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“TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT” 

Affiliated with The International Association of Y’s Men’s Clubs 

Chartered : 10 May, 1961 

 

Office : Tokyo YMCA Toyocho Center 

2-2-20 Toyo, Koto-ku, Tokyo, Japan 

 

〒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 

今 月 の 聖 句 

悲しむ人々は幸いである。 

その人たちは慰められる。 

    （マタイによる福音書 5章 4節） 

Blessed are those who mourn, 

        for they shall be comforted. 

                           (MATTHEW 5-4) 

━━━━━━━━━━━ 

書    記 鈴木 健彦 

会    計  今井 武彦 

担当主事  星野  太郎 

━━━━━━━━━━━ 

 ９月 ユースについて  

 組織を維持するためには、メンバーが元気で活躍す
るだけでなく、若い人達のYMCA活動への参画が必要
です。野尻ファミリーキャンプで、野尻学荘のリーダー
や参加中高生と、交流をもつことは、将来のメンバー増
につながります。                      （髙津 記） 

━━━━━━━━━━━ 

 会    長  土井 宏二 

 副 会 長  伊阪 哲雄 

 直前会長 森本 晴生 

━━━━━━━━━━━ 

９月本例会 プログラム 

           準備 伊丹 一之  吉田 司            

受 付 伊丹  一之 

             司  会  神保伊和雄 

開会点鐘              会  長  土井  宏二 

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          森本  晴生 

楽しい食事 

卓 話 「東京YMCA2016-2018中期計画について」 

        東京YMCA総主事   廣田  光司 

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    司 会 

スマイル            佐藤   猛 

諸 報 告 

閉会挨拶              佐藤   猛 

閉会点鐘          会  長  土井  宏二 

９月 本例会 

日  時  2016年９月２０日(火) 18：30～20：30 

場 所 東京YMCA東陽町センター１階 ・ 多目的室 

参加費 １，３００円（食事代を含む） 

出欠は９月１６日（金）までに今井会計までお知らせください 

２０１６年 ９月例会 （６５５回） 

（強調月：ユース） 

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」 

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 「明日に向かって、今日動こう」 

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」 

東京むかでワイズメンズクラブ 
THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO-MUKADÉ  “CENTIPEDE” 

           HAPPY  BIRTHDAY 

   9日 神保 伊和雄    2２日 今井 武彦 

24日 吉田 紘子   

         結婚記念日おめでとう 

              該当者なし 

第２０回 東新部部大会に参加しよう！！   

日時 ： ２０１６年１０月 ８日（土） １０:３０～１６:００ 

場所 ： ＡＹＣ アジア青少年センター スペースＹ 

シニア Y・Y・Y ＣＡＭＰに参加しよう ！！ 

  日時 ： ２０１６年１０月２２～２４日（土～月） 

  場所 ： 東京ＹＭＣＡ 山中湖センター 

２０１６年 ８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  14,584 円 

正 会 員 15 名 出席(メネット) 3 名     5 名 
 名 

ＢＦポイント  現金累計 0 円 

功労会員 1 名 出席(コメット) 0 名 神保 7/23 評議会              切手累計        0  

在籍者数 16 名  出席(ゲスト) 5 名 櫻井、長谷川、吉田、吉田(紘)     

出席（正会員） 7 名 出席(ビジター) 5 名 以上4名 7/26 第二例会 リングプル  累 計 658.25 Kg 

出席(功労会員) 0 名 例会出席総数 20 名 出席率 12/15＝80 % むかで基金   今月分  52,275
  

円 

  会費振込先 

 

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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          ８月 本例会報告           

８月本例会は、8月16日（火）午後6時30分(日本時間)

