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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 03-3615-5565 

 
今 月 の 聖 句 

 
 平和を実現する人々は、幸いである。 

その人たちは神の子と呼ばれる。（マタイ5-8） 

Blessed are the peacemakers, for they shall be 

 called sons of God.     （MATTHEW 5-8） 

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 

━━━━━━━━━━━ 

１月 東京・東京むかで・東京たんぽぽ 

３クラブ合同新年例会 

日 時  2019年１月８日 (火)  18：30～20：45 

場 所  東京YMCA東陽町センター YMCAホール 

会 費  1.500円 

年賀切手等で、CS資金を集めよう！！ 

・一人 1,250円目標でお願いします。 

・納付期限は、1月22日（火）第二例会まで。 

１月  IBC／DBCについて 

国際兄弟クラブ(IBC)は３クラブありますが、交流

がほとんどなく、検討が必要。国内兄弟クラブ

(DBC)は西日本区の神戸ポートクラブです。夏の野

尻ファミリーキャンプにお迎え、クリスマス例会に

訪問するなど交流を続けています。  （長谷川 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 

２０１８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  16,031 円 

正 会 員 13 名 出席(メネット) 3 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 14 名  出席(ゲスト) 11 名       

出席（正会員） 13 名 出席(ビジター) 1 名   リングプル  累 計 524.82 Kg 

出席(功労会員) 0 
－ 

名 例会出席総数 28 名 12月出席率   100％ むかで基金   今月分  16,031 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 

 

２０１９年 １月本例会（６８３回） 

(強調月間：IBC／DBC ） 

１月合同新年例会  プログラム  

           むかで受付  今井 武彦(む) 
 

前半司会  迫川 由和(東) 

開会点鐘              会 長  長澤  弘(東) 

ワイズソング（英語版）          一 同 

聖書朗読・祈祷               越智 京子(た) 

ゲスト・ビジター紹介         各クラブ会長 

ワイズディナー 

 （アピール、会員消息、YMCA報告等） 

ハッピーバースデー・結婚記念    司 会 
 

後半司会 星野 太郎(む) 

ゲストスピーチ 

「密室の権力を監視する」 

卓話者紹介          比奈地康晴(東) 

卓話者 東京新聞社会部記者 望月 衣塑子氏 

スマイル          比奈地康晴(東)他 

ＹＭＣＡの歌          一 同 

閉会点鐘              会 長  城井 廣邦(む) 
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     １２月クリスマス特別例会 報告        

東京むかでワイズメンズクラブ１２月本例会は、12月18

日（火）18：00～21：00、東京YMCA東陽町センターで開

催されました。 

第一部は、202教室で18：00からクリスマス礼拝が行わ

れました。司式は髙津君。川口の岩の上教会・鈴木悟牧

師（川口こども食堂主宰）をお招きして、お言葉をいただき

ました。古くからポーランドに伝わることわざ「クリスマスに

は、たとえ相手が野良猫でも、最高のもてなしをしなけれ

ばならない」にちなんで、ナチスドイツ占領下でのユダヤ

人救出のお話でした。私たちの愛の他人への実践の尊さ

を述べられました。   【写真＝讃美歌を歌う出席者】 

 

