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２０１７年７月 ～ ２０１８年６月
国際会長主題 「ともに、光の中を歩もう」
アジア会長主題 「ワイズ運動を尊重しよう」
東日本区理事主題 「広げよう ワイズの仲間」
東新部部長主題 「E人（イーヒト）になろう」
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２０１７年 １２月本例会 （６７０回）
（強調月間：ＥＭＣ/ＭＣ）
今 月 の 聖 句
私の目には、あなたは高価で尊い。私はあなたを愛
している。
（イザヤ書 43章 4節）
Since you are precious and honored in my sight,
and because I love you.
（Izaya 43-3）

ＹＭＣＡオープンハウスに参加しよう ！
日時 ： ２０１7年１２月２３日（土） 集合：９：００
場所 ： 東京ＹＭＣＡ 東陽町センター

１２月本例会 プログラム

１２月 本例会

準備 メンバー全員 17:00集合 受付 吉田 司

日 時 2017年 12月 19日(火) 18：00～21：00

第１部 クリスマス礼拝

場 所 東京ＹＭＣＡ東陽町センター

( 18:00～18:30 )
司 式 高津 達夫

（礼拝：多目的室）
（パーティー：ウエルビー）

クリスマスメッセージ

お料理持ち寄り（ポットラック・パーティー）です。
お料理持ち寄りのない方は、会費 2,500円です。

小松 美樹氏
(東京神学大学院生)

クリスマ献金 ：東京ＹＭＣＡ国際協力募金へ
第２部 ポットラック・パーティー( 18:30～21:00 )

１２月 ＥＭＣ/ＭＣ
ＭはMembership＝会員増強、ＣはConservation＝
維持啓発を意味しています。現在東京むかでクラブは会
員数14名です。国際協会では、15名以上のクラブを「グッ
ドスタンディング・クラブ」と言って、国際会長や国際役員
の投票権が与えられます。今年度中に15名以上を達成し
ましょう。
（伊丹 記）

司 会 神保伊和雄
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

今井 武彦

「 むかで“メリークリスマス”パーティー 」
ラテンバンド演奏“ロス・コンパニエロス”

HAPPY BIRTHDAY
9日 高津寿江 10日 吉田司 28日 伊丹一之
結婚記念日おめでとう

強調月間アピール

伊丹 一之

諸 報 告

各担当者

ハッピーバースデー・結婚記念

10日 吉田司・紘子

閉会挨拶・点鐘

司 会

会 長 城井 廣邦

２０１７年 １１月 の 記 録（＊累計は期初からの24累計）
会 員
正 会 員
13
功労会員
1
在籍者数
14
出席（正会員）
12
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
2
0
14

メーキャップ記録
名
1名
名 今井武彦 10/24 第二例会
名
名
名 出席率 13/13＝100％

ミニオークション

11,000 円
0 円
34,200 円

リングプル 累 計
むかで基金
今月分

315.36 Kg
45,200 円

スマイル
ＢＦポイント

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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１１ 月 本 例 会 報 告

ン担当者を喜ばせた。
ミニオークションのあとは髙津達夫君による強調

11月の本例会は、21日（火）18：30～20：30、東
京YMCA東陽町センター１階 多目的室で通常の通り

月間アピール、誕生日と結婚記念日の紹介、スマイル、

開かれた。

諸報告と続き、会長の閉会点鐘で例会を終えた。
参加者 城井、伊丹、櫻井、神保、鈴木、髙津、

最初に城井廣邦会長の開会点鐘によって会が始ま

土井、長谷川、星野、森本、吉田司、吉田紘子

り、ワイズソングが一同によって唱和された。続いて

ゲスト

司会の吉田紘子さんによってゲストの紹介があった。

飯坂暁子、鎌田雅春

（敬称略）
（鈴木 記）

次に神保伊和雄君による今月の聖句の紹介、感謝の祈
りが捧げられ食事となった。

第 2 回 東新部評議会 報告

食事の後は、今月のゲストのお一人である飯坂暁子

第2回東新部評議会は、11月18日（土）午後1時30

氏に卓話をお願いした。氏は幾つものヒット商品をデ

分より、東京YMCA山手センター101号室において、

ザインした気鋭の女性デザイナーである。

21名が出席して開かれました。
司会は田中博之部書記が務め、伊藤幾夫部長の点鐘
で開会、ワイズソング、聖書・祈祷に続き、伊藤部長
から挨拶と部長報告がありました。

【飯坂暁子氏のデザインした品々の紹介】
氏のデザインは、女性の観点で生活用品を企画デザ
インすることである。
デザインは大体の場合、すでに在る物の中から最適
【挨拶と報告をする伊藤部長】

