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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 

主は、あなたを、行くにも帰るにも、今よりと

こしえまでも守られる。 
The LORD will watch over your coming and 

going both now and forevermore. 

詩編121編8節 

         ２０１７年７月 ～ ２０１８年６月 

国際会長主題 「ともに、光の中を歩もう」 

  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 「広げよう ワイズの仲間」 

東新部部長主題 「Ｅ人（イーヒト）になろう」 

２０１７年 ７月例会 （第６６５回） 

（強調月間：キックオフ・Ｙサ・ＡＳＦ・ＲＢＭ） 

野尻ファミリーキャンプに参加しよう！ 

日 時  ８月１２-１４日（土～月）  

場 所  東京ＹＭＣＡ 野尻キャンプ 

７月本例会 プログラム 

             準備 櫻井浩行・吉田 司 

             受付 櫻井浩行・吉田 司 

              司  会  伊丹  一之 

開会点鐘                会  長  城井  廣邦 

ワイズソング(日本語)         一  同 

ゲスト・ビジター紹介            司  会 

会長就任式         準備・司式  髙津  達夫 

今月の聖句/感謝           星野  太郎 

楽しい食事 

部長公式訪問     東新部部長 伊藤  幾夫 

新年度所信スビーチ    会 長 城井  廣邦 

今年度の一口抱負        各事業担当者 

強調月間アピール                髙津  達夫 

ハッピーバースデー・結婚記念      司 会 

スマイル              土井  宏二 

諸 報 告 

閉会挨拶           副会長 櫻井  浩行 

閉会点鐘            会  長  城井  廣邦 

━━━━━━━━━━━   

会    長  城井廣邦 

副 会 長  櫻井浩行 

直前会長 土井宏二 

━━━━━━━━━━━  

━━━━━━━━━━━ 

書    記 鈴木健彦 

会    計  今井武彦 

担当主事  星野太郎 

━━━━━━━━━━━ 

           HAPPY  BIRTHDAY 
3日 佐藤 由美   5日 阿山 剛男 

13日 伊丹 節子  30日 今井みどり 

          結婚記念日おめでとう 

７日 佐藤 猛・由美  

 ７月 キックオフ・Ｙサ  

 当クラブは、通称「下田会議」(キックオフ)資料を更新し

て、新年度前に、新会長以下メンバーが集まり、会長方

針、活動を把握し、今期の活動の充実化に備えます。 
 Yサ(YMCAサービス)は、YMCAの活動を支える活動

です。8/26の「夏まつり」、12/23の「オープンハウス」に模

擬店を出店して協力します。              （髙津 記） 

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

２０１７年 ６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  13,600 円 

正 会 員 14 名 出席(メネッ

 
0 名           0名   ＢＦポイント  0 円 

功労会員 1 名 出席(コメッ

 
0 名                        

在籍者数 15 名  出席(ゲスト) 1 名       

出席（正会員） 13 名 出席(ビジタ

 
2 名  リングプル  157.56 Kg 

出席(功労会員) 0 名 例会出席総数 16 名 出席率  13/14＝93％ むかで基金    23,600 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 

 

７月 本例会 

日  時  2017年 ７月１８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 7月14日(金）までに今井会計までお知らせください 
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           6 月 本 例 会 報 告            

