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２０１５年７月 ～ ２０１6年６月
国際会長主題 「信念あるミッション」
アジア会長主題 「愛をもって奉仕をしよう」
東日本区理事主題 「原点に立って、未来へステップ」
東新部部長主題 「ワイズの良さを発信しよう」

２０１６年 ５月例会 （第６５１回）
（強調月間：EF/JEF）
今 月 の 聖 句
憐み深い人々は、幸いである。 その人たちは
憐みを受ける。
心の清い人々は、幸いである。 その人たちは
神をみる。
（マタイ5―7～8）
Blessed are the merciful, for they shall obtain
mercy.
Blessed are the pure in heart, for they shall see
God.
(MATTHEW 5-7～8)

第１９回 東日本区大会に参加しよう！！
開催日：6月4日～5日 (登録受付開始：4日10:00～)
開催場所：長野市若里市民文化ホール

５月本例会 プログラム
準備 長谷川正雄、吉田

５月 本例会

司

日 時 2016年 5月17日(火) 18：30～20：30

受 付 長谷川正雄

場 所 東京ＹＭＣＡ東陽町センター１階・多目的室

司 会 吉田 紘子
開会点鐘

参加費 1,500円（食事代含む）
出欠は 5月 13日までに今井会計までお知らせください

５月EF/JEF について
EF=Endowment Fund：国際ワイズダム発展のための特
別基金。
JEF=Japan East Y’s Men’s Fund：東日本区ﾜｲｽﾞ運動
の継続的奉仕活動を支えるための基金。両基金は個人・
クラブが記念すべき行事・慶事等での拠金。 （高津 記）

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

星野 太郎

美味しい・楽しい食事
卓話「フィリピン・アメリカで日本語先生体験記」
片山 めぐみ氏
強調月間アピール

高津 達夫

ハッピーバースデー・結婚記念
HAPPY BIRTHDAY

スマイル

16日 城井 廣邦 21日 森本 路子

司 会
櫻井 浩行

諸 報 告

結婚記念日おめでとう
10日 阿山剛男・博子 12日 伊阪哲雄・（泰子）

閉会挨拶

副会長 佐藤

猛

閉会点鐘

会 長 土井 宏二

14日 城井廣邦・姚子 18日 伊丹一之・節子

２０１６年 ４月 の 記 録（＊累計は期初からの24累計）
会 員
正 会 員
15
功労会員
2
在籍者数
17
出席（正会員）
13
出席(功労会員)
0
会費振込先

出
名
名
名
名
名

席 状 況
出席(メネット)
出席(コメット)
出席(ゲスト)
出席(ビジター)

例会出席総数

0
0
1
0
14

名
名
名
名
名

メーキャップ記録
1名
森本晴生 (4/26)第二例会

スマイル
ＢＦポイン

リングプル

出席率14 /15＝93％

むかで基金

8,945 円
0 円

577.45 Kg
48,535 円

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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４月 本例会報告