な組合せを見つけだすことである。

定足数34名の内、21名出席、委任状9名で定足数を

その時のセンスとインスピレーションがヒット商

満たし、議事に入りました。

品を産み出す。

まず、審議事項では、①第1回評議会議事録を承認、

言い換えると、ヒット商品となるデザインは、企画
するデザイナーの能力と閃きに強く依存する。

②次々期部長・次期監事候補者指名では、小川圭一君

等のお話しがあった。

（東京世田谷）が次々期部長に、細川剛君と佐藤茂美
さん（いずれも東京）が次期監事に決定、③次期東新

卓話の後は恒例のミニオークションが行なわれた。

部役員は神保伊和雄次期部長から紹介され、承認、④
東新部部大会会計報告を承認、⑤信越妙高クラブが今
年度末（2018.6）をもって解散、⑥妙高高原ロッジさ
よならパーティーの開催（2018.3.6-8）を決定、⑦部
則等の改定について承認。
休憩をはさんで、報告事項では、①東日本区第2回
役員会報告、②東新部会計中間報告、③各事業主査、
委員長、専任委員から報告、④各クラブ報告があり、
監事講評で締めくくりました。
【ダイソン掃除機を競り落としてご満悦】

最後に東新部の歌を高らかに歌い、閉会点鐘をもっ

今年のオークションは、出展された品物が魅力的であ

て評議会を閉じました。

った事もあって、例年になく活気を呈してオークショ

出席者：伊丹、今井、城井、神保
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（伊丹 記）

第２回 シニア Y･Y･Y キャンプ 計画

＜１２月の予定＞

今年の5月に実行された第1回シニアY･Y･Yキャン

5日（火) 東京むかで・ブリテン印刷会

プに引き続き、来年2018年5月12日（土）～15日（火）

5日（火）東京多摩みなみ・12月本例会

にかけて、前回と同じ山中湖のキャンプ場で第2回の

9日（土）東京まちだ・東京コスモス合同例会

シニアY･Y･Yキャンプを開催することとなった。

9日（土）東京・12月本例会

そのための準備として実行委員会が作られ、キャン

14日（木）東京センテニアル・12月本例会

プの内容の検討に入った。今回のキャンプでは参加人

15日（金）東京世田谷・12月本例会

数が前回を上回るように計画している。また、新しい

19日（火）東京むかで・12月本例会

プログラムも用意して、参加者が楽しめるものとした

23日（土）東京YMCAクリスマス・オープンハウス

い。

26日（火）東京むかで・12月第二例会

（鈴木 記）

28日（木）信越妙高・12月本例会

「 川口こども食堂 」訪問（17）

＜１月以降の予定＞

11月のこども食堂開催日は、2日（木）
、16日（木）

9日（火）東京むかで・ブリテン印刷会

でした。

13日（土）在京ワイズ新年会
そのうちの16日

15日（月）国際投票締切

（木）の川口こども

16日（火）東京むかで・1月本例会（市川駅前）

食堂に参加して来

23日（火）東京むかで・1月第二例会

た。食堂への来訪者

27日（土）次期部役員準備会①

は子供15名、スタッ

2月17日（土）４部合同ＥＭＣシンポジウム

フも含めて大人14

１１月 第二例会報告

名であった。
提 供 さ れ た料 理

定刻前の雑談に華が咲き、ゆとりある百足の会合。

は、スタッフが作り

11月第二例会は、11月28日（火）18時30分より東京

上げた鳥ささみの

YMCA東陽町センター1階多目的室で開催された。

チーズフライと肉

検討・協議事項は下記の通り。
1．ブリテン12月号の内容検討（鈴木）

じゃがでした。子供

担当者の決定と原稿締切日12月1日（金）

達は大喜びで食べていました。【写真＝出された食事】

印刷会は12月5日（火）

12月の開催日は14日（木）と28日（木）です。

2．クリスマス例会の招待状・案内状の確認（高津）

（鈴木記）

例会スピーカーと田下昌人氏・鎌田雅春氏、お

会

長

通

よび夏祭り支援のベトナム留学生3名を招待。

信

その他には案内状を出す。
3．シニアY･Y･Yキャンプ（城井）

時代が変わって、私たちの生活はいったい豊かにな
っているのでしょうか。不安の多い時代が加速してい

2回目故の継続するもの、新たに企画するもの。

ます。正しい判断がしたいと望む人達が頼りにする口

予算案の検討。

コミサイト，SNS に対する信頼を疑問視する人達が

4．妙高高原ロッジさよならパーティ開催の件

増えているのが気になります。

5．東京YMCAクリスマス・オープンハウス

私たちワイズメンズクラブとして、今の時代に答を

むかでクラブカレーショップの件 (髙津)

