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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 

 私は、祈りの内にあなたのことを覚え、いつも私

の神に感謝しています。 

             （ピレモンへの手紙 1-4） 

 I always thank my GOD as I remember you in 

my prayers.             （Philemon 1-4） 

━━━━━━━━━━━ 

書    記 鈴木 健彦 

会    計  今井 武彦 

担当主事  星野  太郎 

━━━━━━━━━━━ 

１１月 ワイズ理解／ファミリーファスト 

ワイズ理解：ワイズメンがワイズを理解することはもち

ろん、ワイズ以外の人にワイズのことを広めましょう。 

ファミリーファスト：TOF（断食の時）の家庭版。家族・

知人・友人に呼び掛けて食事を一食抜いて、そのお金

を献金し、今苦難の中にある方々の支援資金とする。 

                                     （今井 記） 

━━━━━━━━━━━ 

 会    長  城井 廣邦 

 副 会 長  櫻井 浩行 

 直前会長 土井 宏二 

━━━━━━━━━━━ 

１１月本例会プログラム 

                準  備  櫻井・吉田司  

             受 付 土井  宏二 

             司  会  吉田  紘子 

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 

今月の聖句/感謝         神保伊和雄 

楽しい食事 

卓   話「生活のデザイン」 

           IISAKA OFFICE 代表  飯坂  暁子 

ミニオークション               吉田    司 

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            吉田    司 

諸 報 告 

閉会挨拶               副会長  櫻井  浩行 

閉会点鐘           会 長  城井 廣邦   

１１月 本例会 

日  時  2017年 11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（食事代を含む） 

出欠は１１月１７日(金)までに今井会計までお知らせ下さい

い 。 

２０１７年 １１月本例会 （６６９回） 

（強調月間：ワイズ理解／ファミリーファスト） 

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」 

           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 

ミニオークションを行います！ 
 

１１月本例会にてミニオークション開催。 

お一人一品以上の献品をお願いいたします。  

２０１７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 スマイル  11,500 円 

正 会 員 13 名 出席(メネット) 0 名   0名   ＢＦポイント          0 円 

功労会員 1 名 出席(コメット) 0 名    

在籍者数 14 名  出席(ゲスト) 1 名      

出席（正会員） 13 名 出席(ビジター) 0 名  リングプル  累 計 310.16 Kg 

出席(功労会員) 0 名 例会出席総数 14 名 出席率 13/13＝100％ むかで基金   今月分  11,500 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 

 

東京むかでワイズメンズクラブ 
THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO-MUKADÉ  “CENTIPEDE” 
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        １０ 月 本 例 会 報 告        

10月の本例会は、10月17日（火）18時30分から東京

YMCA東陽町センター１階・多目的室において通常通り

開催されました。 

司会は高津達夫君。城井廣邦会長の開会点鐘、ワイズ

ソングを全員で歌い、ゲスト紹介ではスピーカーの福浦祐

一氏が紹介されました。星野太郎君が聖句と感謝をささげ、

食事となりました。 

食後の卓話は、第1回シニアY･Y･Yキャンプに参加して

くださった福浦祐一氏。「インタビューセールスが変える家

づくり」と題して、スライドと資料を使いながら興味深いスピ

ーチを聞きました。 

福浦祐一さん（46歳）は、城井会長とは長いお付き合い

で、元はミサワホーム勤務でしたが、今は独立して住宅営

業のコンサルティングをするアトラクトパートナーズの代表

を務めています。  【写真＝卓話をする福浦祐一氏】 

 

卓話では、コンサルティングに使っている「i-compass 

家づくりの羅針盤」というツールを使って、建て主の考えて

いることと、工務店の営業や設計者の考えていることのず

れを、いかに小さくして、より満足のいく家づくりをするかと

いうことの説明をしていただきました。 

実際には、4つのブロックに分かれた32問の質問に直

感的に答えてもらい、それを分析してレーダーチャートに

表します。そうすると、建て主のご主人と奥様の考えの一

致しているところや異なっているところ、Aパーソナル面、

Bデザインセンス、C家族コミュニケーション、D家のスペッ

クなど、こだわりの部分が見えてくるわけです。スピーチの

後には、家を建てた経験者から活発な質問が出ました。 

強調月間はエクステンション、YESについて神保伊和

雄君からアピール、結婚記念日は長谷川君、土井君、髙

津君にプレゼントが贈られました。 

その後、スマイル、諸報告があり、少し定刻より前に閉

会しました。 

出席者：城井、伊丹、今井、櫻井、神保、鈴木、髙津、  

土井、長谷川、星野、森本、吉田司、吉田紘 

ゲスト：福浦祐一     （敬称略）        （伊丹 記） 

      第 21 回 東新部部大会 報告 

10月14日（土）13時から、第1部の式典が伊藤幾夫部

長の「Ｅ（イーヒト）人になろう！」で始まった。準備された

会場は社会体育・保育専門学校、少し控えめな参加者で

したが内容の濃さでカバー

できた。昨年の部大会ポス

ターで貢献した城井君が、

細川直前部長から表彰され

ました。【写真左】 

第2部“ボッチャ競技”（パ

ラリンピック種目）の体験。イ

ンストラクターは桜美林大学谷内ゼミの学生さんが指導し

てくださいました。想像を超えた楽しさ・面白さ・むずかし

さ、なかなか奥深いゲームでした。 【写真下】 

 

