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に“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 03-3615-5565 

今 月 の 聖 句 
 

悲しむ人々は、幸いである。その人たち慰められる。

（マタイ5―4） 
Blessed are those who mourn, 
   for they shall be comforted.  (MATTHEW5-4) 

２０１８年７月 ～ ２０１９年６月 

国際会長主題 「私たちは変えられる」 

アジア会長主題 「アクション」 

東日本区理事主題 「為せば、成る」 

東新部部長主題 「ワイズの楽しみは、今、そしてこれから」 

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  城井 廣邦 
 副 会 長  櫻井 浩行 
 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 

━━━━━━━━━━━ 

８月特別本例会 

日  時  2018年8月18日 (土)  18：30～20：30 
場  所  東京YMCA野尻キャンプ きつつきハウス 
     TEL 026-258-2708 /FAX026-258-2091 
参加費 2.500円（食事/パーティー代含む） 

東京YMCA夏まつりに参加しよう！！ 

日 時：月25日(土) 11:30～(集合10：30) 

場 所：東京YMCA東陽町コミュニティーセンター 
                          （雨天決行） 

８月 CSについて 

Community Serviceの略。大は地球規模で、小は

地域社会・隣人の求めに応えて、YMCAと協力して奉

仕活動を展開する。当クラブのCS活動としては、現在

休業中ですが、来春再開の「川口こども食堂」の支援が

あります。日本国内での相対的貧困状態の子供たちを

支援する事業です。               （今井 記） 

HAPPY  BIRTHDAY 
1日 高津 達夫  27日 長谷川正雄 

27日 長谷川和子 

結婚記念日おめでとう 

             該当者なし 

２０１８年 ７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  14.586 円 

正 会 員 12 名 出席(メネット) 0 名   0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               切手累計          0   

在籍者数 13 名  出席(ゲスト) 0 名      

出席（正会員） 12 名 出席(ビジター) 7 名  リングプル  累 計 732.16 Kg 

出席(功労会員) 0 
－ 

名 例会出席総数 19 名 出席率    100％ むかで基金   今月分  30.929 
 
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 

 

２０１８年 ８月 本例会 （678回） 

(強調月間：CS ） 

８月本例会 プログラム 

準 備 参加者全員 

受  付  今井 武彦 

                            司  会  高津 達夫 

開会点鐘                 会  長  城井 廣邦 

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             星野 太郎 

 楽しい食事・パーティー  

卓話「アートに生きた人々」 

日本パウル・クレー協会 新藤 真知 

 

強調月間アピール          今井 武彦 

ハッピーバースデー・結婚記念       司  会 

スマイル                 鈴木 健彦 

諸報告               各 担 当 者 

閉会挨拶・点鐘       会  長  城井 廣邦 
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        ７ 月 本 例 会 報 告          
2018-2019年度キックオフとなる7月本例会（第677回）