貧困は、家族間の会話する時間の減少、児童虐待の

４月１９日（火）１８：３０に、 司会鈴木君のもとで第６５０

増加。 特に夏休み明けには、貧困児童は痩せているの

回目むかでクラブ４月例会が開催されました。

が目立つ。（普段は学校給食に食事面で支えられてい

土井会長の点鐘、出席者全員によるワイズソング斉唱。

る）

今月の聖句・感謝の祈りは今井君。

このような現実を、日常の中で見るようになり、「こども食

本日の例会は内容が盛り沢山につき、美味しい・楽し

堂」運営を決意した。

い食事のときから、各種報告が始まった。

教会員の協力で似顔クッキーつくり、お好み焼きパー
ティー、バレンタインパーティーをやってきた。参加費は

★まずは、むかで企画の「Y・Y・Yキャンプ」を、城井君
作成のレジメに沿って説明あり。スケジュールは４月２７日

無料にしている。

（水）YMCA山中湖キャンプ場視察、５月２３日（月）～２４

難しいのは参加者が、経済的苦境にあることを隠して

日（火）にプレ・プレチェックキャンプをYMCA山中湖キャ

おきたい心理が働くこと。一方で、主催者としては、多く

ンプ場で実施。第２回目のプレキャンプは１０月を予定。

の子どもたちに食堂に来てほしいこと。

キャンプフラッグ案の説明があった。

運営経費については、開始当初行政より２０万円の補
助があった。今は、教会献金、募金箱設置で資金的協

★続いて、本日のメインである 鈴木 悟牧師（川口市
の岩の上の教会）の卓話「子どもを私のところに来させな

力を仰いでいる。

さい」と題して、今話題の「こども食堂」のお話をしていた

★ミニオークション

だきました。以下概要です。

４月恒例の「むかでミニオークション」を今井・吉田司両
君でスタート。集金担当は城井君。まずは食べ物から始
まったが、値段は競り上がりなく、９０％以上が初値で競り
落とされた。それでも、売上は１９,５９０円となった。感謝。
その他として、クラブとして熊本地方大地震の支援金を
２万円支出することが了承された。４月の結婚記念日は、
鈴木君と櫻井君。ハッピーバースデー該当出席者なし。
最後に、佐藤副会長の閉会挨拶、土井会長の閉会点
鐘で４月例会は終了。
出席者：土井、伊丹、今井、櫻井、佐藤、城井、神保
鈴木、髙津、長谷川、星野、吉田司、吉田紘子

教会のプロジェクトとして「川口こども食堂」開催しました。

ゲストスピーカー：鈴木 悟（岩の上教会牧師）

日本のこどもの貧困率約１６％（２０１２年調査）、こども６

（今井 記）

人に一人が貧困の中にある。日本は世界の平均を上回

第３回東新部評議会出席報告

る貧困率。

2016 年 4 月 16 日（土）午後 1 時より、東京 YMCA 東

「貧困定義：年間可処分所得一人当たり１３７万円未満
の人が貧困。日本の年間平均可処分所得
２７４万円」

陽町センター・ウエルビーにおいて、「第 3 回東新部評議

一人当たり

会」が開かれました。28 人が出席、委任状は 8 通でした。

（下は、こども食堂ポスター）

森本晴生部書記が司会を務め、伊丹一之部長の机を
叩く点鐘（ワイズ倉庫から鐘を持ち出せなかったため）で
開会。ワイズソング、今井武彦部会計の聖句と感謝、伊丹
部長の挨拶、定足数確認ののち、議事に入りました。
審議事項の議案審議は次のとおりです。
①2015-2016 年度第 2 回評議会議事録承認の件
②2015-2016 年度第 3 回役員会議事録承認の件
森本部書記が議事録を説明し、①②とも承認された。
さ

③次期部役員・次期各クラブ役員確認の件
④次期部長主題・事業計画の件

らに、貧困は、学力の差、大学進学率の差、そして就職

細川次期部長が説明し、③④ともに承認された。

率の差となって表れてくる。
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⑤2016-2017 年度予算案の件