クリスマスの会場献金を行い、東京YMCAの国際協力

募金に全額（16,031円）寄付しました。最後に礼拝参加者

各自の前後左右の方とクリスマスの挨拶「メリークリスマ

ス！」を交わしてお開きとなりました。 

第二部は、YMCAホールに場所を移し、18：40より素

敵なポットラックパーティーを開催。第二部の司会は神保

伊和雄君。城井廣邦会長の点鐘、ワイズソング合唱、ゲス

ト・ビジター紹介、今月の聖句・感謝の祈りは今井武彦君。

そして、ようやっとおいしい食事。乾杯は長谷川正雄君。

ゲスト・ビジターの方を優先し、いろいろな食物をいただき

はじめました。近年、例会でのアルコール飲料の消費量

が減っています。かつて酒豪であった方々が、歳を重ねる

に従い飲む量が減ってきたためです。ビールは極端に減

りました。【写真＝神保君が麗架ちゃんの手を引いて回る】 

ハイライトは、森本君が病気からの復活後、初めてオル

ガンで「きよしこの夜」を伴奏してくれたこと、森井さんが

「まきびとひつじを」を伴奏してくださったこと、そして皆が

歌っているとき、鈴木牧師の愛娘麗架ちゃんが神保おじ

いさんに手を引かれて会場内を一周したことでした。 

12月の強調月間アピール伊丹一之君。城井会長から

シニアキャンプのアピール。ハッピーバースデー該当者

は吉田君・髙津メネット・伊丹君そしてゲスト鈴木奈保さん、

結婚記念日は吉田君。閉会の挨拶は櫻井君、閉会点鐘

は城井会長でお開きとなりました。 

みんなで会場の後片付け、櫻印燻製の予約分引き渡

しと即売が行われました。今や、櫻印燻製受け渡しは、む

かでクラブの冬の風物詩であります。これもよき交わりの

時でした。                           （今井 記） 

出席者：城井、伊丹、今井、櫻井、神保、新藤、鈴木、 

髙津、野澤、長谷川、星野、森本、吉田 

メネット：今井みどり、櫻井啓子、髙津寿江     

ゲ ス ト：森井利夫、鍋倉 弘、森 良正、大川芙喜子、 

菅原香代子、田村華子、 

鈴木 悟（岩の上教会牧師）、鈴木奈保、 

鈴木祥輝、鈴木天兵、鈴木麗架 

ビジター：張替慈夫（東京世田谷クラブ） （敬称略） 

 

       DBC神戸ポートクラブ訪問 報告         

12月7日（金）、今年も神戸ポートクラブとのDBCナイト

例会に参加する事が許されました。感謝です。例年の如

く特別養後老人ホーム・オリンピアで利用者さんたちとの

クリスマス祝会、混声合唱団くさぶえも参加で、楽しみまし

た。例会はANAクラウンプラザホテル神戸4Ｆ「ザ・テラス」

に場所を変え、美味しい料理がいっぱい、こんなに食べ

ても良いの？と自問自答をしながらたらふく頂きました。

幸せは！夢の中！一緒に来れば？ 

石坂和子夫人より席上でプルタブを受け取り、感謝の

気持ちをお伝えいたしました。 

今回の特別うれしかったことは、例会後の二次会でし

た。jazzクラブ【その】にお連れ戴き、美味しい飲み物と本

場のjazzを閉店まで堪能致しました。きっと夢見心地もよ

いものとなります。 

翌朝10時に、西日本区直前理事大野勉・智恵夫妻が

山田滋己さんを伴い、車で迎えに来て頂き、六甲山から

の神戸港の素晴らしい景色を楽しみ、その後有馬温泉へ

のツアー。日帰りではありましたが、有馬の湯を肌で味わ

ってきました。又の訪れを約して新幹線の乗客となり、我

が家の冷たいベッドに潜りました。来年も・・。 （神保 記） 
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  2018年度クリスマス･オープンハウス報告    

12月23日（祝・日）東京YMCA東陽町センターにて、

2018年度東京YMCA東陽町センター「クリスマス・オープ

ンハウス」が、ワイズメンズクラブ、地域ボランティア団体、

東陽町二丁目町会、江東消防署、ゴールドジム並びに学

校群などが参加して開催されました。当クラブはアトリウム

で、模擬店「むかでカレー」を販売いたしました。 

今年の「むかでカレー」は、大手食品会社からビーフカ

レーレトルト約300食の提供を受け、これにメンバー有志

が自宅で、たまねぎ、じゃが芋、人参等の追加調理品を持

参頂き、現場で保温したカレーレトルトに順次加えてカレ

ー具といたしました。ライスは、「こども食堂」の大型炊飯器

で、炊飯ができました。また、YMCA専門学校生4人のお

手伝いがありました。 

今年は、23日が日曜日で、各教会のクリスマス礼拝と重

なったのと、曇り空で時折小雨が降る天気で、例年に比べ

参加者が少ない実感でしたが、むかでカレーは、245食

(売上金額61,250円)の販売となりました。 

カレーは、子供たちが大好きで、馴染の料理ですが、

子供連れの方から激辛ではないですよね、或いは近くに

住んでいるのでテイクアウトができないかとの要望がありま

した。  【写真＝「むかでカレー」ショップのメンバー】 

 

