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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 

私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。 

主が支えてくださるから。     (詩編3-5） 

I lie down and sleepː I wake again, because the 

LORD sustains me.              (PSALM3-5) 

━━━━━━━━━━━ 

書    記 鈴木 健彦 

会    計  今井 武彦 

担当主事  星野  太郎 

━━━━━━━━━━━ 

2月ＴОＦ 

Time of Fastは「断食の時」とも言い、世界の飢餓で

苦しむ人々への支援のため、例会の食事を抜きにし、

その金額を献金、国際協会で定めた支援目標（途上国

での民生向上のため）に捧げる奉仕活動です。 

                              （長谷川 記） 

━━━━━━━━━━━ 

 会    長  城井 廣邦 

 副 会 長  櫻井 浩行 

 直前会長 土井 宏二 

━━━━━━━━━━━ 

２月本例会 プログラム 

 

準 備 櫻井・吉田 

受 付  鈴木 健彦           

司 会  伊丹  一之 

開会点鐘                直前会長 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・ＴОＦの祈り         今井 武彦 

卓話と意見交換  

「ユースボランティア・リーダーズフォーラムの 

今とこれから……」 

        東京YMCA西東京センター主事  

出沼  一弥 

強調月間アピール                 長谷川正雄   

諸 報 告                         各 担 当 者 

ハッピーバースデー・結婚記念       司 会 

閉会挨拶・点鐘            副会長 櫻井 浩行 

2月 本例会 

日  時  2018年 2月 20日（火）18：30～20：30 

場 所 東京ＹМＣＡ東陽町センター1階 

 視聴覚教室 

2月はＴＯＦのため食事はありません。 
 

２０１８年 ２月本例会 （６７２回） 

（強調月間：ＴОＦ） 

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 

1日 佐藤 猛      4日 森本 晴生 

      結婚記念日おめでとう 

       17日 今井武彦・みどり 

４部合同ＥМＣシンボジウムに参加しよう 

2018年 2月 17日（土） 13：30～16：30 

東京ＹМＣＡ山手センター2階 ＳＴＥＰの部屋 

２０１８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  14,173 円 

正 会 員 13 名 出席(メネット) 3 名  0名   ＢＦポイント          0 円 

功労会員 1 名 出席(コメット) 0 名                      0 円 

在籍者数 14 名  出席(ゲスト) 6 名      

出席（正会員） 12 名 出席(ビジター) 1 名  リングプル  累 計 343.76 Kg 

出席(功労会員) 0 名 例会出席総数 22 名 出席率 12/13＝92％ むかで基金   今月分  94,148 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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       １月 新年特別例会 報 告       

2018年1月の新年本例会（第671回）は、1月16日(火) 

