田武史氏に講演頂きます。 

【と き】2017年1月28日（土）10:00~12:00 

【ところ】しののめYMCAこども園 

【定 員】250名 ※定員になり次第締め切り 

【申込み】Email：kaiin@tokyoymca.orgまたは 

          Fax：03-3615-5578 

【問合せ】東京YMCA会員部 tel.03-3615-5568 

◆東京ＹＭＣＡ第８１１回早天祈祷会 

【奨励者】加藤義孝氏（東京ワイズメンズクラブ） 

【と き】2017年2月1日（水）7:00~8:30 

【ところ】東京YMCA山手コミュニティセンター 

【問合せ】東京YMCA会員部 tel.03-3615-5568 

（星野 記） 
 

１２ 月 会 計 報 告 他 
１． 月間収入・支出合計     12/1~12/31 

・一般口収入 年会費 25 千円 例会参加費 20 千円 

         DBC 交流資金 35 千円 

・一般口支出 神戸ﾎﾟｰﾄ交流 35 千円、図書ｶｰﾄﾞ 5 千円 

こども食堂支援（ｸﾘｽﾏｽ支援含む）15 千円 

ｸﾘｽﾏｽ例会出席者謝礼 20 千円 

・ﾌｧﾝﾄﾞ口収入 クリスマス献金 20 千円、 

桜印燻製ﾌｧﾝﾄﾞ 42 千円、YYY ｷｬﾝﾌﾟ 30 千円 

・ﾌｧﾝﾄﾞ口支出 YMCA 国際協力献金 20 千円 

YMCA ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ抽選券購入 20 千円 

DBC 交流資金補助 30 千円 

                      （今井 記） 

２． リングプル 12 月預かり G：ｸﾞﾙｰﾌﾟの略 （神保 記） 

  
累計が738.45㎏です。次の車椅子プレゼント先を検討

しましょう！！！。 
 

あけましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いいたします。 

やっぱり忙し過ぎますよね！ だが待てよ？ 

 段取り・中身（何をどこまでやる・規模はどの程度） 

 我々の年齢！今一度考え直してみては如何かな？ 

今まで出来たことなどは参考にならない。 

今を見直そう、足元をみつめよう、 

じっくりのJ、穏やかにのO、ユッタリのY、爽やかにのS、 

そしてあたえられたJOYS！ 

I ｇｉｖｅ ｙｏｕ ｊｏｙ．  Ⅰwish ｙｏｕ ｊｏｙ． 

今年はこれで行きましょう！           (尽慕巌) 
 

新聞では「モノより体験」とか、若者の消費の身の丈未満、

デフレ育ちの節約志向。所得増えても貯蓄回しと言った記

事が良く見られる。長い氷河期に育った子ども達が成長し

た社会は仕事の受け皿も少なく、若者は就職できずアル

バイトするしかない人が多い。 

その結果少子高齢化は急速に進み続けている。結婚で

きない若者を生んでしまっている。そして、異性とどう付き

合えば良いのか、会話の仕方さえ分からないと言った状況

を生んでいる。このままで良いのか。若者は日本の未来で

ある。若者への支援、応援、そして自立は大切なテーマだ

と思う。若者貧困社会を憂いてる。          （城井 記） 

口座名  月間収入額   月間支出額 
一般口 80,908 円 79,320 円 
ファンド口 5 円 0 円 

ご協力者名 重量 ご協力者名 重量 

長谷川正雄氏 G 2.0 ㎏ 吉田紘子氏 G 50.0 ㎏ 
櫻井浩行氏 0.5 ㎏ あゆみキャンプG 0.1kg 
神戸ポ－トG 0.5 ㎏ 東京星の会G 0.2 ㎏ 

1２月合計 53.3 ㎏ 

      むかでのたわごと 

      編 集 後 記 