むかでメンバーにとって、事前の250食分のじゃが芋な

どの追加野菜調理と、現場での245食の盛り付け作業は

重労働でした。私の股関節痛に要因があるのかも…。

YMCA専門学校生応援なしではできない奉仕作業でした。

皆様本当にご苦労様でした。              （髙津 記） 

参加者：城井、伊丹メ、櫻井、櫻井メ、新藤、髙津、野澤、 

長谷川、吉田、星野主事、YMCA専門学校生4

名（社体保専3名・日本語学校1名） 

 

        12月 四ツ谷駅前寄席 報告               

四ツ谷駅前寄席！ JR四ツ谷駅、新宿通りと外堀通りの

交差点から徒歩１分！ 2019年1月11日で3年目を迎える

“ギャラリー枝”内にて落語の二つ目さんをお招きして2018

年10月より月１回の開演となりました。 

場所がビルの地下（みずほ銀行ATMのあるビル）、立

て看板が出せない等の悪条件もございますが、ギャラリー

内でなにか他に出来ることはないのだろうかと考えだして

半年。むかでワイズメンズクラブ、民俗芸能を守る会の皆

さまの後援のおかげで、漠然としていた寄席の開催を実

現できるようになりました。 

寄席ライブの臨場感を間近に感じ、落語家さん達のパ

ワーを浴びて元気に笑顔で帰途につかれること請け合い

です。どうぞ四ツ谷駅前寄席にお遊びにいらしてください。

お待ち致しております。                  （野澤 記） 

寄席予約e-mail：428geda@ichiegeda.jp 

 

  2019年5月 シニアYYYキャンプ計画について   

2019年5月18日（土）～21日（火）  3泊4日 東京

YMCA山中湖キャンプ場で第3回シニアY･Y･Yキャンプ

を開催することになりました。 

今年のコンセプトは「一日10回楽しむキャンプ」、シニア

でも十分に楽しめるキャンプです。 

出入りは自由、プログラムの参加も自由です。フリーチ

ョイスプログラムは新しい自分を発見するキャンプとして

多彩なプログラムを用意いたしました。新しいプログラムと

してスポーツ吹き矢、シニアでも存分に楽しめます。野草

生け花、スケッチ教室、面づくり教室、キャンプソング等々

いつもの通り開催します。 

特別プログラムとしてボッチャ体験、早朝5：30より朝の

気功体操。夜はJAZZ、落語、バグパイプコンサート。夜

9：00～ドリンクタイムで談笑と楽しいがいっぱいのシニア

Y･Y･Yキャンプの開催です。              （城井 記） 

 

       １２ 月 第 二 例 会 報 告       

 12月25日（火）18：00～19：15 東京YMCA東陽町セ

ンターTYISで開催。以下協議報告事項。 

１．1月ブリテン記事の確認。 

２．12月22日（土）むかでクラブチャーターメンバー阿部英

世氏死去（81歳）。1月5日銀座教会で葬儀。神保・森

本両君葬儀出席。 

３．現在功労会員阿山剛男君（95歳）より退会の申出があ

り、12月末での退会承認。 

４．1月5日（土）在京ワイズ合同新年会出席者5名。シニア

キャンプと四ツ谷駅前寄席のアピール・チラシを確認。 

５．1月8日（火）の東京・東京たんぽぽとの合同例会のむ

かで参加者を確認。15名出席。 

６．2月本例会の卓話者候補は野澤寛枝君としました。 

出席者：城井、今井、伊丹、神保、髙津、星野 （今井 記） 
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             会  長  通  信                