から、東京YMCA野尻キャンプのキツツキホールで、開か

れました。8月 15日から 17日まで、同地での当クラブ、野

尻ファミリーキャンプのプログラムです。恒例の夏特別例会

は、夕方のキツツキホールの窓越に見る黒姫と野尻湖が、

薄暮の中、その山影と湖面が白く輝き、ゆったりとした気持

ちの中で行われました。キツツキホールの裸電球の下、中

央に机を並べ、周囲に長椅子をセット、テーブルクロスを敷

き、中央に髙津メネット創作のキャンプ場の野花が盛られ

た生け花が置かれ、囲むように特別なお料理、差し入れの

お酒等、宮嶋裕文氏差し入れの特製ワインとトウモロコシ、

ソフトドリンク等が並べられました。 

司会は森本君、聖句と食前の感謝を髙津君が担当、ワイ

ズソングは日本語で合唱。ゲストは、スピーチの殖栗信夫

氏(元 YMCA 主事)、DBC 神戸ポートクラブの大野勉氏、

山田滋己氏、高見宏氏の 3人と京都めいぷるクラブの山川 

新一氏、そして地元信越妙高クラブの宮嶋裕文氏、元担当

主事の頼仰史・甲子ご夫妻、むかで友の会の丸山もと子氏、

東京 YMCA 野外教育センター事業を統括する諏訪治邦

主事の 10名です。 

  乾杯は次期西日本区理事の大野勉氏の発声で厳かに

食事がスタート。お料理を味わいつつ、懇談のひと時、そ

して殖栗信夫氏の「野尻学荘の歴史の一コマ」と題し、お

話を頂きました。殖栗氏が作成された「野尻学荘略年表」を

基調に、年表を支えた人々と野尻キャンプ場周囲の環境

変化からくる諸々の出来事から、野尻学荘を読み取るもの

でした。  【写真＝学荘の歴史を語る殖栗信夫氏】 

第 1 回（昭和

7年）～第 80回

（平成 27 年）ま

での総参加者総

数は 6,097名／

参 加 者 実 数

2,476 名（複数

参加者は一人として数えた実数）です。日本最初の少年長

期キャンプはどうしてスタートしたのか、山中湖と同じロケ

ーションの野尻湖をキャンプ場とするまでの小林弥太郎氏

を中心とする諸々のお話。最初の参加者は 24 名で、その

後の地道な努力にも係らず、キャンプ参加者集めに苦労さ

れていること。更に小林弥太郎氏の野尻学荘の仕事から突

然の引退によるキャンプ存続の危機。太平洋戦争時の中

断。戦後の学荘再開に至る様々な経過とその苦労話

等々・・・信越本線スイッチバック方式碓氷峠でのボーイズ

達の思い出、周游道路が出来る前、遊覧船でキャンプ場

に到着した思い出、周遊道路の完成でキャンプ場が分断、

環境の変化が出たこと等々。歴史の一コマとしては時間不

足で、続きは来年に持ち越しとなりました。  

ハッピーバースデーは、土井会長、髙津君、ゲストの頼 

甲子氏の 3名でした。   【例会後の記念写真】 

 

出席者 ：土井、伊丹、今井、鈴木、髙津、星野、森本、 

メネット ：土井、今井、髙津 

ゲス ト ：殖栗信夫（卓話者）、頼仰史、頼甲子、 

丸山もと子、諏方治邦 

ビジター：大野勉、山田滋己、高見宏（以上神戸ポート）、 

山川新一（京都めいぷる）、宮嶋裕文（信越妙

高）         （敬称略）          （髙津 記） 

 

      野尻ファミリーキャンプ報告            

今年は藤本家の別邸をお借りしないで、雨模様の中を

東京YMCA野尻キャンプに 8月15日（月）午後3時に集

まりました。伊丹君、土井会長夫妻の車で鈴木君、今井夫

妻、髙津夫妻、頼元主事夫妻はそれぞれの車で、DBC の

神戸ポートクラブの大野君、山田君、高見君と京都めいぷ

るクラブの山川君、星野主事と森本の総勢16人が集まりま

した。 

ゲストハウスの宿泊室を使わず、第 1、第 2、第 5、第 6

の四つのキャビンに 4 人ずつで泊まり、それぞれに楽しい

意見交換の時間がありました。 

この 15 日から翌 16 日まで、キャンパー（ボーイズと呼

ぶ）は、キャビンごとにテントを持ってオーバーナイトハイキ

ングで、キャンプサイトは静寂でした。ディレクターやスタッ

フに私たち 16人が加わり夕食。夕食後はゲストハウスのロ

ビーで懇談しました。 

16日の朝食も静寂。9時頃から16人はグループに分か

れ活動開始。湖畔一周のグループは、出てすぐにテントを

担いで戻ってくる小学 5，6年生のボーイズと出会いました。

ずいぶん遠くまで行って泊まったとのことですが、湖畔一

周の 1 割ぐらいかな。高校生が昼食後に戻り、キャンプサ

イトは賑やかになりました。 
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夕食は、ボーイズとは別れて、８月例会（別項）。あとを片

付けてから、またゲストハウスロビーに集合。この日もいろ

いろ差し入れがあり、歓談が続きました。 

17 日の朝食で、初めてボーイズの全員と一緒になりまし

た。食後、土井会長からの挨拶があり、皆さんに歓迎の歌

を歌っていただきました。 

後片付けのあと、ゲストハウスロビーで閉会式をして、再

開を期してそれぞれの帰路につきました。関係の皆さま、あ

りがとうございました。                      （森本 記） 

 