は、酷暑が続く24日（火）18：30～20：30、東京YMCA東

陽町コミュニティーセンター１階 TYISカフェテリアで開

催されました。 

 
高津君の司会、城井会長の点鐘でスタート。参加者全

員でワイズソング斉唱、司会によるビジターの紹介。長谷

川君司式、神保東新部部長・伊藤東新部直前部長立ち

合いの下、城井会長重任委嘱式が行われた。城井会長

の受任承諾の返答は声高らかだった【写真＝城井会長の

宣誓】。二期目への自信をのぞかせた。今月の聖句朗読・

感謝の祈りは、星野担当主事。続いて楽しい食事。 
食後は、東新部部

長神保君の当期抱

負・部長主題「ワイズ

の楽しみは、今、そし

てこれから」が語られ

た。本日むかでクラブ

が、最後のクラブ公式

訪問。この1か月の各

クラブ訪問は貴重な

経験となった由、特に、

7月1日半年報による東新部現況6クラブ（前年比▲2クラ

ブ）、会員数82名（前年比▲8名）をボトムとして、新クラブ

設立をし、反転攻勢に出るとの決意を述べられた【写真＝

抱負を述べる神保東新部部長】。 
伊藤直前部長からは、3月の「さよなら妙高高原ロッジ」

のイベントは、むかでクラブの尽力に感謝の言葉をいただ

いた。 
以下、村野会員増強事業主査、比奈地国際・交流事業

主査、城井地域奉仕事業主査、松香ユース事業主査、長

澤LT委員長等から当期抱負が語られた。 
むかでクラブの「今年の活動」として、城井会長より、レ

ジメにより「ワイズの活動に、会員また会員以外の方々が

広く共感持てるような活動を行いたい。そのためには戦略

的な動き方、他クラブとの連携・連動を図りたい。」とのア

ピールがあった。 
強調月間アピール（Yサ・ASF/RBM）は高津君、ハッピ

ーバースデー・結婚記念日おめでとうの該当者なし。ちょ

っと珍しい。スマイルは鈴木君、スマイル中に高津君より

前期決算監査報告。今井君より当期予算説明承認を受

ける。 
スマイルは14,586円と幸

先の良いスタートとなった。

続いて佐藤・細川東新部監

事より講評をいただいた。 
最後に、櫻井副会長の閉

会挨拶、城井会長の閉会点

鐘で例会終了。 
 なお、森本君の久し振りの

例会出席は神様のプレゼントでした。【写真】 
出席者：城井、伊丹、今井、櫻井、新藤、神保、鈴木、高津、

長谷川、星野、森本、吉田、 
ビジター： 伊藤幾夫（東新部直前部長・東京多摩みなみ） 
       村野繁（会員増強事業主査・東京世田谷） 
       比奈地康晴（国際・交流事業主査・東京） 
       松香光夫（ユース事業主査・東京町田コスモス） 
       長澤弘（部ＬＴ委員長・東京） 
       佐藤茂美（部監事・東京） 
       細川 剛（部監事・東京）       （今井 記） 

     第1回 東新部評議会 報 告          

 7月14日（土）13：30～17：00、2018-19年度第1回東新

部評議会が、東京YMCA本部会議室で開催されました。 
 今期東新部部長は、むかでクラブの神保君が就任。むか

でクラブとして、神保君を全面的にバックアップすることと

なっています。書記伊丹君、会計今井君、地域奉仕・Yサ

事業主査城井君、ヒストリアン櫻井君、担当主事星野君が

担います。      【写真＝東新部部旗の引継式】 

 
会議は、神保君の開会点鐘、ワイズソング斉唱、聖書朗

読・祈祷、部長引継ぎ式、部役員就任式が行われ、神保部

長の「ワイズの楽しみは、今、そしてこれから」と題して所信

表明が行われました。特に、東新部前期半年報の東新部

メンバー数82名からのスタートとなる危機感を踏まえての

表明でした。 
 来賓のアジア太平洋地域田中会長からは、ワールドワイ

ドな視点よりワイズメンズ活動の現況のお話をいただきまし

た。特に、2019年の仙台市で開催予定のアジア太平洋地

域大会への参加要請がありました。 
 主な審議事項としては、①2019-20年度 部大会準備委
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員長にセンテニアルクラブ徐会長を選任。②前期2017-18
年度会計決算承認（次期への経常会計繰越10万円余あり）。

