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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」
━━━━━━━━━━━

２０１９年 ４月本例会（６８６回）
（ 強調月間 ⅬＴ)
今

月

の

聖

第3回 シニア Y・Y・Y キャンプ！！！

句

楽しさを一日10回味わおう

あなたがたは世の光である。 （マタイ5章14節）

場 所 ： 東京ＹＭＣＡ山中湖センター
日 時 ： ２０１９年５月１８日～２１日

You are the light of the world．
(MATTHEW 5-14)

４月本例会プログラム

４ 月 本 例 会

準 備 吉田・今井

日 時 2019年４月１6日 (火) 18：30～20：45

受 付 今井 武彦

場 所 東京YMCA東陽町センターＴＹＩＳ カフエテリア

司 会 鈴木 健彦

会 費 ￥1,500．

開会点鐘

欠席の方は4月12日までに今井まで連絡願います。

４月 ⅬＴについて
LTはLeadership Trainingの略で、会員のリーダー
シップ開発、向上を目的に行う研修です。 どの会員で
もクラブ、部、区などの役員に成りえますので、クラブ、
部、区主催の研修会が開かれます。 むかでクラブは
「下田会議」が期末に開催され、新年度へ向けての研
修が行われています。
（櫻井 記）

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

神保伊和雄

みんなで話し合い・検討
「 第3回 シニア Y･Y･Y キャンプ 」
実行委員長：鈴木 健彦
企画委員長：城井 廣邦
強調月間アピール
ハッピーバースデー・結婚記念

HAPPY BIRTHDAY
該当者なし

スマイル

27日 鈴木健彦・(玖仁子)
29日 櫻井浩行・啓子

会費振込先

出
名
名
名
名
名

司 会
吉田

司

諸報告

結婚記念日おめでとう

会 員
正 会 員
13
0
功労会員
13
在籍者数
4
出席（正会員）
12
0
出席(功労会員)

伊丹 一之

閉会挨拶

今井 武彦

閉会点鐘

会 長 城井 廣邦

２０１８年 ３月 の 記 録（＊累計は期初からの24累計）
席 状 況
メーキャップ記録
スマイル
0名
出席(メネット)
0 名
ＢＦポイント
出席(コメット)
0 名名
出席(ゲスト)
1 名
出席(ビジター)
2 名
リングプル
例会出席総数 15 名 ３月出席率 12/13 92％
むかで基金

現金累計
切手累計
累 計
今月分

10.960 円
0 円
0
583.90 Kg
48.985 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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ンターと、27年が過ぎました。各センターでの地域活動を