第3部懇親会は、会場を「Well-B」に変えて楽しく、美

味しく、和気藹藹と開催された。いつも料理を担当する長

澤山泰氏の中身の濃さ、手際の良さに感謝です。第21

回東日本区大会（沼津）、第2回シニアY･Y･Yキャンプ

（東京むかで）等のアピールがありました。 【写真下】 

 

出席者：伊丹、今井、櫻井、城井、神保、鈴木、髙津、 

星野、吉田紘                  （神保 記） 

 

荻浜中学校「はまなす学習」津波の教え石 

       10月28日 立派に建立 除幕式   

昨年6月から参加した「はまなす学習」で生徒全員で企

画しメッセージをつくり、デザイン案をつくり、文化祭で4

グループに分かれてプレゼンテーションしました。立派な
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プレゼンテーションに驚いたほどでした。そして10月28日、

自分達で考えた「津波の教え石」が完成しました。除幕式

では生徒代表がメッセージを読み、参加者の方々は感動

していました。生徒たちは大きな可能性と将来を期待でき

るほどの発表でした。 【写真＝除幕式の模様】 

 

参列者100人以上の方々で除幕式は大いに盛り上が

りました。第2部の感謝の会では支所からミサワホーム様、

YMCA、石巻広域クラブ平井初代会長に感謝状が贈呈

されました。参列された多くの方々から驚きと賞賛の声を

いただくことができ、多くのTV局、新聞社に取材していた

だく事ができました。「津波の教え石」のことが広く伝えら

れるものと考えます。参加した生徒たちが大きく成長して

いる様子を見て疲れがどこかへいってしまいました。 

石巻広域クラブ清水さんには長期間事務局長としてご

助力頂き感謝しています。ご協力いただいた多くの方々

に改めてお礼と感謝申し上げます。 

私の人生の中でもこれほど感動したプロジェクトは初め

てだったと思います。 

ワイズメンズクラブに感謝！           （城井 記）  

                                 

「 川口こども食堂 」訪問（16） 

10月19日（木）の「川口こども食堂」開催日に訪問。天

候は雨。食堂開店は、午後5時半、外は暗い。雨のため

来店者の出足は遅れ気味。開店時はこども6人、その後6

時過ぎこども7人が集まった。参加されたお母さん達は、

仕事終了後学童保育からこどもを受け取り、「こども食堂」

に参加した次第。あるお母さんは、「こども食堂」にこども

を一旦預け、自分はスーパーに買い物を済ませて参加。

思わず「お母さん！ご苦労様」と言ってしまった。 

出席者は、小学5年生～未就学の子供たち13名、大人

11名（うち支援者3名）の合計24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が、私には初対面

の子供がいた。 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。 

本日のメニューは、メインはエビ・鶏のササミ・カボチャ・

ブロッコリーのフライとご飯。出来立てを熱々で食べる。 

 
副菜は野菜入りマカロニサラダ、肉団子春雨スープ。

デザートはヨーグルト掛け煮リンゴと柿。小学5年生の女

子は、お料理を食卓へ運ぶ手伝いに積極的参加いただ

く。 

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。こどもさんが持参した「なぞなぞ」ゲームもあった。

少しずつ変化が見られてきた。7時にお開きとなりました。 

11月のこども食堂開催日は、2日（木）、16日（木）です。      

（今井 記） 

 

       会  長  通  信 

中学生が大きな課題に取り組み、想像をはるかに越え

る成果を見せてくれました。中学生にいかに分かり易くデ

ザインの仕方を教えたらよいのか考えさせられました。

「津波の教え石」のメッセージをどのように考えたらよいの

か。 

大きな難題を突きつけられました。どうしたら「自分達で

考え、デザインした」と実感してもらえるかと、仕事以上に

悩みました。10月28日の除幕式に参列し、中学生の成

長を見た時、ワイズとしての役割を果たせたと思いました。

中学生たちには毎回テストを受けていたように思います。

なんとしても喜んでデザインしてもらいたいと、とことん中

学生と向き合いました。その気持が通じたように思います。

中学生と一緒に過ごした「はまなす学習」は、私にとって

も一生の思い出になりました。ありがとう荻浜中学の皆さ

ん。                                  （城井 記） 

＜１１月の予定＞ 

7日（火）東京むかで・ブリテン印刷会 

7日（火）東京多摩みなみ・11月本例会 

8日（水）第2回 東新部役員会（南センター） 

9日（木）東京センテニアル・11月本例会 

10日 (金) ワイズデー 

13日（月）東京まちだ・11月本例会 

14日（火）東京・11月本例会 
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17日（金）東京世田谷・11月本例会 