③当期2018-19年度予算の承認（予算上の特記事項は、

前期末解散した信越妙高クラブから東新部宛10万円の寄

付があった）。 
 主な報告事項としては、①2017-18年度クラブ事業評価

で東新部部長賞を、むかでクラブが獲得。 
 各事業主査の発表で、地域奉仕・Yサ事業主査城井君が、

10月13日（土）の第22回東新部部大会へ向けての各クラブ

のプレゼンテーション方法のやり方をアドバイスした。 
 最後に、担当主事星野君から、今回の西日本豪雨災害

へのオールYMCAとして対応説明とポジティブネット募金

への応援依頼がありました。そして、急遽、席上募金がなさ

れた（募金金額30.260円）。 
 最後に「東新部の歌」を歌ってお開きとなりました。 
出席者：城井、鈴木、今井、伊丹、神保、櫻井 

（今井 記） 

    野尻ファミリーキャンプのご案内      

7月号のブリテンでお知らせしたように、東京むかでワイ

ズメンズクラブは、恒例の野尻ファミリーキャンプを8月17日

(金)～8月19日(日)開催します。興味をお持ちの方は是非

参加して、一緒にキャンプを楽しみましょう。 
キャンプの大まかな予定は、次の通りです。但し現地キャ

ンプ場は「サマータイム」をしています。ここで示す日本時

間に対して括弧内の数字はキャンプサイトでの「サマータイ

ム時間」を表記しています。 

★17日 14(15)：00キャンプサイト内のゲストハウスに集

合。オリエンテーション・会費支払いの後、各自の宿泊キャ

ビンへ。17(18)：00に学荘と合流して一緒に夕食です。そ

れまで自由時間です。 

★18日 5(6)：00起床。11(12)：00昼食。その間希望があ

れば湖畔一周ウォーキング。 
12(13)：00 学荘昼寝時間にヨット、ボート、水泳等の水

上プログラムや温泉に行くプログラムを予定。15(16)：00 
東京むかでワイズメンズクラブの例会準備。17(18)：00 特

別例会開催。例会では、むかでメンバー新藤真知君の「ア

ートに生きた人々」と題した卓話を予定しています。 

★19日 5(6):00起床。6(7):00朝食。9(10)：00学荘の聖

日礼拝。礼拝終了後、ファミリーキャンプの閉会式開催。帰

宅します。 

★持ち物は、懐中電燈、暖かめの服装、履きやすく、歩き

やすい履物等をご用意下さい。            （鈴木 記） 

       メンバーの暑さ対策・近況報告           

今年の夏は殊の外熱い日々が続いています。むかでメ

ンバー皆さんの暑さ対策・近況特集をしました。 
＜森本 晴生 君＞ 

東京にいる限り、夏の暑さにも、冬の寒さにも、容易に

対応できていました。でも、この夏は、35 度を超え、年齢、

病後などもあり、暑いですね。 
でも 8 時間の睡眠、できれば 9 時間寝ると、ガマンでき

ます。   
＜長谷川 正雄 君＞ 

メネットの運動不足解消のため、朝 6 時に自宅前歩道の

散歩に同行することが日課です。約 1.5 ㎞程続く銀杏並木

の木陰を選びながら、1㎞程の往復を45分ほどかけます。 
7 時前のコーヒーが細やかな喜びです。 

＜高津 達夫 君＞ 
その 1：よく食べ、よく寝ることです。 
その 2：食べるのは暖かいもので、鍋物風です。 
その 3：寝るときは、氷枕を使います。 

    2018年 東京YMCA「夏まつり」のご案内      

今年（2018年）の東京YMCA「夏まつり」は、8月25日

（土）11時30分～15時30分、東京YMCA東陽町センター

で、開催されます。YМCＡサービス事業の一つで、近隣

地域との交流を促進する夏恒例のお祭り行事で、各種模

擬店、子どもコーナー、被災地応援販売並びにお楽しみ

抽選会などが企画されてます。 
当クラブは、アトリウム（こどもコーナー）での模擬店「かき

氷」です。「かき氷」は、猛暑の今年の夏に最適の清涼店と

なります。子供コーナーがアトリウム中心とのことで、暑い

場所での奉仕になりますが、ご協力の程宜しくお願い致し

ます。 
「かき氷」販売は、100円で、250食の販売を予定してい

ます。シロップは、イチゴ、メロン、オレンジ、ブルーハワイ、

コーラ等を用意しています。 
当日は、10：30、アトリウム集合でお願いします。当日は、

9月23日のチャリティラン支援の「Ｔシャツ」(1500円)を着て、

お手伝い願います。かき氷は、「氷」を扱いますので、作業

時には、衛生管理上、ゴム手袋の使用徹底をお願い致し

ます。                           （高津 記） 

       ７ 月 第 二 例 会 報 告         

７月第二例会は、24日（火） 16：00～17：45東京

YMCA東陽町コミュニティーセンター1階で開催。以下の

事項を協議。 
1. 野尻ファミリーキャンプの参加者、プログラム確認。 
2. 8月ブリテンの内容確認。記事担当確認。8月ブリ

テン印刷会7月31日（火）5時から開催。発送先の

追加確認。 
3. 西日本豪雨災害寄付、チャリティラン寄付を決定。

夏まつり寄付についても確認。 
4. 野尻キャンプ場の森再生計画のミーティング現地

で実施予定。（城井会長） 
5. 城井会長の仕事上スケジュール多忙につき、メン

バーの支援体制要確認。 
出席者：城井、伊丹、今井、櫻井、新藤、神保、鈴木、  

高津、長谷川、星野             （今井 記） 
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              会  長  通  信                

今、社会は大きな変革の時を迎えています。 
若者が20代で結婚できるようになったのも、若者の就業

率がほぼ100％となり、安定収入となり、その結果が結婚へ

のスピードを速めていったと考えます。 
若者が自立することで、両親、祖父母の自立を促し、そ

れぞれの世代が新たな自立の中で新しい人生を始めようと

しています。 
これから豊かな時代へ新たな動きが始まると思います。 
ワイズはそうした変化の中で、社会に必要とされる活動を

していく必要があると感じています。各クラブの皆様と共に

活動の社会的価値を高めていきたいと思います。私たち東

京むかでも新たな活動に向かって挑戦を始めています。 
                                       （城井 記） 
＜８月の予定＞ 

