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2015年 ８月例会 （第６４２回）
（強調月間：CS）
今 月 の 聖 句
わたしは、わたしの平和をあなたがたに与える。
わたしはこれを、世が与えるように与えるのではない。
心を騒がせるな。おびえるな。
（ﾖﾊﾈ14-27）

東京YMCA
東京YMCA夏まつりに集合
YMCA夏まつりに集合！！
夏まつりに集合！！
日時：８月２９日（土）11:30～15:30 集合10:０0
場所：東京YMCA東陽町ｾﾝﾀｰ（雨天決行）

“Peace is what I leave with you ; it is my own
peace that I give you. I do not give it as the world
does. Do not be worried and upset ; do not be
afraid.
(John14－27)

８ 月 例 会 プログラム
準 備 参加者全員
受 付 城井 廣邦

８月 本例
本例会
会
015
18:3
:30
日 時 201
5年 8月 16日（
16日（日
日（日）18
:30～20:30
場 所 東京YMCA
東京YMCA野尻
YMCA野尻キャンプ
野尻キャンプ きつつきハウス
きつつきハウス

司 会 神保伊和雄
開会点鐘

Tel 026-258-2708 FAX 026-258-2091
参加費 ２.５００円（食事・パーティー
５００円（食事・パーティー代含む）
パーティー代含む）

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/感謝

8月 CS について

今井 武彦

楽しい食事

Community Serviceの略 大きくは地球社会、又
身近な地域社会の隣人への奉仕活動をYMCAと協力
して展開する。当クラブではリングプルを収集し、車椅
子と交換する活動を続け、現在５台目の取得を目指し
ています。（約750kg／台）
（長谷川 記）

卓 話 「東京YMCAの野外活動の展望」
東京YMCA野外教育ｾﾝﾀｰ事業部長 諏訪 治邦氏
♪ｷｬﾝﾌﾟｿﾝｸﾞを楽しもう♪

神戸ﾎﾟｰﾄ/大野

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

27日 長谷川正雄

司 会

スマイル

吉田 紘子

23日土井 宏二

諸報告

各担当者

27日 長谷川和子

閉会挨拶

副会長 鈴木 健彦

閉会点鐘

会 長 土井 宏二

HAPPY
HAPPY BIRTHDAY
1日 高津 達夫

勉氏

結婚記念日おめでとう（
結婚記念日おめでとう（該当者なし）

２０１５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 今月分
14.000 円
正 会 員
15 名 出席(メネッﾄ)
0 名
1名
功労会員
3 名 出席(コメット)
0 名
神保伊和雄（7/25）評議会
在籍者数
18 名 出席(ゲスト)
0 名
4 名
出席(正会員) 13 名
出席(ビジター)
リングプル 累 計
325.0 kg
14.000 円
出席(功労会員) 0 名
例会出席総数
17 名
出席率14/15＝93％
むかで基金
今月分
01
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
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７ 月 本 例 会 報 告

終了予定時間も押し迫り、ここからはピッチをはやめて

2015年7月21日（火）午後6時30分から東京 YMCA

の会運営となりました。ハッピーバースデー・結婚記念日

東陽町センター多目的室で、東京むかでクラブの第641

の該当者出席なく、次月へ図書券は持越し。

回「2015-2016年度キックオフ」７月本例会が開催され

スマイルは城井君の掛け声で14千円。星野君からは８

た。

月の YMCA ニュース連絡等がありすべて終了。

司会は今井君。開会点鐘は森本会長。その後ワイズソ

鈴木書記兼副会長が閉会の挨拶。閉会点鐘は土井会

ングを斉唱。司会より、ゲスト・ビジター紹介が行われた。

長。丁度定刻8時30分に閉会。

櫻井君司式で会長委嘱式が行われました。新会長・土

後日談として、司会に対し次週役員会案内、８月例会

井宏二君は、東京むかでワイズメンズクラブ会長就任の

の案内がなかったとご指摘・指導がありました。反省。

宣誓を行い、直前会長森本君から「会長バッジ」を引き継

（今井 記）

ぎました。その後、新旧会長の握手で委嘱式は終わりま
した。

出席者：土井、伊阪、伊丹、今井、櫻井、鈴木、城井

【会長委嘱式で宣誓する土井宏二新会長】

高津、長谷川、星野、森本、吉田（紘）、吉田（司）
ビジター：太田勝人（東新部直前部長兼会員増強事業
主査・東京世田谷）、佐藤茂美（東新部監事・東
京）、村野繁（東新部国際・交流事業主査・東京目
黒）、長澤山泰（東新部ユース事業主査・部ウェブ
マスター・東京）