18日（土）第2回 東新部評議会（山手センター） 

21日（火）東京むかで・11月本例会 

23日（木）信越妙高・11月本例会 

25日（土）東京コスモス・11月本例会 

25日（土）東京YMCAソシアスフォーラム 

28日（火）東京むかで・11月第二例会  

＜１２月以降の予定＞ 

5日（火) 東京むかで・ブリテン印刷会 

19日（火）東京むかで・12月本例会 

23日（土）東京YMCAクリスマス・オープンハウス 

26日（火）東京むかで・12月第二例会 

 

       １０月 第二例会報告        

10月24日（火）東京むかでクラブの第二例会が東京

YMCA東陽町センター1階多目的室で開催された。 

検討内容は次の通り。 

１．11月ブリテン編集方針 

２．12月クリスマス例会について 

礼拝奨励者は小松美樹さんに依頼。アトラクションは張

替氏バンドにお願いする。ポットラックとする。 

３．2018年1月新年例会について 

1月16日（火）18：30、市川駅前の喫茶「ミワ」にて開催。 

井関真人のシャンソンを楽しむ例会となる。 

メネット同伴、ゲストを誘うこととする。 

４．来春の「シニアY･Y･Yキャンプ」について 

2018年5月12日（土）～16日（水）から日程を選択する。

11月中に実行委員会を開く。 

５．南極越冬隊員の卓話を2018年3月例会に予定する。 

６．クリスマス・オープンハウスについて 

12月23日（土・祝）カレーの予定。ウエルビーのキッチ

ンは閉鎖後のため、炊飯をどうするか検討する。 

７．妙高高原ロッジのクロージング・イベントについて 

2018年3月6日～8日に東新部主催で現地にて開催。

スキーのオプションを検討する。 

８．次期東新部（神保部長）の体制について 

９．クラブ紹介パンフレットの印刷について 

出席者：城井、伊丹、今井、櫻井、髙津、星野、吉田司 

                      （伊丹 記） 

 

          ＹＭＣＡニュース 
◆ソシアス２０１７ 

会員の仲間を広げ、YMCAの働きを次世代につないで

いくために、会員・スタッフが共に学び、語り、交流し、親

睦を深める機会です。ご家族の参加も大歓迎です！

BBQやイスラエルのドッジボール「ガガ」の体験もありま

す。 

【と き】2017年11月25日（土）10：00～15：00 

【ところ】江東YMCA幼稚園園庭 

【参加費】1,500円（幼児無料） 

【申込み】会員部 TEL：03-3615-5568 

 

◆東京ＹＭＣＡ早天祈祷会 

【奨励者】飯岡洋介氏（成増キリスト教会 牧師） 

【と き】2017年12月1日（金）7：00～8：30 

【ところ】東京YMCA山手コミュニティーセンター 

 

◆東京ＹＭＣＡ午餐会 

【卓話者】上林順一郎氏（日本基督教団江古田教会牧師） 

【と き】12月11日（月）12：00～13：30 

【ところ】東京大学YMCA（南北線 東大前駅０分） 

【申込み】賛助会事務局 sanjo@tokyoymca.org  

TEL：03-3615-5562  

（星野 記） 

 

   １０  月 会 計 報 告 

１． 月間収入・支出合計           期間10/1～10/31  

口座名 月間収入額 月間支出額 

一般口 15,000円 137,382円 

ファンド口 11,500円 25,540円 

一般口主収入：こども食堂支援補填15千円 

一般口主支出：YMCA施設利用料100千円、 

例会弁当代14千円、例会卓話者謝礼10千円、 

こども食堂支援10千円 

ﾌｧﾝﾄﾞ口主収入：スマイル11千円 

ﾌｧﾝﾄﾞ口主支出：こども食堂支援補填15千円 

   沖縄YMCA寄付金 10千円 

             （今井 記） 

 

２． リングプル 10月預かり G：ｸﾞﾙｰﾌﾟの略  

ご協力者名 重量 ご協力者名 重量 

長谷川 G 1.6kg  0.0kg 

 0.0kg 10 月合計 1.6kg 

（神保 記） 

 

     編 集 後 記 

10月には2つの台風が関東を通り、雨の多い秋でし

たが、11月に入り、秋らしい空が戻ってきました。 

東新部では、町田地域に第3の新クラブを作ろうと、

設立準備委員会が立ち上がりました。神保部長年度に

チャーターを目指します。              （伊丹 記） 