期の事業計画について徹底的に議論を交わす場を設け

加藤次期部会計が予算案を説明し、承認された。

たいと考えています。次期検討する事項は多々あると思

⑥新クラブに対する支援の件

いますので5月の第2例会を今期の反省を主に6月の第2

太田会員増強事業主査が多摩地区新クラブへの 5 万

例会を次年度実行計画を主に拡大会議にしたらいかが

円の支援の説明をし、原案通り拍手で承認された。

ですか？全員一致で方針を共有し、年齢を吹っ飛ばした

⑦その他

挑戦と改革の行動力を示し、実りあるクラブ運営を実行し、

a 伊丹部長から、次期より「第 3 回評議会には現評議員

東京むかでワイズメンズクラブここにありを示そうではあり

に加え、次期評議員の陪席出席を義務化する」との提

ませんか。

案説明があり、質疑応答の後、原案どおり拍手で承認さ

皆さんご存知のカルビー会長の後援会で、挑戦し改革

れた。

するのに①日本人 ②男性 ③年長者 ④高学歴である

休憩をはさんで報告事項に入り、

人 以上4点が妨げている。そのような人に新しいことを託

①第 3 回東日本区役員会報告と、

すのは無理と思われる。しかし外すわけにはいかないの

②部長報告は伊丹部長から報告されました。

でおかれた自分がその4点にあてはまっている事を常に

③東新部会計中間報告は今井部会計から報告。

意識を持つべきである。そして大切な事は組織ではなく、

④各事業主査、専任委員からの報告は、当日出席の神

個人一人ひとりが自由に透明に公平に難しく考えず、過

保地域奉仕事業主査、太田会員増強事業主査、長澤ユ

去にとらわれず、身の丈にあった挑戦・改革をやるべき

ース事業主査、松田ヒストリアン、長澤ウェブマスター、櫻

である。それを妨げない風土を作るのが組織の長の最大

井 LT 委員長から報告があり、

の仕事であると述べていました。大手総合商社の管理職

⑤各クラブ報告では、7 クラブから報告がありました。

から中小企業のカルビーへ転じ、長年赤字の会社を短期

その他では、熊本地震のために緊急募金を行い、

間に黒字に転換させた名経営者の話ですが、当時組織

20,451 円が集まりました。また、ＢＦ代表受け入れについ

を纏められず悩んでいた時期、私にインパクトを与え勉

ては、我がむかでの土井会長が 6 月 2 日にホームステイ

強になりました。どこの組織にもあてはまるかもしれません

を引き受けて下さることになりました。

ね。

（土井 記）

＜2016年5月の予定＞

佐藤・権藤両監事から講評があり、東新部の歌を高ら

6日（金）東京センテニアル・5月本例会

かに歌い、伊丹部長の点鐘を持って閉会しました。

6日（金）東京むかで･ブリテン印刷会

（伊丹 記）

9日（月）東京まちだ・5月本例会

Ｙ・Ｙ・Ｙキャンプニュース

10日（火）東京・5月本例会

今年、春秋2回のキャンプをテストケースとして予定して

11日（水）東京目黒・5月本例会

いた。春のテストキャンプのため4月27日に数名でキャン

17日（火）東京むかで・5月本例会

プ場の施設の見学を行った。その見学結果に基づいて、

19日（木）東京世田谷・5月本例会

5月の23日～24日の一泊キャンプを実施する。参加者は

21日（土）東新部中間引継会（15:00～）

テストケースとして広く募集はしないが、参加できる有志

22日（日）東京多摩みなみﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ設立総会

で実際にプログラムを実行し、問題点を洗い出す。

23日(月)～24日(火) Ｙ･Ｙ･Ｙ ＣＡＭＰ山中湖

ただし、このキャンプに興味をもたれ積極的に参加して

25日（水）東京むかで・5月第二例会

いただける方は、よろこんで参加していただきます。むか

26日（木）信越妙高・5月本例会

でクラブまでご一報下さい。

28日（土）東京コスモス・5月本例会

（鈴木 記）

＜6月以降の予定＞

会

長

通

4日(土)～5日(日) 東日本区大会 長野市

信

7日（火）東京むかで・ブリテン印刷会

今期も残すところあと2か月、むかでワイズメンズクラブ
としては5月のY・Y・Yプレミニキャンプを成功させ、10月

21日（火）東京むかで･6月本例会

のY・Y・Yミニキャンプに繋げたいと全員一致で進みたい

28日（火）東京むかで・6月第二例会

と考えています。

7月2日（土）東京むかで・下田会議
東陽町センター 13：00～18：00

私案ですが、「下田会議」(7/2)の前に今期の反省と次
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むかでのたわごと

