“TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT”
Affiliated with The International Association of Y’s Men’s Clubs
Chartered : 10 May, 1961

東京むかでワイズメンズクラブ

Office : Tokyo YMCA Toyocho Center
2-2-20 Toyo, Koto-ku, Tokyo, Japan

THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO-MUKADÉ “CENTIPEDE”
〒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

━━━━━━━━━━━
会
長 土井 宏二
副 会 長 伊阪 哲雄
直前会長 森本 晴生
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２０１６年７月 ～ ２０１７年６月
━━━━━━━━━━━
国際会長主題 「私たちの未来は、今日から始まる」
書
記 鈴木 健彦
アジア会長主題 「ワイズ運動を尊重しよう」
会
計 今井 武彦
東日本区理事主題 「明日に向かって、今日動こう」
担当主事 星野 太郎
東新部部長主題 「今チャレンジ、明日に向かってワクワク東新部」 ━━━━━━━━━━━

２０１６年１１月例会 （６５７回）
（強調月間：ワイズ理解/ＦＦ）
今 月 の 聖 句
……死にかかっているようで、
このように生きており、……
（コリント信徒への手紙Ⅱ 6章9節）
as unknown, yet we are known by all; as though
we were dead, but, as you see, we live on.
Although punished, we are not killed;
(2 Corinthians 6-9)

ＹＭＣＡオープンハウスに参加しよう ！
日時 ： ２０１６年１２月２３日（金・祝）
場所 ： 東京ＹＭＣＡ 東陽町センター

１１月本例会 プログラム
受 付 今井 武彦

１１月 本例会

司 会 佐藤

日 時 2016年１１月１５日(火) 18：00～20：00

開会点鐘

場 所 自由学園 明日館 会議室1925
豊島区西池袋2-31-3 ℡ 03-3971-7535
参加費 会員 2,000円 会員以外 3,000円
※例会場所と開始時刻が変更になっていますのでご注意ください。
出欠は11月10日（木）までに今井君までご連絡ください。

猛

副会長 伊阪 哲雄

ワイズソング(日本語)

一 同

ゲスト・ビジター紹介

司 会

今月の聖句／感謝

今井 武彦

楽しい食事
卓話「自由学園の教育理念と今後の教育」

１１月 ワイズ理解/ＦＦについて
ワイズ理解：ワイズメンがワイズを理解することはもちろ
ん、ワイズ以外の人にワイズのことを広めましょう。
ＦＦ：ファミリーファストの略で、家族で1食を抜いて1家族
500 円 を 献 金 す る も の で す 。 STOP!HIV/AIDS
運動のために活用されます。
（長谷川 記）

学校法人自由学園国際センター長
矢野 恭弘氏
強調月間アピール

長谷川正雄

ハッピーバースデー・結婚記念
スマイル

司 会
城井 廣邦

諸 報 告

HAPPY BIRTHDAY
2日 神保 久子
結婚記念日おめでとう
3日 星野 太郎・里奈 15日 森本 晴生・路子

閉会挨拶

鈴木 健彦

閉会点鐘

副会長 伊阪 哲雄

２０１６年 １０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
11,500 円
0 名
3名
正 会 員
15 名 出席(メネット)
ＢＦポイント 現金累計
0 円
名
功労会員
1 名 出席(コメット)
0 名 櫻井浩行 10/8 東新部大会
切手累計
0
在籍者数
16 名 出席(ゲスト)
0 名 城井廣邦 10/8 東新部大会
出席（正会員）
10 名 出席(ビジター)
1 名 土井宏二 9/27 第二例会
リングプル 累 計
711.05 Kg
0 名 例会出席総数
出席(功労会員)
11 名 出席率 87 %
むかで基金
今月分
21,500 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
会費振込先
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１０月 本例会報告