2017年6月22日（火）午後6時30分から東京YMCA東

陽町センター1F多目的室で、2016-17年度締めくくりの

６月本例会（第664回）が行われました。 

司会は、城井廣邦君。開会の言葉・点鐘は、会長土井

宏二君が行い、時間通りのスタートです。続いて全員で

ワイズソングを歌いました。今月のビジターは、本日スビ

ーカーの東京YMCA総主事・菅谷淳氏(東京)、当クラブ

のチヤーターメンバーで、

現在は足利クラブの諏訪治

男氏【写真】の2名と、ゲスト

は、５月のシニアY・Y・Yキャ

ンプに参加された岩永正敏

氏の計3名です。 

鈴木健彦君の聖句・食前

の感謝に続き、升本弁当による食事と歓談の時間となり

ました。 

6月本例会は、例年、食事の後に出席者全員がそれぞ

れの立場からその年度の活動を振り返り、年度を評価し、

来期の基礎と致しました。今月は、総主事の菅谷淳氏に

スピーチを頂く都合から、クラブを代表して土井宏二会

長に総括評価をしていただきました。 

土井会長の２年間の評価は、2015-16年度の、①時間

を守る、②時間を守るのは司会の仕事、③情報の共有を

掲げたこと。その活動の反省と提案を纏めて、2016-17

年度の会長標語「先ずお返しの心で」として、①何に対し

ても迅速に反応する、②良く視、良く聞き、良く話すで皆

様にお願い致しました。おかげさまで、例会も充実し、シ

ニアY・Y・Yキャンプ、子供食堂、津波教え石、夏まつり、

オープンハウス等の活動も予想以上の成果を上げること

ができました。土井会長、2年間ご苦労様でした。 

 
続いて、東京YMCA総主事に今年4月に就任した菅

谷 淳氏【写真中央】のお話しを伺いました。 

スピーチ標題の「東京YMCA本年度の運営について」

を、以下の3点から順次要約してお話しされました。 

第1に私の人生では。新潟県で生まれ。大学卒業後は、

一旦、証券マンとして社会人を経験し、思いを新たにし

て、YMCAに入職したこと。ここで奥様を含め家族の支

えが大きかったこと。第2はここ数年の東京YMCAの現

状。営利団体でない東京YMCAの運営は想像以上に厳

しいものであった。大きな要因は人件費にあったが、職

員の皆様の協力で赤字は解消できた。第3はこれらの観

点から私の考え方としては、中期計画を作り、優先順位

を設けて実行したい。特に①

会員活動の充実、②コミュニ

ティの充実、③設備投資、④

人材育成などを熱く語られま

した。 

ゲストの岩永氏【写真】から

は、7月29日に上映される映

画「やさしくなに」のアピールがありました。 

出席者：城井、土井、森本，髙津，伊丹，櫻井，鈴木， 

今井、長谷川，吉田司，吉田紘、神保，星野 

ビジター：菅谷淳(東京) 諏訪治男(足利) 

ゲスト：岩永正敏       （敬称略）       （髙津 記） 

 

         第20回 東日本区大会報告          

第20回東日本区大会は、2017年6月3日（土）12時45

分より、埼玉県川越市・「ウェスタ川越」を会場に、川越ク

ラブのホスト、東西日本区、アジアから418名が出席して

盛大に行われました。 

12時45分、大ホールでのオープニングセレモニーでス

タート。続いてバナーセレモニーが行われ、細川東新部

長の掲げる東新部バナーを先頭に、土井会長が東京む

かでバナーを掲げて登壇しました。【写真】 

 

13時20分からの開会式では、開会宣言・点鐘、開会祈

祷、開会の言葉に続いて、来賓祝辞は川越市長、小江

戸観光協会長、日本YMCA同盟総主事、アジア太平洋

地域会長、西日本区理事から頂きました。 

14時からは東日本区アワーが行われ、年次代議員会

報告、区7部の部長報告、東日本大震災・熊本地震支援
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報告が行われました。 

 
【写真＝神戸ポートの大野・山田両氏と共に】 

16時からの記念講演は、いすみ鉄道株式会社・鳥塚

亮社長の「ローカル線を救うおもてなし―危機を乗り越え、

地域を元気にする方法－」のお話を面白可笑しく伺いま

した。常に現実に即した考えと、実行する楽しみを痛感し

ました。 

講演後、キャンプソングを参加者全員で歌いました。 

19時からは、1階の多目的室に会場を移し、晩餐会が

行われました。食前の感謝に続き、栗本治郎次期理事の

乾杯でディナーを楽しみました。 

6月4日（日）は、9時10分から聖日礼拝、9時40分より

東日本区アワーが行われました。そこで行われた表彰式

では、東京むかでクラブは7つの部門で表彰を受けまし

た。また、（別途記述） 

理事引継ぎ式では、青木一芳元国際会長の司式によ

り、利根川恵子理事から栗本治郎次期理事へ引き継が

れ、次いで役員引継ぎ式が行われ、東新部も細川剛部

長から伊藤幾夫次期部長にバッジが引き継がれました。 

閉会式の最後には、ホスト川越クラブの松川厚子大会

実行委員長がお礼の挨拶に立ち、周辺クラブの支援で

大会を成功に導いたことに対して大きな拍手が送られま

した。                                 (髙津 記) 