３月 本例会 報告

通してYMCAの会員活動の意義と素晴らしさを、身をもっ

東京むかでワイズメンズクラブ3月本例会(第685回)は、
3月19日（火）18：30～20：45、 東京YMCA東陽町コミュ

て感じました。

ニティーセンター TYISカフェテリアで、開催されました。

在日外国籍の方の多い地域特色を生かし、グローバ

司会は、神保伊和雄君。城井廣邦会長の点鐘で開会。

ルな視野をもった活動の展開を基軸としながら、新たな地
域活動を生み出すことを重要課題としました。

ワイズソングを歌い、ゲスト、ビジターの紹介に続いて、今

新規プログラムは以下の通りです。

月の聖句と感謝を鈴木健彦君、楽しいディナーを経て、東

１．青少年の育成の観点から、孤食にならざるを得ない

陽町コミュニティーセンター館長の沖利柯氏の卓話となり

子ども達のために「下町こどもダイニング」。

ました。卓話のテーマは、

２．環境を大切にしたい地域清掃活動「クリーンウォー

【 東陽町コミュニティーセンターの使命と働き 】

ク」

江東区での30年間の実績を踏まえた上で、2018年4月

３．日本語が理解できず、社会から孤立しがちな母親を

から新生東陽町コミュニティーセンターとして再スタートし

対象の「にほんご de café 」

ました。オフィスは、入り口正面のガラス張りの誰もが気楽

４．平和を社会に訴える

に立ち寄れる居心地の良い超明るいスペース。担当スタッ
フも、また会いたいと思ってもらえる人になるよう心がけて

「ヒロシマ・ナガサキ原子爆弾の記録パネル展」、

います。現在は、職員2名と、パート2名の体制で、皆様を

「東京大空襲絵画展」やピースコンサート

お待ちしています。内向きでなく外に向けた活動、地域や

５．地域の絆を強めるための「災害スタディ」

社会から必要とされる課題に、先見性をもって取り組むこ

６．地域協働プログラムとして
「認知症カフェ」や「おもちゃ病院」

とを目指しています。

７．継続的な被災地支援としての
「物産展」やリフレッシュキャンプへの協力

など

これらの活動を通して、賛同者や新たなボランティアを
得ることができ、また、地域との繋がりも生まれ、そして気
づいたことは、YMCAの使命に基づく活動を信念を持っ
て行っていれば、お金や人はあとから付いてくるということ
でした。そのために必要なことは、常に社会の課題に敏
感であること。始めた活動は継続すること。YMCAとして
の信念を発信し続けること。そして、アクションを起こすこ
とです。2018年度積み残しの課題も沢山ありますが、
【卓話をする東陽町コミュニティーセンターの沖利柯館長】

