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２０１８年７月 ～ ２０１９年６月
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国際会長主題 「私たちは変えられる」
書
記 鈴木 健彦
アジア会長主題 「アクション」
会
計 今井 武彦
東日本区理事主題 「為せば、成る」
担当主事 星野 太郎
東新部部長主題 「ワイズの楽しみは、今、そしてこれから」
━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━
会
長 城井 廣邦
副 会 長 櫻井 浩行
直前会長 森本 晴生
━━━━━━━━━━━

２０１９年 ３月本例会（６８５回）
（ 強調月間 ＢＦ/メネット )
今

月

の

聖

句

第3回 シニア Y・Y・Y キャンプに参加しよう！

あなたがたは地の塩である。
（マタイ 5 章 13 節）
“You are the salt of the earth;”
(MATTHEW5-13)

日 時：２０１９年５月１８日（土）～２１日（火）
会 場：東京YMCA 山中湖センター
３月本例会プログラム

３ 月 本 例 会

準 備 櫻 井・吉 田

日 時 ２０１９年３月１９日(火) 18：30～20：30

受 付 吉田

場 所 東京YMCA東陽町センターＴＹＩＳ カフェテリア

司 会 神保伊和雄

司

会 費 1,500円 （食事代含む）
開会点鐘

出欠は３月１５日（金）までに今井会計までお知らせください

３月 ＢＦ/メネットについて

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

ＢＦ(Brotherhood Fund)は、BF代表や国際役員が
公式の旅行をするために積み立てる基金。基金は、使
用済切手の収集と、現金の拠出の両面で行っている。
メネツト(Menettes)は、Ys Menettes の略で、男性
メンバーのパートナー。クラブの縁の下の力持ち、良
き仲間です。
（髙津 記）

鈴木 健彦

楽しい食事
卓 話
「東陽町コミュニティーセンターの使命とはたらき」
東京YMCA東陽町センター館長 沖 利柯
強調月間アピール

髙津 達夫

ハッピーバースデー・結婚記念

HAPPY BIRTHDAY
30日 新藤 真知

スマイル

司 会
新藤 真知

諸報告
結婚記念日おめでとう

閉会挨拶

櫻井 浩行

該当者なし

閉会点鐘

会 長 城井 廣邦

２０１９年 ２ 月 の 記 録（＊累計は期初からの24累計）
出 席 状 況
メーキャップ記録
スマイル
10,000 円
1 名
名 出席(メネット)
0 名
ＢＦポイント 現金累計
0 円
名
名 出席(コメット)
0 名 神保伊和雄 2/19 東京クラブ
切手累計
0
名 出席(ゲスト)
0 名
名 出席(ビジター)
0 名
リングプル 累 計
556.16 Kg
出席(功労会員) 0 名 例会出席総数
11 名 2月出席率 12/13 92％
むかで基金
今月分
10,001 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
会 員
会 員
13
0
功労会員
131
在籍者数
4
出席（正会員） 11
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5年間務め、25歳で写真植字、デザイン、版下の会社