18：00～20：30、吉田紘子君推薦の市川駅前「カフェ・ミ

ワ」（シャンソン歌手・井関真人氏のお店）で開催されまし

た。ＪＲ市川駅前のシャンソン喫茶のお店を貸切にして頂

き、１月本例会と、シャンソンを楽しみました。 

司会は櫻井君が担当。地下１階に、メンバー、メネット、

ビジターそしてゲストの方々が揃ったところで、城井会長

の点鐘で、新年本例会がスタート致しました。全員でワイ

ズソングを歌い、続いてビジター、ゲストが紹介されました。

下記の通り、総勢22名の出席でした。 

井関真人氏のシャンソンを聴く前に、１月本例会の必

要事項を厳かに行いました。今年は、新年恒例の出席者

の今年の抱負は、プログラムの都合で、クラブを代表して

城井会長の「新年の挨拶・抱負」のみにして、井関氏のシ

ャンソンを楽しみました。 

「新年の挨拶・抱負」の要旨は以下の通りです。 

私達がしなければならない社会的使命を追い求め、社

会に必要とされ、共感される東京むかでクラブとしよう。 

社会の変化に向き合いながら、クラブ独自のプログラム

を変化・充実させつつ、新たなテーマ・企画を持ち、クラ

ブ活動の社会的価値を高め、関心を高めたい。 

クラブ独自の取組みは、野尻学荘への支援、特に野尻

キャンプの森の再生という環境課題、高齢化社会でのシ

ニアY･Y･Yキャンプの社会的な評価の獲得、社会の弱

点をカバーするこども食堂の支援、東日本大震災復興支

援のための「津波の教え石」の建立の継続などのプログラ

ムを通して、それだけでなく新たなテーマを発見するため

に社会に目を向け学ぶことを大切にしたい。YMCAの活

性化への支援を惜しまず、YMCAの社会的評価を高め

たい。また、ワイズのファンド事業の活性化企画としての

「ワイズ楽市」の提案での横のつながりと交流を図る。 

「社会にワイズの風を起こす」活動としたい。 

 

クラブとしての一通りの例会行事が一段落した後は、シ

ャンソンコンサートです。井関真人氏のシャンソンを第1

部（7曲）、第2部（8曲）に分

けて、15曲を楽しみました。

休憩を挟んで、シャンソンとト

ークに耳を傾け、懐かしい曲

にうっとりしました。毎年、新

年は楽しい正月例会です。 

出席者ː 伊丹、今井、櫻井、城井、神保、鈴木、髙津、

土井、長谷川、吉田司、吉田紘子、星野 

メネットː 城井、髙津、土井 

ビジター：佐藤茂美（東京） 

ゲスト：福浦祐一、新藤真知、田中祥介・豊子、 

菅原香代子、井上陽子    （敬称略） 

（髙津 記） 

 

在京ワイズ会長会・新年会 

2018年1月13日、午前中に在京ワイズ会長会・午後に

新年会がしののめこども園で在京各クラブ会長と担当主

事参加のもと開催。東京YMCA菅谷総主事の出席をい

ただき、YMCAとワイズの今後のあり方についてワイズ会

長より提案し相互理解を深めました。 

① ワイズの会員減少傾向にある現状を解決するために、

YMCAユースリーダー達へワイズの活動アピールをし

て、少しでも関心を持ってもらえるよう配慮して頂きたい。

ワイズを知ってもらい、ワイズに入ってYMCAを支援す

る活動することの意味を、YMCAスタッフから日頃よりア

ピールして、ワイズとの交流の機会を作って欲しい。 

② ワイズの魅力を高め、共感いただくことから会員への

糸口を作っていくことが必要。 

東京むかでのシニアY･Y･Yキャンプは一般の方に多

く参加いただき、ワイズの活動を知っていただくことを考

えています。 

プログラムを通し、ワイズへの関心と共感をいただい

た方へアプローチをしていくことが会員増加への実験

的挑戦と考えています。 

③ 東京むかでは野尻学荘を支援するために生まれたク

ラブです。野尻キャンプの森を見ると、成長して陽の光

が地上に射さない状況となり、子どもたちにとって最良

の生活環境とはいえない状況です。これから東京

YMCAの活性化を実現するために、野尻キャンプ場の

森の再生計画を考えています。非常に大きなテーマで

す。プロのスタッフに協力いただき、実現可能の計画を

YMCAとワイズの総力で実現したいと考えます。 

④ 全国の各クラブは、ファンドを集めるために各クラブ単

位で地区名産品を販売しています。そこで、全国各クラ

ブファンド集めの物産品やイベントを一同に集め、全国
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のワイズがどこで何を販売しているかを知ることが出来

る｢ワイズ市｣というメディアを作れば、ファンド集めは活

性化するものと考えます。 

午後からは、東京ベイサイドクラブがホストする「在京ワ

イズ合同新年会」となり、第1部礼拝、そして全国お酒め

ぐりを挟んで、第2部懇親会になりました。 

メンバーによる太鼓の演奏、インド料理のブッフェ、サ

ックス演奏などを楽しみ、アピールタイムでは、3月の妙高

高原での「シニア・スキー」、5月の山中湖での「シニアY･

Y･Yキャンプ」をアピールしました【写真】。 

 
出席者：伊丹、今井、櫻井、城井、髙津、星野、吉田紘 

                                  （城井 記） 

 