出す活動が出来ているのか不安になります。豊かさを

野菜の調理、例年通りよろしくお願い！！！
6．旅行業法の件 要注意！ （星野連絡主事）

実感できないから、私達は楽しい意味のある活動を常
に提供することが私たちの役割だと考えています。

20時30分 定刻に閉会いたしました。

私達はマークを変えるブランディングでなく、活動

参加者：城井、伊丹、櫻井、神保、鈴木、髙津、

を通した YMCA の共感ブランディングを目指します。

星野、吉田司

（城井 記）

（神保 記）
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2017 年度クリスマス・オープンハウスのご案内

【申込み】以下URLにてお申込みください

2017 年度「東京 YMCA クリスマス・オープンハ

https://goo.gl/aEFxk2
【定 員】250名

ウス」は、12 月 23 日（祝・土）ＡＭ：11 時から東
陽町センターで開催されます。
当むかでクラブも東陽町センターに係わるワイ

◆東京ＹＭＣＡ新春特別午餐会
開国とともに「立憲政治」をめざした日本近代のあゆ
みから、何を読み取ったらよいでしょうか。憲法学者
の樋口陽一先生に語っていただきます。
【卓話者】樋口陽一氏（憲法学者）
【と き】2018年1月16日（火）12：00～13：30

ズとして、模擬店「むかでカレー」の出店で協力い
たします。「むかでカレー」の調理・販売は、アト
リウムの子供広場の一角で行うことになっていま
す。オープンハウスの人気品目で、昨年同様 250～
300 食が期待されています。

【ところ】学士会館（神保町駅Ａ9出口徒歩1分）

「むかでカレー」の具材は、昨年同様に、大手食

【参加費】4,000円（昼食つき）

品メーカーから約 300 食分のビーフレトルトカレ

【申込み】賛助会事務局

ーの贈呈を受けました。しかし、これには、玉ねぎ、

TEL：03-3615-5562

じゃが芋、人参を補充しなければなりません。メン
バーの皆様、下記の食材を炒めて当日ご持参願いま

◆東京ＹＭＣＡ早天祈祷会

す。250～300 食を確保するためには、5～7 人の方

【奨励者】星野太郎氏（東京YMCA副総主事）

の協力が必要です。
玉ねぎ

10～15 個

じゃが芋

7～10 個

人参

3～5 個

sanjo@tokyoymca.org

【と き】2018年1月5日（金）7：00～8：30
【ところ】東京YMCA山手コミュニティーセンター
（星野 記）

これを温めたレトルトカレーに順次、補充して

１１ 月

250～300 食を確保いたします。

会

計

報

告

１． 月間収入・支出合計
期間11/1～11/30
口座名
月間収入額
月間支出額
一般口
15,000円
14,672円
ファンド口
45,200円
0円
・ 一般口収入 例会費用 1,500円(鎌田雅春氏)

また、ライスについては、30kg の炊飯になりま
す。ウエルビーの大型炊飯器が、閉鎖で使用できま
せんので、炊飯器を調達して、メンバーが、現場で
の自家炊飯とします。

・ 一般口市出 例会費用 14,678円

当日は、9 時に集合でお願いします。カレー食材

・ ファンド口収入 ミニオークション 34,200円

を扱いますので、エプロン、タオルをご持参下さい。

・

（髙津 記）

スマイル

11,000円
（髙津 記）

ＹＭＣＡニュース
２． リングプル 11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
2.2kg
吉田紘子氏
11 月合計

◆東京ＹＭＣＡ午餐会
【卓話者】上林順一郎氏（日本基督教団江古田教会牧師）
【と き】12月11日（月）12：00～13：30
【ところ】東京大学YMCA（南北線 東大前駅０分）

重量
3.0kg
5.2kg
（神保 記）

【申込み】賛助会事務局 sanjo@tokyoymca.org
TEL：03-3615-5562

編 集 後 記
急激に寒さが増し、秋が深まってきました。

◆第１２回東京ＹＭＣＡ子育て講演会

東京むかでワイズメンズクラブは、クラブ員全員で

リオ五輪の金メダリストスイマーの金藤選手に子育

一丸となって、何等かの結果を出せるクラブになりた

てについて語っていただきます。育てられた者として

いと思っています。

語られる「子育ての大切さ」ぜひご参加ください。

ぜひとも皆様のお力添えをお願いします。

【講演者】金藤理絵氏（リオ五輪金メダリスト）

（鈴木 記）

【と き】2018年1月27日（土）10：00～12：00
【ところ】しののめYMCAこども園
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