２月本例会報告
東京むかでワイズメンズクラブ２月本例会は、2月19日

を興して独立。その後、27歳の時に結婚か仕事かの選択

（火）18：30～20：25 東京YMCA東陽町センターTYISカ

で仕事を取り、以後独身。その後にパソコンが出て猛勉

フェテリアにおいて開催されました。

強、それが高じてパソコン教室を始めることになりました。

司会は伊丹一之君、城井廣邦会長の点鐘で開会、一

その後、四ツ谷に会社を移して4度、水回りのトラブル

同でワイズソングを歌い、メンバーだけでの例会となりまし

で移転しました。最後に現在の場所にたどり着き、内装を

た。今月の聖句と感謝を今井武彦君が行い、タイム・オブ・

すべて整えて現在の「ギャラリー枝」に至っています。
結婚記念日は今井君に、スマイルは吉田君、諸報告の

ファストの意義を司会が語り、卓話となりました。

後に櫻井君の閉会挨拶、城井会長の点鐘で閉会しまし

卓話者は、昨年の11月に入会された野澤寛枝さん。ご
自身の紹介を「ややこしや そも 私とは なんじゃいな」と

た。

（伊丹 記）

題して、誕生から現在までの一代記をパワーポイントのス

出席者：城井、伊丹、今井、櫻井、新藤、鈴木、髙津、
野澤、長谷川、星野、吉田

ライドを通して話されました。【中央＝卓話する野澤さん】

４部合同ＥＭＣシンポジウム報告
東新部、関東東部、あずさ部、湘南・沖縄部の４部合同
EMCシンポジウムが2月16日(土)13：30より東京YMCA
社会体育・保育専門学校2F演習室で開催。各部とも会
員数減の危機感大で、遠く十勝クラブ山田敏明次期東日
本区理事、北見クラブ二本松能敬北海道部部長、熊本ジ
ｴーンズクラブ上村眞智子九州部部長他、多くのゲストを
含め、64名が出席しました。
生まれは昭和30年12月、川崎市幸区、ご両親と12歳年

長澤弘東新部LT委員長が司会。山田次期理事の挨拶、

上のお姉さんの4人家族。小学校6年生のお姉さんにとっ

伊藤幾夫東新部直前部長の会員現況数報告では、2008

ては格好のおもちゃだったとのことです。

年の東日本区会員数は1,107名、昨年は860名、東新部

最初の記憶は、歩行器で片足が付かなかったこと。幼

は150名が82名と大幅減です。区のクラブ平均会員数は

少期は、電池で走る汽車が大好き、多摩川園や後楽園遊

14.7名、14名以下のクラブが60％を占めます。

園地が大好き、盆踊りでは浴衣を着て大人に交じって踊

東京YMCA星野太郎副総主事からは「YMCAとワイズ

るのが大好きでした。また、階段の上が大好きで、何度か

の協調」と題し、ワイズへの要望と期待、更に職員の積極

落ちたこともありました。

的なワイズへの協調の在り方を具体的な言葉で語られ、

小学校前には、ピアノ、お絵かき、書道、バレーを習い

EMCを語るにYMCAとの協調と向き合いは、欠かせない

始めましたが、バレーは好きになれず、やめました。小学

事を再認識したものです。又、ワイズへは、目線の高さ、

校1年では、給食を全部食べなさいという担任に反発して

長い話、多い昔話など、若手の方々からの苦言も。説得

2学期から登校拒否。2年生からは担任が変わって楽しく

力ある発言は、強い訴えがありました。

登校。また、5年生からの担任はユニークで、アイススケー

東京世田谷クラブ太田勝人君、甲府２１クラブ廣瀬健

トリンクの開場前にクラスの皆を連れて行ってくれました。

君、横浜クラブ古田和彦君、千葉クラブ徳永浩一君から

中学時代は、初恋の男子がいたバスケットボール部で

は新クラブの設立、会員増の成功、老舗の苦悩・再生な

過ごしました。3年の時に転んで膝の半月板を骨折、中3と

ど、現場の声を通した発題があり、後半は長澤委員長の

高1の夏休みに入院しましたが、高1の時の手術は失敗し

進行で参加者による意見交換が行われました。その中で

て3カ月くらい入院、勉強が遅れて大変でした。高2からは

ワイズとクリスチャニテｨに多くの時間が割かれ、昨年同様、

良い担任に巡り合い、高校を卒業しました。

それぞれ胸に収めた感がありました。

その後、東洋美術学校に入り、学費は東京駅のアートコ

更に４部各部長、伊丹 一之区会員増強事業主任から

ーヒーでアルバイトをして稼ぎました。就職を決めることに

想いが語られ、まとめとして伊藤直前部長がEMC宣言を

なり、好きな絵本の仕事か、熱心に誘ってくれた写真植字

発表、変革への決意を新たに、一同拍手で賛同。伊丹主

の会社か迷い、第一歩は編集デザインや写真植字を選択

任の閉会挨拶後、解散致しました。

しました。

（長谷川 記）

出席者：伊丹、今井、櫻井、神保、髙津、長谷川、星野
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東京町田スマイリングクラブ チャーターナイト 報告