（敬称略）

2015-2016年度 第１回東新部評議会報告
続いて星野君による今月の聖句と感謝の祈りが捧げられ

2015年7月25日(土)13時～16時東京 YMCA 東陽町

た。食事は升本のお弁当。デザートはビジター佐藤君、

センター視聴覚室に於いて、今期第一回となる東新部評

吉田君、鈴木君の差入れのお菓子。感謝。

議会が開催された。

食後は、東新部伊丹部長の公式訪問スピーチ。部長

会は、森本部書記の司会のもと、伊丹部長の点鍾と開

は自身のワイズ歴40年の経験を踏まえ、部長主題「ワイ

会宣言から始まった。続いてワイズソングを参加者一同に

ズの良さを発信しよう」とお話になった。具体的には各ク

よって唱和し、

ラブのブリテン活用、YMCA の良さの発信、会員増強を

佐藤監事の聖

アピール。特に、「ワイズの良さ」を見つけるためのアンケ

書朗 読 ・祈祷 、

ート実施は、各ワイズ自身の良さの再発見に役立ったと

続いて権藤監事

思う。

の司式で新旧の

入会・転会式が、伊丹東新部部長立会いで土井新会

東新部部長の

長司式のもと実施された。新入会員は伊阪哲雄君、再入

引継ぎ式と部旗

会員は吉田司君、転入会は吉田紘子君の3名。（プロフ

の引継ぎがおこなわれた。【写真】 それにより伊丹部長

ィールは4ページ参照）

は、部長挨拶の中で「ワイズのよさを発信しよう」をテーマ

年度初会長スピーチは、時間厳守のクラブ運営を強

にあげて、ワイズメンクラブの知名度の向上、会員の増強

調。さらに、例会・役員会その他集いの場での参加者とし

をはかるとの所信評明を行った。書記より出席者数確認。

ての積極的発言を求められました。

会の成立を確認した後、審議事項の検討に入った。次期

東新部出席役員の新年度方針スピーチが行われ、そ

部長として細川剛君（東京）が承認された。前期決算・今

の後、むかでクラブが30年余にわたる「ユニークダンス・

期予算修正案が了承された。つづいて東新部各担当か

パーティー」で活用した車椅子1台を、東京 YMCA に寄

らの報告がなされた。各クラブからは、今年度各クラブの

贈する式が行われ、土井新会長より星野担当主事に贈ら

所信表明がおこなわれた。

れた。（この車椅子は早速、７月下旬の障害者キャンプ・

東新部としての前期の大きな出来事は、2クラブ（東京

リーダー会で利用されるとのことでした。）

銀座・東京白金高輪）が解散し、会員数を減らしたことで

強調月間アピールは高津君、今井君の前期決算報

ある。しかしさしあたって緊急の懸案事項として大田勝人

告・長谷川監事の監査報告、今期予算の承認が行われ

直前部長が前期提案実行された、東新部各クラブの新入

ました。

会員一人当たり6000円補助を12月で打ち切る議案提案
2

があった。幾つかのクラブから、新入会員を増やそうとし

まちだ・コスモス合同例会
15～17日 むかで野尻ファミリーキャンプ
16日（日）東京むかで・8月本例会（野尻キャンプ）

ている時に、逆行しているとの反対意見が出された。
上記事情を踏まえ櫻井 LT 委員長の「東新部長期運営
検討委員会」設置提案の中で補助金の件も検討し、11月

21日（金）東京世田谷・8月本例会

評議会で中間報告することになった。

22～23日（土日）東京・8月本例会（東山荘）

（鈴木 記）

27日（木）信越妙高・8月本例会

出席：土井、伊丹、今井、櫻井、城井、神保、鈴木、髙津、

26～28日 東京目黒・那須合同 移動例会

森本、星野、吉田（紘）

29日（土）東京YMCA夏まつり

会

長

通

東京むかで第二例会

信

＜9月以降の予定＞

会長をお引き受けして 1 か月経過しようとしています。

1日（火）東京むかでブリテン印刷会

本例会・東新部評議会なんとか無事こなしてきました事、