スタッフ は前日の21日からキャンプサイトに入り、キャン
パーの受け入れ準備を行なった。主要なスタッフが病に倒

10月本例会（第656回）は、10月18日(火)18時30分から
東京YMCA東陽町センター多目的室で開催されました。

れ、参加できないといったハプニングも生じたが、東京む

司会は髙津君が担当、病気療養中の土井会長に代わっ

かでクラブ会員一同一丸となってこの危機を乗り越えた。

て森本直前会長が開会点鐘、ワイズソング。本日のゲストは

キャンプ期間中は雨にも降られず、予定したプログラム

東京YMCA総主事の廣田光司氏（東京クラブ）で、卓話を

をすべてこなすことができた。今回のプログラムは、キャン

していただきました。星野主事の聖句と感謝ののち、いつも

パーの募集方法や、連絡方法、プログラムの設定時間のミ

の升本のお弁当で食事になりました。

ス等、課題も多く残った。しかしながら、それ等の事柄にも

食事の後は、廣田総

拘らず、キャンパーからは、楽しかった、良かったという肯

主事より「東京YMCA

定の声を多くいただいた。【写真＝2日目の朝、湖畔にて】

2016-2018中期計画に
ついて」と題して、卓話
をいただきました。
【写真＝廣田総主事】
まず、キーポイントは
「若い生命を豊かに育てる」活動を展開、「会員活動」、「諸
事業の展開」、「地域活動」を通じて、青少年の健全な成長
と地域社会に貢献すること。
その中で、「思いやり」、「誠実さ」、「尊敬心」、「責任感」