東日本区大会での当クラブの表彰 

地域奉仕事業表彰 CS献金達成賞、ASF献金達成賞  

会員増強事業表彰 なし 

国際・交流事業表彰  BF部門銅賞、TOF部門銅賞、

RBM部門銅賞（達成賞） 

ユース事業表彰 ロースター広告協力賞、STEP協力賞 

むかでの出席者：土井、伊丹、今井、櫻井、城井、神保、

髙津、星野、吉田（紘） 

 

       川口こども食堂訪問」(１２)          

6月15日（木）の「川口こども食堂」開催日に訪問。天候

は晴れ。食堂開店は、午後5時半。外は明るい時間。開

店前にはほぼ座席は満席。後から来る方のため、席を詰

めて座る。 

出席者は、こども18名、大人10名（うち支援者5名）の

合計28名の方々が参加されました。今回初めての参加

者はゼロでした。（私は、3ｹ月振りの訪問のため、私には

初対面の子供がいた。一方で3月までは常時出席だった

子供の姿が見られなかった。） 常時子供たちの異動が

あり、これを受け入れている鈴木牧師夫妻・牧師夫人の

ご両親井上夫妻の配慮いかばかりかと思いました。 

また、来店した母親の中には、一日中働いて、こども二

人を保育園に迎えに行き、その帰りに食堂で夕食を食べ

ている方もいた。大変疲れている様子で、「イスに座ると

眠くなる」と言って立っているお母さんもいました。ちょっと

心配でした。 

 本日のメ

ニューは、

熱々の鶏

のから揚げ、

コンニャク

煮つけ、ブ

ロッコリーと

コーン炒め

を一皿盛り合わせ。ワカメ・ジャガイモ・タマネギの具沢山

味噌汁。デザートはパイン＆ブドウとわらび餅。 

食事があらかた終わると、鈴木牧師司会で恒例のゲー

ム大会。ゲーム勝者には、特別デザートが振舞われまし

た。6時45分にお開きとなりました。 

７月のこども食堂開催日は、13日（木）だけです。 

                                （今井 記） 

       下田会議(キックオフミーティング)        

今年の東京むかでクラブの「下田会議」（キックオフミー

ティング）は、6月24日（土）13時30分～1時30分、東京

YMCA東陽町センター210教室で、開催されました。 

 下田会議は、2017-2018年度の当クラブの活動方針と

具体的な内容を検討し、メンバー同士の情報の共有を図

る重要行事のひとつです。 

城井会長方針、毎月の本例会、ブリテン発行、２つの

キャンプ、川口こども食堂、津波教え石などのクラブ行事、

夏まつり、オープンハウスなどのYサ、CS等各種活動か

確認された「下田会議」を検討資料として、意見交換が行

われました。特に会長方針については全員が確認し、情

報の共有を確認した。 

下田会議終了後、場所を変えて、２年間会長を務めた

土井宏二君の慰労会を致しました。        （髙津 記） 

出席者：城井、鈴木、今井、森本、土井、伊丹、高津、

長谷川、櫻井、吉田紘、神保 
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          新 年 度 会 長 指 針             