2019年度に是非これらのことにチャレンジしていきたいと

『私、沖利柯は広島市に生まれ、広島女学院大学に学

思っています。

び、広島YMCAの求人募集を見つけ、営利企業ではない

・ユースボランティアの養成

ことと共にその使命に感銘して入職しました。広島YMCA

・いじめを止めるためのメッセージの発信

では相原総主事の秘書なども経験し、幅広くYMCAを知

・キリスト教に身近に接する機会の提供

ることが出来ました。その後、結婚し、主人の転勤と共に上

・国内の国際化プログラム

京、日本YMCA同盟で働くなか、全国YMCAの働きを知

・会員増強 などです。
ワイズの皆さまには、そのために、

ることができました。その後、東京YMCAに入職。

＊フットワーク、 ＊ネットワーク、 ＊ヘッドワーク

最初、世田谷と町田YMCAに配属されました。当時の
町田ワイズメンズをはじめとする会員の皆様と共に、現在

をお貸しいただきたい。

も続いているベテランティア活動など、地域課題に取り組

具体的には、皆さんのネットワークをご紹介ください。専

むプログラムを生み出すことができました。続いて神田で

門的な知識をお貸しください。一緒に活動してください。

企画やファンド開発、東陽町センターで会員部やウエル

これら、「つながる。 みつかる。 よくなっていく。」活動

ネスセンター、山手センターの館長、そして、再度東陽町

へのご支援、ご協力を今後ともどうぞ宜しくお願い致しま

センターに戻って、会員部を経て現在のコミュニティーセ

す。』
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参加、出席者（15名）

5．6月24日午後 下田会議

メ

6．シニアY･Y･Yキャンプの現状を城井企画委員長よ

ン：城井、伊丹、今井、櫻井、新藤、神保、鈴木、
髙津、野澤、長谷川、星野、吉田

り報告（参加者･プログラム等）

ビジター：沖 利柯（東京ひがし）

（鈴木記）

出席者：城井、鈴木、髙津、今井、伊丹、神保

太田勝人（東京町田スマイリング）
ゲ ス ト ：菅原香代子

（敬称略）

第6回 四谷駅前寄席 報告

（髙津 記）

2019年3月28日木曜日、第６回 四ツ谷駅前寄席を開

2018-19年度次期会長・部役員研修会報告

催しました。出演は二つ目に昇進したばかりの三遊亭

3月9-10日に区主催の次期会長・部役員研修会が、

青森さん。ネットからのご予約も多数あり、青森さん
へのお客様の期待が垣間見えました。 【写真】

代々木の国立オリンピック記念青少年総合センターで開
催されました。
午前10：30 開会点鐘、ワイズソング、聖書朗読・開会
祈祷、そして宮内友弥理事挨拶、山田敏明次期理事のこ
とばがあり、開会式を終了。
午前11：00 研修Ⅰ 宮内理事より東日本区現況説明
（’19/1/1現在会員数866名、前年同日比▲18名、クラブ
数59クラブ、前年同日比▲2クラブ）が行われた。2022年
をゴールとする中期会員増強運動を実施する。
田中博之アジア太平洋地域会長・国際議員より2018年
8月現在、国際協会は63か国、1400クラブ、24千人の会
員数。うちアジア太平洋地域は219クラブ、3400人余の会