それは各自の行動の自由を出来るだけ大きくとり、各自

の4つの重要な価値を中心に据え、「会員による運動体」で

の判断で自分の好きなように時間を過せるようにしたこと。

あること、本館を都内中心部に配置すること、健全な財政を

又その時間に幾つかの選択できるプログラムを用意したこ

維持することで、将来展望に繋げる

とが効果的であった。シニアキャンプでは全員が常に一緒
に動くようなプログラムはキャンパーに対する負担が大き

具体的な事業展開では、①子ども、②野外教育、③学校

過ぎるようである。

領域、④国際、⑤地域センターをターゲットに、YMCAの

今後のキャンプは参加者の増加に伴って、プログラム数

持つ知的財産を有効に活用する。

を増やし、キャンパーが多くのプログラムの中から参加した

東陽町センター閉鎖後の2018年からは、本部機能が早

いプログラムを選択できるようにしていく。

稲田奉仕園内のキリスト教会館6階に移るので、むかでクラ
ブの例会場もそちらに移ることをある程度は想定していると

第20回 東新部 部大会 報告

のことでした。

2016年10月8日（土）アジア青少年センター・スペースY

引き続いて、強調月間アピールは神保君、ハッピーバー

において第20回東新部部大会が開催された。大会テーマ

スデーと結婚記念日は、台風のために中止となった9月と

は「今チャレンジ、子どもをマラリアから守ろう！」。

今月の該当者にプレゼントが渡されました。

プログラム第1部は、10：30～11：45部大会。利根川東

諸報告では、3日後に迫ったシニアY･Y･Yキャンプにつ

日本区理事、菅谷東京YMCA副総主事を迎え、区役員、

いて最終確認が行われ、スマイルは今井君が担当、森本

部役員の紹介があり、前年度の部の表彰が行われ、むか

直前会長の閉会点鐘で定刻に閉会しました。

でも感謝状を受けた。壇上には過去一年間に東新部のク

出席者：伊丹、今井、神保、鈴木、髙津、長谷川、星野、

ラブに入会され、本日参加された会員が紹介された。

森本、吉田（司）、吉田（紘）

第1部終了後、2階レストランのビュッフェスタイルの軽

ゲストスピーカー：廣田光司・東京YMCA総主事（東京）
（敬称略）

（鈴木 記）

食・懇親会の会場へ移動、東京クラブのメネット手作りのケ

（伊丹 記）

ーキが美味しく楽しめた。

シニア Ｙ・Ｙ・Ｙ キャンプ 報告

第2部は、14：00～16：00講演＆ファミリーステージ。ここ

シニアY･Y･Yキャンプは10月22日土曜日の昼から、24

からは一般公開（チケット1,000円）。講演は、コワーイ蚊で

日月曜日の昼まで、来年の春から実施するキャンプのため

病気にならないための狩野繁之先生のお話。会場には小

のテストケースとして、2泊3日YMCA山中湖センターで行

さい子供さんも多く参加しているので、先生は「コワーイ！

われた。参加者は、おおよそ延べ50人程度であった。

蚊の（狩野）お話ですと話し、子供にも分かりやすく講演さ
2

れ、会場が盛り上がった。素晴らしい！の一言。

なす学習の成果を、10月30日小中合同文化祭で発表され

続いて、「子どもをマラリアから守ろう」の音楽ステージ。

ました。4チームに分かれ、デザイン、文章、ランドスケープ

NHK・Eテレでおなじ

の提案でした。まず各チーム舞台に立ってのプレゼンテー

みの谷本賢一郎さんの

ション。会場ではデザインスケッチと完成イメージの模型を

ステージ。会場は220

作ってリアルな内容でした。

人の一般の観客で満

「投票用紙が｣用意され、父母の方々に投票をお願いし

席。部大会はワイズの

ていました。模型を前に生徒が「何番に投票して！」と熱の

内向きのプログラムが

こもったプレゼンテーションでした。校長先生や教頭先生

多い中、外部へ発信するこの企画は大成功。翌日の東京

から、「本当に良き機会になっている」との言葉を頂いて萩

新聞に記事が掲載されたとのこと。まずは大成功！

浜中学校を後にしました。

むかで参加者：伊丹、今井、神保、城井、高津、森本、
吉田（紘）

次回は11月11日訪問予定。投票結果を受けてデザイン

（櫻井 記）

のまとめに入っていきます。

10 月の「 川口こども食堂 」訪問（4）

会

長

（城井 記）

通

信

10月13日（木）の「川口こども食堂」（川口市末広2-15-17

待ちに待ったシニアY･Y･Yキャンプも急な癌宣告で参

ベーカリージロー）開催日に訪問。前回訪問(9/1報告済み)