「 川口こども食堂 」訪問（３） 

8月 4日（木）埼玉高速線「川口元郷駅」改札口（1か所）

4時集合。今回は鉄道利用、駅前からは超高層集合住宅を

背に、会場の「ベーカリージロー」まで 7 分位、入り組んだ

住宅地の角。駅からの案内図は是非必要。 

店舗の商品棚整理、約 20 名の椅子、テーブルのセット

など準備作業は二人で充分です。 

夏休みでもあり、お客様は、お母さんと 3 才の保育園児

のお二人。鈴木牧師ご夫妻お二人の赤ちゃん、ご両親と私

共の総勢 10 名の食事で、鳥肉野菜カレーは圧力釜仕込

み、ゴーヤの辛子和添え、レタスサラダはお手製、全員が

お代わりの味でした。クラブ献金をお渡しし、6時30頃駅ま

でお送りいただきました。お客様人数把握が課題の一つ。 

出席者：神保、鈴木、長谷川            （長谷川 記） 

 

    シニア Ｙ・Ｙ・Ｙ キャンプ 

10 月に行われる Y・Y・Y キャンプを成功させるため

に 8 月の第 2 例会において次のことを決定した。 

キャンプ実行委員会にプログラム企画運営委員とし

て森本君、プログラム参加者募集委員として伊丹君が参

加し、委員会の体制を強化。二人の委員を中心に今まで

立案してきた計画を具体化し、より良いキャンプが実施

されるように具体化を進める。            （鈴木 記） 

 

第 72回 国際大会 in 台湾 参加報告 

8月 4～6日、第 72回国際大会 in台湾が台北・圓山大

飯店、台北EXPO ドーﾑにて開催された。 

晩餐会会場で、元むかでクラブメンバーの品川淳氏とお

会いし、旧友の話題で話に花が咲いた。大会前日には、藤

井寛敏大会委員長のチャリティーゴルフ「モスキート杯」に

も参加し、海外の Y's メンと交流ができた。来年のアジア大

会はタイで、再来年の国際大会は韓国で開催される。 

                                （吉田 紘子 記） 

                                                                

      東京ＹＭＣＡ 夏まつり 奮闘記                                          

8月 27日（土)東京YMCA東陽町センターで恒例の夏

まつりが開催された。 

東京むかでクラブは「かき氷」を担当、昨年の 250 杯を

大幅に上回り376杯も売り上げた。日本語学校の生徒4人

の協力を得て【写真】、楽しみながら販売ができた。留学生

の皆さんとは例会等で交流の機会を、是非持ちたいもの。 

 

参加者：今井、櫻井、神保、髙津、吉田紘、髙津メネット 

龍野、ナン、ブー、ニュン、ズオン（ベトナムから

日本語学院の皆さん）（敬称略） (吉田 紘子記） 

 

      会  長  通  信 

今月は「東京都鳥獣保護管理員」についてお話します。

全国に 3300名、東京都には 62名、23区には 22名の鳥

獣保護管理員がいます。「鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律」のもと、実施事業を補助する職

務です。東京都では非常勤職員で「特別職」の地方公務

員扱いです。①障害鳥獣の保護 ②違法狩猟の取り締まり 

③野生鳥獣の調査 ④鳥獣保護の普及啓発等の活動です。

自然が好きで、特に野生鳥獣が大好きな人が公募で選任

されます。私は 8年前に委嘱され、怪我をした野生鳥獣の

保護を主に活動しています。今年は特に熊の人的被害、

鹿、イノシシ等やハクビシン、アライグマ等の外来種による

農作物被害等が問題になっています。こうした機会も現場

に出向き活動をします。 

改めて人と自然の距離をきちんと問い直すべきと思いま

す。過っては鳥、小動物が出て影響が出たら追い払う、被

害がなければそっとしておく、という距離感がありました。

今は極端に保護か或はもう 1 匹もいらないという、両極端

な取り組みです。トキは江戸時代には米を食べる害鳥で、

農民が 1 匹残らず殺したと聞きますが、今は絶滅種として

保護されています。カラスも子供の頃唱歌で「カラスは山に

可愛い７つの子・・・」と都会ではあまり見かけませんでした。

生ごみの管理を怠ったため増え、害鳥になってしました。

ハクビシン、アライグマもペットで飼っていたものを放し、全
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国的に害が出ました。野生鳥獣の責任ではなく人間に責任