４月 第二例会報告
第二例会は4月26日（火）午後6時30分より東陽町

熊本地震の揺れも収まらないうちにゴールデンウィーク

センター１Ｆ 多目的ホールで開かれた。

を迎える日本。避難所暮らしの被災された方々、マイカー

通常通り最初にブリテンの記事内容についての検討

で避難所代わりにしている方々、 東日本大震災・津波・

がされた。その後、

放射能被害で仮設住宅からまだ離れられないでいる

①８月の野尻湖キャンプ場でのファミリーキャンプは

人々。それでなくても揺れ動いているわが日本。

８月１５日（月）～１７日（水）に開催。１６日（火）に８月本

先の見えない原発問題、廃棄物処理はどうするの！

例会開催とする。

株価の乱高下、為替の円高円安、マイナス金利？

②むかでワイズメンズクラブの活動として、ユニークダ

マイナンバー、東京オリンピックの準備、選挙制度の問題、

ンスの終了に伴いYサとして「Y・Y・Yキャンプの実施

保育問題抱えている中の少子化問題、保育士・保育園、

運営」を現在検討しているが、それ以外にも今月の卓

国の借金問題1000兆円超、どうなることやら！

話にあった「子供食堂の運営支援」をCSとして援助し

辺野古・普天間の沖縄基地問題はどうなるのでしょうね！

ていくのはどうかとの提案があり、了承された。

ワイズライフをみんなで楽しんでいられないのではない

出席者：今井、神保、鈴木、森本、吉田司

でしょうか！

（尽慕巌：記）

（鈴木 記）

４ 月
ＹＭＣＡニュース

会

計

報

告

１． 月間収入・支出合計
口座名
月間収入額
一般口
25,000円
ファンド口
48,535円
・一般口入金 年会費25千円

◆チャリティゴルフ大盛況！
天気が心配され
たチャリティゴル
フですが、昨年より

・一般口支出

多 い 113 名 の 参 加

期間4/1～4/30
月間支出額
31,355円
20,108円

例会弁当代18千円

・ファンド口収入 伊丹メネット寄付 20千円

があり大盛況でし

スマイル8千円、オークション売上 19千円

た。収益金464,000

・ファンド口支出 熊本地震支援20千円（東京YMCA）

円は、不登校児の支

（城井・今井 記）

援、フレンドシップファンドなどに用いられます。ご
参加いただいた皆さんありがとうございました！

２． リングプル 4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
長谷川正雄氏G
４月合計
1.8kg

◆第803回 東京ＹＭＣＡ早天祈祷会
【と き】2016年6月1日（水）7:00～8:30
【ところ】東京YMCA山手センター 1階ホール

重量
1.8kg
（神保 記）

【奨励者】並木信一氏
（元東京YMCA副総主事・東京八王子クラブ）

編 集 後 記

◆東京ＹＭＣＡ午餐会

新緑の季節となりました。この季ほど、一年間で「命」の

【卓話者】島先克臣氏

躍動感を感じるときはありません。４月のむかでクラブ本

（牧師 旧約聖書学者 日本聖書協会翻訳部）

例会では、季節と同じ躍動感を体感しました。

【と き】2016年5月26日（木）12:00～13:30

それは、卓話者鈴木牧師の「こども食堂」のお話でした。

【ところ】東京大学YMCA

今の日本の国で、子どもの６人にひとりは貧困状態にある。

【参加費】3,000円 （食事なし1,500円）

貧困状態のこの子らに支援の手を差伸べようと立ち上が

【お申込み】賛助会事務局 tel.03-3615-5568

ったのです。

◆第14回 東京ＹＭＣＡ会員大会

私たち「むかでクラブメンバー」にも、何かお手伝いで

【と き】2016年5月28日（土）13:30～16:30

きることは無いかと考えています。このブリテンを読む方も

【ところ】東京YMCA東陽町センター

一緒に考えてください。お願いします。

【内 容】事業報告・中期計画説明・表彰・講演・

（今井 記）

交流・チャリティオークションなど
（星野 記）
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