7月31日(火) 東京むかで・8月ブリテン印刷会 

7日(火) 東京多摩みなみ・8月本例会 

9日(木) 東京センテニアル・8月本例会 

13日(月) 東京町田コスモス・8月本例会 

14日(火) 東京・8月本例会 

17日(金) 東京世田谷・8月本例会 

17日(金)～19日(日) 

    野尻ファミリーキャンプ 

18日(土）東京むかで・8月特別例会in Nojiri 

25日(土) YMCA東陽町コミュニティ-センター夏まつり 

28日(火) 東京むかで・第二例会 
 
＜９月以降の予定＞ 

4日(火) 東京むかで・ブリテン印刷会 

18日(火) 東京むかで・９月本例会 

25日(火) 東京むかで・９月第二例会 

           東京ＹＭＣＡニュース             

◆第３２回インターナショナルチャリティラン 
今年も9月に恒例のチャリティランを開催します。「Love on 
the Run」をスローガンに障がいのある子どもたちを支援し

ます。チームによる参加、チームのスポンサーとしての参加、

支援金・物品寄付で参加、運営ボランティアで参加、様々

な参加方法があります。ぜひ今年もご協力をよろしくお願い

します。 
【と き】2018年9月23日（日祝）10：00～15：00 
【ところ】都立木場公園 
※ラッフル大会の賞品提供にご協力お願いします； 
◆東京ＹＭＣＡ夏祭り 
今夏も恒例の夏祭りが東陽町センターで開催されます。装

いを新たにした東陽町センターでの初めての夏祭り、今年

も皆さんのご参加とご協力をよろしくお願いいたします。 
【と き】2018年8月25日（土）11：30～15：30 
【ところ】東京YMCA東陽町センター 
【内 容】模擬店（約20ブース）、子どもコーナー、 

     被災地物品販売、生バンド演奏、抽選会等 
◆第７１８回東京ＹＭＣＡ午餐会 

世界をみると健康の格差と不平等が存在し、特に、貧困、

戦乱や紛争、災害や環境の中で最も影響を被っているの

は女性や子どもたち。妊産婦や子どもの死亡の多くは開発

途上国で生じている。持続可能な開発目標（SDGs）が目

指す「すべての人に健康と福祉をー“誰も取り残さない”」を

現場での開発協力の経験から考える。 
【テーマ】「女性と子どもの命と健康を守るために 

      ～開発途上国の経験から考える」 

【卓話者】西田良子氏 
     （順天堂大学大学院医学研究科 

公衆衛生学講座リサーチフォロー） 
【と き】2018年8月27日（月）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 
（星野 記） 

       ７ 月 会 計 報 告 他        

１． 月間収入・支出合計           期間 7/1‐7/27 
口座名 月間収入額 月間支出額 
一般口 384.500円 106.600円 

ファンド口 30.929円 20.130円 
一般口主要収入 年会費375千円、例会参加費9千円 
一般口主要支出 例会弁当代23千円、部費 71千円  
        懇親会費10千円  
ﾌｧﾝﾄﾞ口主要収入 例会スマイル14千円、 

長谷川君寄付 10千円、下田会議残金 6千円 
ﾌｧﾝﾄﾞ口主要支出  YMCAﾁｬﾘﾃｨﾗﾝ寄付 10千円 
         西日本豪雨災害支援10千円 

 （今井 記） 
２．リングプル月間収集実績 

神戸ポートクラブからの熱い想い（暑い重い）プルタブの

プレゼントがありました。長谷川正雄氏の努力も重要！ 

あと300ｋｇ弱でもう1台ゲットできる。幸先の良いスタート

です。 

                              （神保 記） 

              編  集  後  記                 

 この時期、この暑さは、73 年前のことを思い出させてくれ

る。「日本の終戦」。しかし、今も世界のどこかで「戦い」は

続いている。そこに住む人々の上に、「終戦」が訪れてくれ

ることを願わずにはいられない 8 月です。     （今井 記） 

ご協力者名 重量 ご協力者名 重量 
長谷川正雄氏Ｇ 2.4kg 神戸ポートＣ 5.0㎏ 
  今月累計 7.4kg 