川口こども食堂訪問報告（19回） 

1月25日（木）、とても寒い日、東京むかでワイズメンズ

クラブから神保君と鈴木が川口こども食堂に参加しました。

参加者は子供達が12名、お母さん達が6名、鈴木牧師ご

夫妻、ご両親の井上ご夫妻、ボランティアの二人と私共の

二人でした。 

用意された食事

は、チキンクリーム

シチュー／トマトピ

ラフ／ガーリックト

ースト／りんご。ス

ペシャルデザート

はチョコバナナスム

ージーでした。 

子供達は母親の

都合もあって、バラ

バラの時刻に参加してきました。スタッフは参加者が増え

るたびに温たかい食事を用意していました。寒い日には

なによりのご馳走でした。 

最後に牧師から、パン屋さんを取り壊し、一階をパン屋、

上の階を教会に改築するので、4月から教会が完成する

までの年内はこども食堂をお休すみするとの話しがありま

した。右上のイラストは教会のイメージ図 

 

2月の予定：8日（木）、22日（木）         （鈴木 記） 

 

       会  長  通  信 

どうしたらクラブメンバーを増やすことが出来るかを考え

ています。「入会したくなる」ために何をしたら良いのかが

課題です。 

ワイズの活動を、仕事の関係者に折を見て話してみる

と、以外にも関心を持ってくれたりと、思わぬ反応に歓喜

したりして悪戦苦闘しています。シニアY･Y･Yキャンプに

参加頂いたことがキッカケで、プログラムリーダーになっ

て頂けたり、会員への可能性が見えてきた人もいます。

最大の難関は現役で働いている人は「時間が取れるか」

です。 

どうしたら会員を増やす事ができるかをワイズ全員が考

え、心掛ける事が大切と思います。一般の方から魅力的

活動に見えることです。もちろんYMCAからの紹介も望

みます。会員増加が実現できるか、目標達成できるか、

いよいよクロージングに挑戦です。 

今年5月のシニアY･Y･Yキャンプでの入会式を夢見て

います。 

そして次の手をまた考えます。          （城井 記） 

＜２月の予定＞ 

6日（火）東京むかで・印刷会 

6日（火）東京多摩みなみ・2月本例会 

8日（木）東京センテニアル・2月本例会（入会式） 

8日（木）川口こども食堂 

9日（金）シニアY･Y･Yキャンプ打合（東陽町C） 

12日（月）東京まちだ・2月臨時総会 

13日（火）東京・2月本例会 

16日（金）東京世田谷・2月本例会 

17日（土）４部合同EMCシンポジウム（山手C） 

20日（火）東京むかで・2月本例会 

22日（木）信越妙高・2月本例会 

24日（土）東京まちだ・東京コスモス合同例会 

27日（火）東京むかで・2月第二例会 

＜３月以降の予定＞ 

3-4日（土-日）次期会長・部役員研修会（東山荘） 

6日（火）東京むかで・ブリテン印刷会 
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6-8日（火-木）シニア・スキーキャンプ（妙高ロッジ） 

    東新部・妙高高原ロッジさよならパーティー 

20日（火）東京むかで・3月本例会 

27日（火）東京むかで・3月第二例会 

 