さて、せっかく第６回まで順調にお客様の人数を増

員数との報告があった。特に、7/19～21の仙台で開催の

やしてきました四ツ谷駅前寄席ですが、ギャラリー枝

第28回アジア太平洋地域大会の出席要請があった。
山田次期理事は、2019-20年度理事主題として「勇気

のお引っ越しに際しまして、しばらくお休みを頂くこ

ある変革、愛ある行動！」、副題として「みんなで力を合わ

とになりました。お客様には本当にご迷惑をおかけし

せて、1,2,3」を表明されました。

ますが、ギャラリーのスペースもかなりぎゅうぎゅう

昼食・休憩を挟んで、研修Ⅱ、研修Ⅲが行われました。

で危険な状況になってきたこともあり、四ツ谷界隈の

会員増強については、①5人クラブの容認、②SNSの

お寺か神社をお借りしようかと思っております。しば

利用、③ワイズカラーの刷新、等が提案され、質疑応答が

らくお時間がかかることですので、皆さまどうぞ楽し

あった。

みにお待ちください。再開致しましたら早々にご連絡
させて戴きます。むかでの皆さま、ご声援ありがとう

第一日目の最後は、夕食懇談会。今井はここで退席。

ございました。またお会いする日を楽しみに！

スケジュールによると、第二日目は、午前中研修で終了。

ギャラリー枝（野澤寛枝記）

（今井 記）

３月 第 二 例 会 報 告

第３回 シニアY・Y・Yキャンプ計画

3月26日（火）18：15、TYISカフェテリアで第二例会

5月に実行されるシニアY･Y･Yキャンプも開催の日が

開催。次月号のブリテンの記事内容と記事担当者について

迫ってきました。我々も準備を着々と進めています。なる

決めていった。ブリテン記事内容の中で次のようなことが

べく多数の参加者がキャンプに集えるように、皆様に喜ば

話された。

れるプログラムの作成準備をしています。

1. 四ツ谷駅前寄席は桜新町で一軒家が借りられたので、

是非ワイズメンズの皆様にも多数参加して楽しんで下さ
い。参加者が増えれば、増えるほどプログラムの内容を充

桜新町で開催予定
2．ブリテン原稿3月30日締切り

実させることができます。我々シニア世代が、より生き生き

3．4月2日 17:30 ブリテン印刷会

と元気よく、自分達の生活の糧となる何かをキャンプで見

4．4月3日 13:30 起案家で「シニアY･Y･Yキャンプ実

付けていただければ幸いです。来月号にはより具体的な

行委員会」

内容を報告します。
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（鈴木 記）

会 長 通 信

の中でメンバーからリーダーへとつながる人もいる

「どうしたらワイズは活性化するの？」

ことは大きな喜びです。4月に入るともう夏キャンプ

いやはや、早いもので2019年はもう４月になりました。

の準備が始まります。引き続き皆さんのお支えをよろ

あっという間の一年になりそうです。ワイズメンズ

しくお願いします。

クラブは多くの課題を掲げ、多彩な取り組みをしてい

◆東京ＹＭＣＡ午餐会

ます。成果となると複雑な気持ちです。EMCシンポジ

2018年12月に刊行した「聖書 聖書協会共同訳」をめ

ウムの活動、取り組み姿勢に感動します。会員増加へ

ぐって、編集に携わった立場から、1987年発行の『聖

の足がかりになると思います。

書 新共同訳』との共通点と違い、翻訳プロセス、翻
訳の特徴、今後の課題についての興味深いお話しです。

又、東京むかでクラブでは、5月18日～21日シニア
Y･Y･Yキャンプを開催予定です。プログラムは皆さん

【テーマ】
「聖書 聖書協会共同訳－回顧と展望」

に楽しんでいただけるよう「楽しさてんこもり」で参

【卓話者】岩本潤一氏
（一般財団法人日本聖書協会総務部主事補）

加者を募集しています。ワイズの皆様はアジア太平洋
地域大会、東日本区大会があり、あまり参加を望めな

【と き】2019年4月18日（木）12：00～13：30

い様子です。一般の方々にアプローチしています。

【ところ】東京大学YMCA（南北線 東大前駅0分）

一日10回「楽しい時」と出会えるように考えています。

【参加費】3,000円（昼食つき）

すでにお申込みいただいた方々は楽しみにお待ちくだ

【申込み】賛助会事務局

sanjo@tokyoymca.org

TEL：03-6302-1960

さい。そして、ワイズの活動を通して共感いただけた

（星野 記）

ら一人でも入会者が増えるものと期待しています。社

３ 月 会 計 報 告 他

会が必要とする「むかで」になりたい。

＜４月の予定＞

１．月間収入・支出合計 期間1/1～１/31
月間収入額
月間支出額
口座名
一般口
3.500円
26.188円
ファンド口
48.985円
0円
一般口主要収入 例会参加費3千円

2日（火） 東京むかで・ブリテン印刷会
2日（火） 東京多摩みなみ・4月本例会
9日（火） 東京･4月本例会
11日（木） 東京センテニアル・4月本例会

一般口主要支出 例会弁当代19千円、卓話者謝礼3千円

16日（火） 東京むかで・4月本例会

ﾌﾞﾘﾃﾝ用切手代3千円

17日（水） 東京町田スマイリング・4月本例会

ﾌｧﾝﾄﾞ口主要収入 ｽﾏｲﾙ10千円、櫻印燻製ﾌｧﾝﾄﾞ38千円

19日（金） 東京世田谷・4月本例会

（今井 記）

20日（土） 第3回東新部評議会・次期クラブ役員研修会

２．リングプル 3 月預かり
重量
協力者名
齋藤昭七氏Ｇ
25.0kg

23日（火） 東京むかで・第二例会
27日（土） 東京町田コスモス・4月本例会
＜５月以降の予定＞

協力者名
櫻井浩行氏Ｇ

今月合計

7日（火） 東京むかで・ブリテン印刷会

重量
2.74㎏
27.74㎏
（神保 記）

18日（土）～21日（火）
第3回シニアY・Y・Yキャンプ

編 集 後 記

20日（月） 東京むかで・本例会、場所山中湖センター

いろいろあって楽しいな!

25日（土） 東新部 事業・運営中間引き継ぎ会議

東京むかでクラブのよさは？それは内緒！

28日（火） 東京むかで・第二例会

例会にいらしていただければわかります。

6月29日（土） 下田会議

満開の桜の下で、ブリテンを作成しているのは何とも言え
ないですね！ パソコンがあるからいいようなもので、筆記

東京ＹＭＣＡニュース

具での作業ならばわたしゃ、お役御免だね！ でも皆さん

◆ＹＭＣＡ春スキーキャンプに300名！

の協力で今回も何とかなりましたかね？ 桜の散る前にこ

春休みのYMCAスキーキャンプは約300名の参加者が

の辺で、オットト、こぼさないようにしないといけませんね。

与えられ、盛況の内に開催されました。春のスキーキ

明日はエイプリルフールだそうです。じゃあね！

ャンプはメンバーの卒業があったり、学生リーダーの

（ジンボ 記）

卒業があったり、別れや涙ありのプログラムです。そ
4