第３回 シニア Y・Y・Y キャンプ計画

2019年2月24日（日）15：00～18：00、玉川学園さくら

今年度第 1 回の実行委員会が東京むかでワイズメンズ
クラブの 2 月第 2 例会の中で行われた。

んぼホールにて、全国各地のワイズメン90名余が参集し、

現在 52 名の参加希望者がある。参加者が増えれば増

チャーターナイトが開催されました。
会員数11名（うちYMCA担当主事1名）で大学生から年

えるほどプログラム内容を豊かにして、皆で楽しめるので、

金受給者までの方々が新クラブに参加されました。

皆様の参加を促して行くと共に、皆様にも周囲の方々に

伊藤幾夫東新部直前部長の司会で第1部国際協会加

お声がけをしていただきたい。

盟認証状伝達式が始まった。太田勝人会長の点鐘、山田

今年度は従来のプログラムに加えて、太極拳と吹き矢

敏明東日本区次期理事からの入会式式辞、田中博之ア

を入れてみた。皆様の評価を参考にしながら次のキャン

ジア太平洋地域会長からの加盟認証状伝達が行われた。

プへの発展につなげたい。我々がキャンプを楽しんで.ゆ

チャーターバッジ装着、チャーターメンバー紹介、太田会

っくりした時間を自然の中で過していけることを願って計

長よりの決意表明がなされた。その後来賓等の祝辞等が

画をしています。皆様のご参加をお待ちしています。

あり、第1部は終了。 【手を挙げて入会を宣言する新会員】

（鈴木 記）

２ 月 第 二 例 会 報 告
第二例会は、2月26日(火)18:30から東陽町YMCAホ
ールで、部長公式訪問の会として東新部役員の方々の
参加も得て開かれた。協議事項は次の通り。
１．3 月のブリテンの編集について検討され、3 月 5 日に
印刷会を行うことにした。
２．川口子供食堂の再開は五月になること
３．四ツ谷駅前寄席は、開催場所のトラブルから今後どう

第2部祝会は竹尾信吉スマイリングメンバー司会でスタ

するか検討となった。折角軌道に乗ってきたところな

ート。軽食・懇談の後で、記念演奏としてソプラノ・バリトン

ので非常に残念である。

デュオが開催された。メンバーのソプラノ谷口美歩、バリト

４．シニア Y･Y･Y キャンプの実行計画の検討を行った。

ン竹尾信吉・両メンバー。正に、新クラブの発展性を示し

参加者の募集、プログラム内容等が検討された。

ていただいた。 最後は、為我井輝忠副会長のお礼の言
葉でお開きとなった。

最後に東新部役員の方々から評価をいただいた。よく

（今井 記）

纏まっていて、活発に動いている、とのポジティブな講評

出席者：伊丹、今井、櫻井、鈴木、神保、星野

であった。

出席：城井、伊丹、今井、櫻井、神保、鈴木、髙津、

２月 四ツ谷駅前寄席報告

長谷川

2019年2月22日金曜日、世間では「猫の日」（1987年認

ビジター：松香光夫、佐藤茂美

定）だとか。にゃんにゃんにゃんと第5回四ツ谷駅前寄席
を開催。出演は入船亭小辰さん、ネットからも27名の予約

会 長 通 信

が入りました。飛び入りのお客様や東京むかでの皆様にも

東京むかで会長になってから1年8か月たちました。昨

ご来場いただき、ギャラリーはぎゅうぎゅうのすし詰め状態。

年むかでの皆様にお願いして会長職から離れることにな

常連の幼稚園児、良哉（りょうや）くんと親御さんも見え、賑

りました。

やかなひとときとなりました。終演後の小辰さんの良哉くん

実際に会長職につき多くの時間を割かねばならず苦慮

いじりで、お客様は一気に良哉君ファンに。小辰さんは、

致しました。現役で仕事をしているため、間違いなく影響

こんな短時間に幼稚園児に人気をもっていかれるなん

が出てしまい、仕事の関係者に迷惑をおかけしました。

て！と嘆いておられましたが、実力派の小辰さん、これか

会長職としてやるべきこと、地域事業主査としての役割

らの御活躍が楽しみです。

を果たそうとすると圧倒的に時間の不足を感じました。「ワ

次回、3月28日（木）は２月に二つ目になりたてのほやほ

イズ」や「むかで」には多くの課題とテーマがありますが、

や、若手有望株、三遊亭青森さんをお迎えします。皆様

気力があっても時間不足は何ともなりませんでした。

のあたたかい応援と、ご来場をどうぞよろしくお願いいたし
ます。

（鈴木 記）

又、仕事として日本バウハウス協会設立が決定して、中

（野澤 記：四ツ谷駅前寄席・ギャラﾘー枝）
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心的役割を担うことになり多くの時間が必要となりました。