加できませんでしたが、終わってから、参加された方々か

以降、9月15日、27日両日は大盛況だったそうです。

らお見舞いのお電話を頂き、大成功だったとの報告を聞き

当日も、前月の流れに乗り、こども18名、大人18名（うち

安堵しました。5月の本キャンプにはスタッフとして、11月2

支援者9名）の合計36名の方々が参加されました。こども達

日の手術を頑張り、完治し臨みたいと願っています。

は、小学校低学年・未就学児が大半を占めました。今回初

12月初旬まで入院、その後通院でリハビリ完全復帰まで

めての参加者は、既参加者の母親と一緒に来場した親子3

には3か月ぐらいと覚悟しています。その間宜しくお願いし

人の家族の方でした。

ます。
「人間万事塞翁が馬」

4月にスタートし、来場者数の増加は、鈴木牧師夫妻・ベ

（土井 記）

＜１１月の予定＞

ーカリージローのご夫妻の毎月の地道な活動の結果だと思

1日（火）東京むかで・印刷会

います。

1日（火）東京多摩みなみ・11月本例会

私たちは、午後4時ごろ現地到着し、メネットが調理手伝
い、私は会場設営、来場者に紙コップを渡して名前を紙コ

8日（火）東京・11月本例会

ップに書いてもらう手伝いをしました。

9日（水）東京目黒・11月本例会
10日（木）東京センテニアル・10月本例会

本日のメニューは、暖かいオムレツ、リンゴ入りサツマイ
モサラダ、ブロッコリー、デザートはリンゴと柿。いずれも素

12日（土）第2回東新部評議会 わくわくビレッジ

材からの加工手作り。調理場は4名（うち応援者2名）。

14日（月）東京まちだ・11月本例会

【写真＝左から鈴

15日（火）東京むかで・11月本例会

木牧師、牧師夫人

18日（金）東京世田谷・11月本例会

母(ベーカリージロ

19日（土）在日本韓国ＹＭＣＡバザー

ー)、今井メネット、

22日（火）東京むかで・11月第二例会

牧師夫人】

24日（木）信越妙高・11月本例会
26日（土）東京コスモス・11月本例会

こども達と付き添

＜１２月以降の予定＞

いの母親の食事が
あらかた終わると、牧師先生司会のゲームを楽しみ、ゲー

6日（火）東京むかで・印刷会

ム勝者には、クリームパフェが振舞われました。7時に終了

9日（金）神戸ポート・クリスマス例会
20日（火）東京むかで・12月クリスマス例会

となりました。

23日（金）東京ＹＭＣＡオープンハウス

11月のこども食堂開催日は、10日（木）と24日（木）です。
メンバーの方々の応援お願いします。

1月7日（土）在京ワイズ合同新年会 山手センター

（今井 記）

1月10-12日（火-木）ワイズ シルバースキーキャンプ

中学生と一緒につくる津波石

2月4-5日（土・日）第2回東西日本区交流会 東山荘

津波の教え石特別プロジェクト・石巻市萩浜中学校はま
3

む か で の た わ ご と

１０月 第二例会報告
10月の第二例会は、10月25日(火)18時30分から東京

シニアY･Y･Yキャンプが難産の末、富士山の雄姿に迎

YMCA東陽町センター多目的室で開催されました。

えられ、10月22日から24日まで東京YMCA山中湖センタ

主な検討事項は次の通りです。

ーで開催されました。 【参加者はゲスト参加を含め29名

1、ブリテンの内容の検討、特に11月の例会を自由学園で、

（男子19・女子10、21歳から85歳）】

行うことの確認

山中湖センターのスタッフのみなさん。あなたたちの支

2、東日本区定款改訂委員会報告の内容を検討し了承した。

えがあればこそ成功があった。感謝・感謝・感謝

3、シニアY・Y・Yキャンプの簡単な感想と会計報告があっ

思いのほか、思った通りとっても楽しかった。まだまだ可

た。キャンプは参加者から好評であつた。又会計も赤字

能性を追い求めて生きる素晴らしさを探していけるね！

を出さずに終えられた。

富士山までも応援してくれるとは！

出席者：伊丹、今井、城井、鈴木、神保、髙津、星野、
吉田（司）、吉田（紘）

忙しさにまみれた現役で仕事持っているスタッフ、その

（鈴木 記）

中で打合せ、準備、些細な事での意見、考え方のすれ違
い。過去の経験だけではキャンプはできない、でも思いだ

ＹＭＣＡニュース
◆東京ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷会

けは誰にも負けない。この絆・この熱意・この執念はこのキ

全世界のYMCA/YWCAに連なる人達が、毎年一つのテ

ャンプの新たな展開を広げてくれるものと思う。キャンプに

ーマを決めて聖書を読み、祈りを共にする機会です。

対する思い、YMCAのキャンプ、野尻学荘での経験・思い
が再び若き日の熱き思いが甦らせてくれたのだろう！

【説教者】大久保正禎牧師（日本キリスト教団王子教会）

K.D.君、H.M.君、T.I.君、元気でワイズ活動、シニア

【と き】2016年11月17日（木）18:30~20:30
【ところ】在日本韓国YMCA

Y･Y･Yキャンプ本番へ、クラブの仲間とともに力を合わせ

【問合せ】東京YMCA総務部 tel.03-3615-5562

てください。元気なカンバック待ってます。
クリスマス例会にはみんな揃ってお祝いしましょう！

◆東京ＹＭＣＡ午餐会

（尽慕巌 記）

【テーマ】ミツバチとアピセラピー
【卓話者】松香光夫氏（元玉川大学教授）

１０ 月

【と き】2016年11月21日（月）12:00～13:30

会

計

報

告

１． 月間収入・支出合計 期間10/1～10/31 （今井 記）
口座名
月間収入額
月間支出額
一般口
65,000円
42,576円
ファンド口
21,500円
40,000円
・一般口主収入 会費25千円、事業資金補填40千円

【ところ】東京大学YMCA（南北線・東大前歩0分）
【参加費】3,000円（食事なし1,500円）予定
【申込み】賛助会事務局 tel.03-3615-5568
◆東京ＹＭＣＡ会員協議会「ソシアスフォーラム」

・一般口主支出 弁当代13千円、こども食堂支援 5千円

「中期計画をふまえ、10年後の東京YMCAの姿を語ろ

YYYキャンプ支援25千円、

う！」と題し、会員・職員が集い、東京YMCAの未来を語り

・ﾌｧﾝﾄﾞ口主収入 スマイル11千円

合う機会です。「中期計画とブランディングについて」「コミ

寄付（長谷川君）10千円

ュニティーに必要な会員活動について」「いま必要とされて

・ﾌｧﾝﾄﾞ口主支出 事業資金補助40千円

いること、いまできることは何か？」など自由に協議します。

・ブリテン発送用切手寄付4,000円相当（長谷川君）

ぜひご参加ください。

２．リングプル 10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 Ｇ
斎藤昭七氏
2.8kg
50.0kg
10月計
52.8㎏

【と き】2016年11月26日（土）10:00~16:00
【ところ】東京YMCA山手コミュニティセンター
【参加費】1,000円（お弁当代・資料代として）
【問合せ】東京YMCA会員部 tel.03-3615-5568

編 集 後 記

◆東京ＹＭＣＡ第８０９回早天祈祷会

10月後半は、夏日があったり暖房が恋しくなったり、季

【奨励者】未定（日本YWCA）
【と き】2016年12月1日（木）7:00~8:30

節が駆け足で変わろうとしています。そんな中で行われた、

【ところ】東京YMCA山手コミュニティセンター

シニアY･Y･Yキャンプでは、古い友との再会、新しい出会

【問合せ】東京YMCA会員部 tel.03-3615-5568

い、参加者のタレントの再発見など、キャンプを通して人間
の幅が広がる思いがしました。

（星野 記）
4

（伊丹 記）