       １月 第二例会報告         

1月23日（火）18時30分～東京YMCA東陽町センター

で開催されました。協議事項は下記の通りです。 

最初に、今井武彦君が、肺炎で緊急入院の報告がさ

れた。また、櫻井浩行君から「在京ワイズメンズ会長会規

約」の 配布と説明がありました。 

(1)2月本例会とブリテン記事担当確認 

(2)次期クラブ役員の確認 

会 長・城井廣邦（留任） 

副会長・櫻井浩行（留任） 

書 記・鈴木健彦（留任） 

会 計・髙津達夫（今井君の健康次第で今井君） 

(3)次期東新部の件 

  役員の確認。未決定の役員。 

(4)シニアY･Y･Yキャンプの件 

会計担当（神保君）から本日までに昨年5月実施のシ

ニアキャンプの未払金の精算並びに収支報告がなされ

ていない。至急に会計報告の要請。余剰金はクラブ会計

に納入して区切をつける。次期会計を吉田紘子君にお

願いする。 

(5)3/6-8のスキーキャンプ（妙高高原ロッジ）の件 

 20名程度の参加者がプログラムの実施に安心。 

(6)４部合同EMCシンポジウムの件 

 参加者を募る 

(7)1/27の東新部次期役員準備会の件 

 次期部長。神保キャビネット体制に向けて協力 

(8)その他 

 ①期待されるメンバー候補者へのワイズ理解 

  複数の方へワイズの説明（伊丹君にお願い。） 

 ②無理しない勧誘（伊坂氏）             （高津 記） 

出席者ː 城井、鈴木、櫻井、伊丹、髙津、星野 

                                

          ＹＭＣＡニュース 
◆春のスキーキャンプのお誘い 

東京YMCAの各コミュニティーセンターでは、春休み

のスキーキャンプをはじめ、様々な子どものプログラムを

用意しています。ユースリーダーや仲間たちと一緒に過

ごす「YMCAでのかけがえのない時間」は、子どもたちの

生涯の宝になると確信しています。ぜひお孫さんをはじ

めご家族お知り合いの皆さんへご紹介をお願いします！ 

◆第１９回ｌｉｂｙチャリティーコンサート 

不登校や生きにくさを抱える子ども・若者たちの拠り所

「ｌｉｂｙ」を支えるためのチャリティーコンサートです。三菱

商事コーラス同好会の美しいハーモニー、越智光輝さん

と愉快な仲間たちによるジャンルを超えたセッション、ぜ

ひご来場・ご支援をよろしくお願いします。  

【と き】2018年3月3日（土） 12：30開場 13：00開演 

【ところ】日本基督教団阿佐ヶ谷教会 

【チケット】1,000円 

【問合せ】ｌｉｂｙ 03-3397-0521 

◆東京ＹＭＣＡ午餐会 

北極は地球全体の平均に比べ2～3倍の速さで温暖化

が進んでいる一方、南極は昭和基地を含む大陸の本体、

東南極では顕著な温暖化は見られません。なぜ、そのよ

うになっているのでしょうか？ 南極、北極での温暖化の

違いや共通点を知る事で、地球温暖化の仕組みを考え

ます。 

【卓話者】山内恭氏 

（国立極地研究所/総合研究大学院大学名誉教授） 

【と き】2018年3月8日（木）12：00～13：30 

【ところ】東京大学YMCA（南北線 東大前駅0分） 

【参加費】3,000円（昼食つき） 

【申込み】賛助会事務局  sanjo@tokyoymca.org  

TEL：03-6302-1960 

◆第８２４回東京ＹＭＣＡ早天祈祷会 

【と き】2018年3月1日（木）7：00～8：30 

【ところ】東京YMCA山手コミュニティーセンター 

【奨 励】佐藤茂美氏（東京ワイズメンズクラブ） 

（星野 記） 

 

1 月 会 計 報 告 

１． 月間収入・支出合計           期間1/1～1/31 

口座名 月間収入額 月間支出額 

一般口 15,000円 13,640円 

ファンド口 94,148円 15,000円 

一般口主要収入 こども食堂事業資金 1.5千円 

一般口主要支出 例会費7千円、こども食堂支援5千円 

ﾌｧﾝﾄﾞ口主要収入 櫻印燻製ファンド売上 66千円 

1月スマイル14千円 CS献金10名13千円 

             （今井 記） 

 

            編  集  後  記                 

今年の例年にない極寒でか、持病の股関節痛が間欠

的に発生し、苦しんでいます。早く春が来い、夏が来い。 

(髙津 記） 