15日（火）東京むかで9月本例会

感謝です。さて第二例会では新入会員の入会日につ

19日（土）野尻学荘合唱団練習（東陽町センター）

いて激論が交わされました。「クラブ入会日基準」の考

24日（木）東京むかで第二例会

え方がクラブ内での議論となりました。正しい答えは難
しいと思いますが、第二例会で議論がなされたこと自体

７月第二例会 報 告

は良かったと思います。

第二例会は7月28日（火）午後6時30分～午後8時に

「むかでクラブ」会長とは何なのか？と考えてみまし

東陽町センター多目的室において開催された。検討内

た。一般会社では社長時代の苦労に報いる名誉職的

容は以下の通り。

なポジション会長。町会等では地元名士を会長にして
格を上げると錯覚している会長。この例のようなケース

1

ブリテン記載内容名項目の確認・検討

は結構他にもあります。経済界、例えば経団連等では

2

野尻キャンプへの交通手段、食事材料の手配担当、
調理の問題、卓話者の確認

財界総理としての権力者で自分が地位を狙う会長職。
3

自分の力だけではなれない会長。その他年功序列で

10月10日の東信部会準備関連。
「野尻学荘合唱団」の練習日9月19日（土）

の会長。寄付金額の多さでの会長。自分でなりたくてな

15：00-17：00

る会長等色々あります。

東陽町ｾﾝﾀｰ多目的室確認。

チャイムレンタルの下調べ

「むかでクラブ会長」はどれにも当てはまりません。本

（鈴木 記）

出席：土井、伊丹、今井、神保、髙津、鈴木、星野

来会長の仕事は共通の目標に向かって組織のベクト
ルを合わせリードすることだと思います。果たして私に

東京ＹＭＣＡ夏まつり 案内

そんなリーダーシップが有るとは考えられません。

東京YMCA東陽町センター「夏まつり」は、8月29日

私なりの「むかでクラブ会長」として、「目配り」「気配

（土）11：30～15：30開催されます。

り」「思いやり」で会員をリードしたいと考えています。

（当日のむかでﾒﾝﾊﾞｰ集合は、10時でお願いします）

「目配り」とは本例会の議題をしっかり把握する事。「気

地域との交流を促進する夏恒例の行事で、各種模擬店、

配り」とは会員全員に発言をしてもらう事。「思いやり」と

子供コーナー、被災地応援販売並びにお楽しみ抽選会

は発言に対し、「お返し」をし、相手の存在を認める事。

などがあります。

このような考え方で進めていきたいと思います。

当クラブは、恒例のアトリウムでの模擬店「かき氷」です。

基本は「時間を守る」ことです。何でこんな簡単なこと

模擬店「かき氷」は、子供たちが集まるアトリウムにあり、

が出来ないか不思議ですね。でもなかなか出来ない。

暑い場所での奉仕になりますが、ご協力の程宜しくお願

これがきちっと守られるようになると、もっと素晴らしい

い致します。

「東京むかでクラブ」なると信じています。

「かき氷」は１個、100円で、250食の販売を予定してい

（土井 記）

ます。シロップは、イチゴ、メロン、オレンジ、ブルーハワイ、

＜8月の予定＞

コーラ等を予定しています。

4日（火）東京むかで･ブリテン印刷会

今年は、「氷」を含めシロップも東京YMCAで用意する

7日（金）東京センテニアル・8月本例会

ことになっています。

10日（月）町田YMCA25周年記念
3

（高津 記）

ＹＭＣＡニュース

「提灯」

・吉田 紘子 君

・【YMCAサマーキャンプがスタート】

東京銀座クラブの解散（6月末日）に伴い、

YMCAサマーキャンプが始まりました。20のキャンプ

古巣「むかでクラブ」に転入会させていただ

が予定され、そのうち13のキャンプがキャンセル待ちと

きました。現在、東京YMCAチャリテイーゴ