東京むかでワイズメンズクラブの未来設計を始める。 

私達は社会に必要とされるワイズとなることが出来るかを

大切にします。新たなテーマを持ち社会的価値を高め関

心を高めていくことからはじめようと思います。 

前年度から始めたシニアY・Y・Yキャンプを今年度も充

実させ実施したいと考えています。そして、全国各地でシ

ニアY・Y・Yキャンプが実施できるように種まきをしていき

ます。また、子ども食堂への支援を継続し、社会の弱点を

カバーすることも私達の大切なテーマと考えています。東

日本大震災復興支援のための「津波の教え石」も地域と

話し合いながら進めたいと考えています。 

野尻学荘が更に発展できるよう、何をどのように支援し

ていくべきか原点に帰って考えます。「社会にワイズの風

を起こす」活動へ、一歩前へ進みます。 

在京ワイズとの連携を深めること、ユースとの関係作り

もしていきます。ワイズの会員拡大のためにも共感される

東京むかでへ皆さんと共に歩んで行きたいと思います。 

「東京むかで」は未来へ動き出しています。 （城井 記） 
 

      6月 第二例会報告        

６月の第二例会は、6月27日午後6時30分が、東京

YMCA東陽町センター多目的室で開催されました。主な

検討事項はと、確認事項は次の通りです。 

1) 7月本例会のプログラム 

7月は、会長就任式、東新部長公式訪問の確認、 

今年の抱負は、各事業担当者(今井・神保・森本・ 

吉田紘)にお願いする。 

2) 7月ブリテン 

担当：高津、原稿担当者の割り振り 

3） 2016－2017年度会計報告（今井君） 

4)  神保次期東新部長体制の支援 

  三役、部大会、年間行事等       （髙津 記） 
 

 津波の教え石プロジェクト 10 月上旬完成へ    

荻浜中学校で2年前から進めてきた「はまなす授業」

がいよいよ最終段階に入りました。 

生徒がデザインした「津波の教え石」をプロの視点で

整理しまとめた案を7/6に提案します。そして8月下旬、

生徒全員にメッセージの字彫り体験をしてもらう予定に

しています。生徒たちにとって一生の思い出になる津

波の教え石になることを祈っています。（石巻広域ワイ

ズとの共同プロジェクト）               （城井 記） 
 

      野尻ファミリーキャンプのご案内          

今年の東京むかでクラブの「野尻ファミリーキャンプは、

野尻学荘の開催(8/9-8/22)中、下記の通り行います。野

尻学荘の支援は、当クラブが東京YMCAの青少年育成

のブログラムを支える柱の一つです。野尻学荘中のキャ

ンプで、野尻と、キャンプ場を体験いたします。 

日時：8月12・13・14日(土・日・月) 2泊3日 

    8月13日（日）特別例会 

場所：東京YMCA野尻キャンプ 

具体的内容は、実行委員会で企画中。8月号でお知ら

せいたします。                 （実行委員会） 

 

         ＹＭＣＡニュース 
◆東京ＹＭＣＡ第８１７回早天祈祷会 

【と き】2017年8月1日（火）7:00~8:30 

【ところ】東京YMCA山手コミュニティセンター 

【奨励者】山添仰氏（東京YMCA本部事務局長） 

【問合せ】東京YMCA会員部 tel.03-3615-5568 

◆東京ＹＭＣＡ午餐会 

【テーマ】いま、あらためて「わだつみのこえ」に聴く 

【卓話者】岡安茂祐氏 （わだつみの声記念館理事長） 

【会 期】2017年8月24日（木）12時～13時半 

【場 所】東京大学YMCA（南北線東大前駅0分） 

【問合せ】東京YMCA賛助会事務局 tel.03-3615-5562 

（星野 記） 

 

６ 月 会 計 報 告 他 

１．6/1～6/30月間収入・支出 

 月間収入合計 月間支出合計 

一般口 53,500円 41,621円 

ﾌｧﾝﾄﾞ口 23,600円 0円 

・一般口主要収入  会費 50千円 

・一般口主要支出  例会弁当代 20千円、 

こども食堂支援 5千円、ブリテン用紙 5千円他 

・ﾌｧﾝﾄﾞ口主要収入 例会ｽﾏｲﾙ13千円, 

諏訪治男氏寄付 10千円           （今井 記） 
 

２． リングプル 6月預かり G：ｸﾞﾙｰﾌﾟの略  （神保 記） 

ご協力者名 重量 累  計 重量 
長谷川正雄氏G 1.8kg 累計合計 157.56kg 

 

     編 集 後 記 

いよいよ、2017－2018年度、城井キャビネットがスター

トします。城井会長の方針で、変化できるむかでワイズ、

戦略を考えるむかでワイズ、成長するむかでワイズに、虎

視眈々です。どんな企画で何が始まるか楽しみです。 

    （高津 記） 