◆第２９回東京ＹＭＣＡチャリティーゴルフ大会！

協会設立という経験したことのないテーマに取り組み始め

「ゴルフを楽しみながら社会貢献！」を合言葉に今回で

ました。早急に協会設立資金集め、会員募集、企業会員

29回目となります。会員に限らずどなたでもご参加いただ

募集、事業計画立案、理事長、理事の組織づくり、協会設

けます。益金は不登校児・障がい児支援などに用いられ

立オープニングシンポジウム、バウハウス100周年イベント

ます。

等々、山のような作業をしなければならず、中途半端な会

【と き】2019年4月11日（木）8：00～

長であったことを認識しながらも退任とならざるを得ません

【ところ】レイクウッド総成カントリークラブ

でした。

（千葉県成田市）

仕事をしながらのワイズの会員活動は相当リスクがあり、

【参加費】20,000円／人
【申込み】会員部 kaiin@tokyoymca.org

今後会員募集に対しても考慮せざるを得ないと思いまし

TEL：03-6278-9071

た。
昨年入会した新藤さん、野澤さんも現役で仕事をしてい

◆東京ＹＭＣＡ午餐会

るため、ワイズの活動全てをこなすことは時間的に無理が

【テーマ】
「聖書 聖書協会共同訳－回顧と展望」

あり、出欠は相談しながら決めています。

【卓話者】岩本潤一氏

これからワイズとどう向き合っていくか考えています。

（一般財団法人日本聖書協会総務部主事補）

（城井 記）

【と き】2019年4月18日（木）12：00～13：30

＜３月の予定＞

【ところ】東京大学YMCA（南北線 東大前駅0分）

5日（火） 東京多摩みなみ・3月本例会

【参加費】3,000円（昼食つき）

5日（火） 東京むかで・ブリテン印刷会

【申込み】賛助会事務局

9日（土）・10日（日） 次期会長・部役員研修会

sanjo@tokyoymca.org

TEL：03-6302-1960

（星野 記）

12日（火） 東京・3月本例会

２ 月 会 計 報 告

14日（木） 東京センテニアル・3月本例会

１． 月間収入・支出合計 期間2/1～2/28
口座名
月間収入額
月間支出額
一般口
100,000円
108,160円
ファンド口
25,001円
142,200円
一般口主要収入 年会費 50千円、

15日（金） 東京世田谷・3月本例会
16日（土） 東新部次期部役員準備会（その２）
19日（火） 東京むかで・3月本例会
20日（水） 東京町田スマイリング・3月本例会
23日（土） 東京町田コスモス・3月本例会

ﾌｧﾝﾄﾞ資金補填 50千円

23日（土） 東京サンライズクラブ30周年記念祝会

一般口主要支出 東日本区費 92千円

26日（火） 東京むかで・第二例会

ﾌｧﾝﾄﾞ口主要収入 例会スマイル 10千円、

28日（木） 第6回四ツ谷駅前寄席 三遊亭青森

ﾌｧﾝﾄﾞ口主要支出 東新部宛自由献金 82千円、

＜４月以降の予定＞

一般口資金補填 50千円、ｸﾗﾌﾞﾁｬｰﾀｰ祝金 10千円、

2日（火） 東京むかで・ブリテン印刷会

（今井 記）

10日（水） 第3回東新部役員会

２． リングプル ２月預かり G：ｸﾞﾙｰﾌﾟの略

16日（火） 東京むかで・4月本例会

ご協力者名
櫻井浩行氏 G
2月合計

20日（土） 第3回東新部評議会・次期役員研修会
23日（火） 東京むかで・第二例会

重量
2.74㎏
4.94㎏

ご協力者名
長谷川正雄 G

重量
2.2㎏

（神保 記）

東京ＹＭＣＡニュース
◆東京ＹＭＣＡソシアス２０１８ 開催！

編 集 後 記

2月11日、東陽町センターにて「10年後のYMCAを語

3月3日は雛祭りですが、今年は東京マラソンが行われ

ろう」をテーマにソシアス2018を開催。「会員増強」「情報

ました。あいにくの寒い雨で、ランナーの方々はご苦労さ

発信」「コミュニティーの将来」「ユースの育成」の4つの切り

れたと思います。本日3月4日も肌寒い雨を窓の外に眺め

口からパネラーの発題をもとに40名の参加者が活発な意

ながらブリテンの原稿を書いています。あと20日ほどで桜

見交換を行いました。寄せられた意見や提案は2019年度

が咲くそうです。

東京YMCA運営方針にも盛り込まれる予定です。
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（伊丹 記）