好調です。野尻学荘は41名の申込があり、40名を超え

ルフ委員会委員。東陽町センターコミュ二

たのは2003年以来、12年ぶりのことです。

テイー委員会。陽春の集い。Ｙわい歌のひろば委員長。

・【賛助会年会が開催されました】

７ 月

7/14、東京YMCA賛助会年会が行われました。約

会

計

報

１． 月間収入・支出合計

130の企業・団体が賛助会メンバーとして東京YMCAを

7/1~7/31
口座名
一般口
ファンド口

支援してくださっています。この度の年会で、現会長北
城恪太郎氏（日本IBM㈱相談役）が退任され名誉会長
に就任、新会長に東京女子大学理事長の氏家純一氏
（野村ホールディングス㈱名誉顧問）が就任されました。

月間収入額
521.900 円
14.000 円

月間支出額
93.668 円
77.716 円

・一般口収入 会費 450千円、例会参加費 4千円、

氏家氏は、少年時代、毎年野尻学荘に参加していたボ

野尻事業補助65千円

ーイズのご出身です。

・一般口支出 例会弁当 22千円、切手 3千円

・【東京YMCA午餐会】

区クラブ入会費 6千円

８月の午餐会は「キリスト者たちが通ったアジア太平洋

・ﾌｧﾝﾄﾞ口収入 ｽﾏｲﾙ 14千円、

戦争期」と題して、ノンフィクション作家で評論家の石浜

・ﾌｧﾝﾄﾞ口支出 事業費補填（野尻）65千円、

みかる氏による卓話です。

夏祭り抽選券13千円

日時：2015年8月20日（木）12時～

（城井・今井 記）

場所：東京大学YMCA（南北線・東大前駅歩0分）
参加費：3,000円（昼食あり）

告

２．リングプル ７月預かり G：ｸﾞﾙｰﾌﾟの略 （神保 記）
ご協力者名
重量
ご協力者名
重量
長谷川正雄氏 G
2.0kg 斉藤昭七氏 G
25.0kg
7 月合計
0kg
27.0kg

（星野 記）

新入会員紹介コーナー

む か で の た わ ご と

・伊阪 哲雄 君

ゆく川の流れは絶えずして、時の流れに身を任せ、

野尻学荘には中学一年生の時参加して

土石流は幸せな家庭を押し流して・・・・・？

以来、10年間ボーイズ・リーダーを経験しま

東京むかでクラブが2015-2015年度のスタートを切りま

した。高校一年生からYMCA少年部のメン

した。入会・転会式をもって軽快に端緒を切りました。恒

バーとなり、大学時代はリーダーをしました。

例の東新部部長公式訪問、 二十マルをつけてもらえる

野尻学荘クラブは発足時より参加しております。
仕事は1970年にコンピュータ会社に就職し、IT関連の

のが手に届くところまでになりました。野尻湖が呼んでい

仕事をしてきました。現在は、ITコンサルタントをしており

ます。妙高・黒姫も待っています。初めて野尻湖へ向かっ

ます。

てから60年経ちました。胸躍らせて彼の地へ向かったこと
が昨日のように思い出されます。エイちゃん・笈川さん・オ
ポン・トミさん・ニグさん・布能さんみなさんに可愛がっても

・吉田 司 君

らいました。遊び方・楽しみ方を教えていただきました。

6年前に家業(木工業）を廃業し、「エージ

今年もまた楽しんできます。

ェンシーつかさ」を設立、現在就業中。
趣味：ヨット・スキー・ゴルフ・オートバイ・

（尽慕巌：記）

編 集 後 記

車・もの作り。趣味が高じて、１年前より自宅

梅雨明け以来の猛暑続き。「昔の夏はこんなに暑いこ

をリフォーム中。むかでクラブには５年ぶりの再入会です。

とは無かったのに、やはり地球環境の破壊が進んでいる

事務的なことは、大の苦手ですが、身体を動かすことは

からだと・・・文明の発達と引き換えに因るのだからまあし

得意。

ょうがないか。」と言ってこの暑さに納得できますか？この
中でのブリテン担当は汗、汗・・
4

（今井 記）