2018年はあっという間に経って、2019年を迎えました。

昨年一年間一体何を成しただろうか。新年を迎えるたび

にそう思うのは私だけでしょうか。思ったことの半分も実現

できていなかったと思います。 

昨年10月18日、私の古き友が天国に召されました。中

学1年の時からのYMCA少年部の仲間です。共に泳ぎ、

キャンプに行き、大いに話して思い出をいっぱい残しまし

た。そうした友が重い病に侵され、3年間の闘病でした。と

きどき「調子はどう？」と電話で話しました。いつも明るい声

で「オー！ 何とかやっている」と答えてくれました。ある時

「心配してくれてありがとう」といつもと違う答え。それから2

か月後、穏やかに眠るように亡くなりました。 

スティーブン・ジョブスが「毎日が、今日が最後だと思っ

て過ごせ」と言った言葉を思い出しました。私たちが天に

召される時、どのような気持ちでいくのかと思いました。い

つか必ず来る時に悔いることのない一生でありたいと思い

ます。                                （城井 記） 
 

＜１月の予定＞  

5日（土） 在京ワイズ合同新年会 （京王プラザ八王子） 

5日（土） 東京多摩みなみ・1月本例会 

8日（火） 東京むかで・ブリテン印刷会（17:00~17:50）  

8日（火） 東京むかで・東京・東京たんぽぽ 3クラブ合

同1月本例会（東陽町センター）18:30～ 

10日（木） 東京センテニアル・1月本例会 

14日（月） 東京町田コスモス・1月本例会  

18日（金） 東京世田谷・1月本例会  

19日（土） 東新部次期部役員準備会① 

22日（火） 東京むかで・第二例会  
 

＜２月以降の予定＞ 

5日（火） 東京むかで・ブリテン印刷会  

8日（金） 東新部各クラブ各種献金納付期限 

16日（土） ４部合同EMCシンポジウム  

19日（火） 東京むかで・2月本例会（タイム・オブ・ファスト） 

24日（日） 東京町田スマイリングクラブ・チャーターナイト 

26日（火） 東京むかで・第二例会 （東新部部長訪問） 

 

           東京ＹＭＣＡニュース             

◆クリスマス・オープンハウスへのご協力に感謝！！ 

肌寒く時折雨のぱらつく天気でしたが、今年の東陽町クリ

スマス・オープンハウスも大盛況の内に終えることができて

感謝いたします。売上は昨年を上回り総額100万円を超

えました。来場者も朝早くから行列ができるほどで大変好

評の一日でした。カレーの材料提供、当日の調理、販売

をご奉仕くださったむかでクラブの皆さん、本当にありがと

うございました。また、前日夜の準備から来館しご奉仕い

ただい髙津さん、長谷川さん、本当にありがとうございま

す！ 益金は国際協力の他、地域プログラム、緊急災害

支援、ユースリーダー養成のために用いさせていただき

ます。 

◆東京ＹＭＣＡ新春特別午餐会 

ミュージックミッショナリーの久米小百合さんをお招きし、

「さんびか・時代と国境を越えたヒット曲」と題してお話をい

ただきます。 

【と き】2019年1月25日（金）12：00～13：30 

【ところ】学士会館（神保町駅A9出口徒歩1分） 

【参加費】4,000円（昼食つき） 

【申込み】賛助会事務局  sanjo@tokyoymca.org  

TEL：03-6302-1960          （星野 記） 

 

      １２ 月 会 計 報 告 他        

１．月間収入・支出合計   期間11/30～12/31 

口座名 月間収入額 月間支出額 

一般口 87.500円 53.516円 

ファンド口 80.111円 51.463円 

一般口主要収入 年会費 50千円、例会参加費 22千円 

一般口主要支出 神戸ﾎﾟｰﾄ訪問15千円、郵便料 5千円 

  牧師謝礼 20千円、車代5千円、 

在京新年会担当主事分会費5千円、 

ﾌｧﾝﾄﾞ口主要収入 例会ｽﾏｲﾙ 16千円、 

櫻印燻製ﾌｧﾝﾄﾞ64千円 

ﾌｧﾝﾄﾞ口主要支出 ｵｰﾌﾟﾝハウス寄付他 20千円, 

     DBC交流補助 15千円、YMCA献金 16千円 

（今井 記） 

２．リングプル １2月預かり    

協力者名 重量 協力者名 重量 

神戸ポート石坂様 0.85kg 長谷川正雄氏Ｇ 1.2 ㎏ 

白鳥弐番館ＤＭＧ 2.0 kg 秋山 胖氏 0.07㎏ 

  今月合計 4.12㎏ 

石坂様いつもありがとうございます。多くの方の善意が一

つとなり、ドラム缶一杯となって車椅子を手に入れることが

出来ます。                        （神保 記） 

 

              編  集  後  記                 

新年を迎え新たなスタートを切ります。むかでのチャー

ターメンバーの功労会員阿山先輩が退会なさいました。

何か冠がなくなったような気がします。 

新しい新藤・野澤両君がその隙間をカバーしていただ

けると確信しております。                （今井 記） 