があることを認識し、早急に対策を考える時です。 

東京都では 2020 年東京オリンピックに向けて野生鳥獣

が住み易い都市、イコール人間が住み易い都市に向けた

対策が出されます。個人として即実施できること、例えば野

鳥に餌を与えない、生ごみの管理、公園で大声を出さない

等実行して欲しい所です。ロンドン、パリ、ニューヨーク、東

京と世界に名だたる近代都市で、唯一猛獣の熊が生息す

る自然に恵まれた都市に、誇りを持ってください。 

（土井 記） 

＜９月の予定＞ 

6日（火）東京むかで・印刷会 

6日（火）東京多摩みなみ・9月本例会 

8日（木）東京センテニアル・9月本例会 

12日（月）東京まちだ・9月本例会  

13日（火）東京・9月本例会 

14日（水）東京目黒・9月本例会 

16日（金）東京世田谷・9月本例会 

20日（火）東京むかで・9月本例会 

22日（木）信越妙高・9月本例会 

22日（木）東京ＹＭＣＡチャリティーラン 

24日（土）東京コスモス・9月本例会 

27日（火）東京むかで・9月第二例会 

＜１０月以降の予定＞ 

4日（火）東京むかで・ブリテン印刷会 

8日（土）第20回東新部部大会 ＡＹＣ 

18日（火）東京むかで・10月本例会 

22日(土)、23日(日）、24日(月）シニアY・Y・Y CAMP 

25日（火）東京むかで・10月第二例会  

 

       ８月 第二例会報告        

8月23日（火）18:30～20:15まで熱心に討議。 

・メンバー申し出事項の検討 

・９月ブリテン編集方針と卓話者選任の協議 

・シニアY・Y・Yキャンプの準備協議 

・９月川口こども食堂支援者派遣について 

・YMCA夏まつり 「かき氷」 模擬店準備・運営確認につ

いて 

出席者：土井、今井、櫻井、鈴木、髙津、長谷川、星野、 

森本、吉田司、吉田紘           （今井 記） 

 

         ＹＭＣＡニュース 
◆第30回 東京ＹＭＣＡチャリティーラン 

障がいある子どもたちの支援のため、今年もチャリテ

ィーランが開催予定。大会運営にご協力を下さい！今年

はバレーボール解説者の川合俊一氏がアンバサダーと

して来場します！！ 

【と き】2016年9月22日（木・祝） 

【ところ】木場公園内特設コース 

【問合せ】東京YMCA会員部 03-3615-5568 

◆東京ＹＭＣＡ午餐会 

【卓話者】鈴木茂明氏 （声楽家・指揮者） 

【と き】2016年9月28日（水）12:00～13:30 

【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 

【お申込み】賛助会事務局 03-3615-5568  （星野 記） 

 

    む か で の た わ ご と      

異常な暑さ・台風も狂っている！戯言を言っているそば

から台風が襲ってきた。東京はそれたが、東北・北海道が

直撃された。各地で被害にあわれた方々にはかけることば

もないくらいだ。本当にお気の毒さまだ。日本地域だけで

はないようだ。朝鮮半島も例年になく暑い夏だったようだ。

地震もないのにSeoul Yもゆれていたような感じでした。 

東京YMCAは引っ越しが先延ばしになったので幾らか

落ち着くのかな！穏やかな日々を過ごしたく、秋の訪れを

楽しみに待っています。              （尽慕巌 記） 

 

     ８ 月 会 計 報 告 

１． 月間収入・支出合計  期間8/1～8/31    (今井 記) 

口座名 月間収入額 月間支出額 

一般口 140,000円 337,582円 

ファンド口 52,475円 115,000円 

・一般口主収入  年会費 25千円 

ﾌｱﾝﾄﾞ 事業資金受入 115千円 

・一般口主支出 

区費等165千円、東新部部費64千円、野尻学荘寄付65

千円、例会卓話者殖栗氏謝礼10千円、Y･Y･Yキャン

プ上期分25千円、こども食堂支援5千円 

・ﾌｧﾝﾄﾞ口主収入 スマイル⒕千円、殖栗氏寄付10千円、 

野尻ファミリーキャンプ会費残金26千円 

・ﾌｱﾝﾄﾞ口主支出  事業資金補助（一般口へ）115千円 

２．リングプル ８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 1.8kg 
 

kg 

 

     編 集 後 記 

９月号（655号）をお届けします。 東京目黒クラブブリテ

ン８月第600号を拝見、変わることなく穏やかで淡々とした

まとめに継続の重みを学びます。編集担当者のTFさん、

SMさんの謙虚な姿勢にエールを！      （長谷川 記） 


