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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 

ところが、旅をしていたあるサマリア人は、そば

に来ると、その人を見て憐れに思った。 

    （ルカによる福音書 10章33節） 

But a Samaritan who was traveling that way 

came upon the man, when he saw him, his heart 

was filled with pity.            (Luke 10・33) 

━━━━━━━━━━━ 

書    記 鈴木 健彦 

会    計  今井 武彦 

担当主事  星野  太郎 

━━━━━━━━━━━ 

 １０月 EMC-E/YESについて  

EMC（Extension：クラブ拡張、 Membership：会員増

強、Conservation：維持啓発運動） の中で「Ｅ」はクラブ

拡張、つまり新しいクラブ設立することです。 

YES（Ys Extension Support）は、ワイズ新クラブ設立

を目指す目的の基金です。              （髙津 記） 

━━━━━━━━━━━ 

 会    長  土井 宏二 

 副 会 長  伊阪 哲雄 

 直前会長 森本 晴生 

━━━━━━━━━━━ 

10月本例会  プログラム 

           準備 長谷川正雄・櫻井浩行            

受 付 神保伊和雄 

             司  会  髙津 達夫 

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          星野 太郎 

楽しい食事 

卓話「東京YMCA 2016-2018中期計画について」 

         東京YMCA総主事  廣田  光司氏 

強調月間アピール             神保伊和雄 

ハッピーバースデー・結婚記念    司 会 

スマイル            櫻井 浩行 

諸 報 告 

閉会挨拶              城井 廣邦 

閉会点鐘          会  長  土井  宏二 

１０月 本例会 

日  時  2016年１０月１８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10月14日（金）までに今井君までご連絡ください。 

２０１６年１０月例会 （６５６回） 

（強調月：EMC-E/YES） 

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 

          該当者なし 

         結婚記念日おめでとう 

1日 長谷川正雄・和子  15日 土井  宏二・麗子 

20日 高津  達夫・寿江 

シニア Y・Y・Y キャンプに参加しよう ！！ 

  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 ９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) － 名        － 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) － 名    例会中止のため無し              切手累計        0  

在籍者数 16 名  出席(ゲスト) － 名      

出席（正会員） － 名 出席(ビジター) － 名  リングプル  累 計 658.25 Kg 

出席(功労会員) － 名 例会出席総数 － 名 出席率     － % 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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          9月 本例会報告           

9月本例会（第655回）は、9月20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る予定でし

た。しかし、当日、台風16号が夕方から深夜にかけて関東

地方に到来することで、昼過ぎから風雨が強まり、雨風の影

響で交通機関が止まる恐れがあるとの気象情報で、例会後

の帰宅の安全を考え、例会を取りやめました。 

翌週の第二例会（9/27）は、予定通り開催されました。 

当クラブで、本例会を開催できなかったのは、2011年3

月の東日本大震災（第499回）の影響で開催できなかった

のに続き2回目となりました。               （髙津 記） 

         シニア Ｙ・Ｙ・Ｙ キャンプ          

いよいよ今月キャンプが実行されます。それに先立って、

9月10日に第1回のリーダー会が開催された。そこで、多く

のプログラム案の中から、今回のキャンプで実行するプログ

ラム原案を森本プログラムディレクターが作成することが決

まった。又現在のキャンパーの募集状況が報告された。キ

ャンパーの募集は、より多くの人が集まるように9月末まで

引き続き行う。 

続いて、9月17日に森本プログラムディレクターか作成し、

提案されたプログラム案に基づいて個々のプログラムに対

する問題点と実施内容が検討され、出席者の了解のもと、

プログラム案が確定した。このプログラムに従って、キャン

パーのための「しおり」が作成された。 

キャンパーのために準備されたプログラムは以下の通り。 

写真撮影実習、スケッチ実習、湖畔散策、水上プログラム

(大型カヌーなど)、キャンプファイアー、バーベキュー、落

語、シャンソン、講演等々です。多数の方の参加を楽しみ

にしています。                           （鈴木 記） 

９月の「 川口こども食堂 」訪問（３） 

9月1日（木）の「川口こども食堂」（川口市末広2-15-17 

ベーカリージロー）開催日に訪問。 

当日は、こども9名（牧師お子さん含む）、大人6名（うち牧

師を目指す東京基督教大学神学生参加）、その他にボラン

ティア4名（むかで今井・メネット2名、市立図書館の読み聞

かせスタッフ女性、近隣の初参加の中年女性）、牧師先生

夫妻・ベーカリージローご夫妻合計23名の方々が集まり盛

況でした。 

特に、初めて参加の母親と二人のお子さんもすぐにみん

なと溶け込み楽しい時間を過ごしました。 

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

ップに書いてもらう手伝いをしました。 

本日のメニューは、熱々の鶏のから揚げ、卵焼き、野菜

サラダ、コーンとジャガイモ炒め、そしてワカメとジャガイモ

の味噌汁、デザートはぶどうと梨。いずれも素材からの加

工手作り。調理場は3名（うち応援者2名）。 

食事があらかた終わると牧師先生司会のゲーム、図書

館の読み聞かせスタッフの御話等を楽しみ、7時に終了と

なりました。 

10月のこども食堂開催日は、13日（木）と27日（木）。メン

バーの方々の応援お願いします。          （今井 記） 

     中学生と一緒につくる津波石 

石巻市荻浜中学校、津波石建立のために全校生27人

による3年間の「はまなす学級」が7月スタートしました。 

私達ワイズメンズクラブとして中学生の授業に参加して

います。津波石のコンセプトづくり、デザインのしかた、考

え方から実技まで分かりやすく解説して、皆さんに興味を

持ってもらえる様に配慮しながら進めています。きっと一生

の思い出になるプログラムになるのではないかと思います。

石巻広域クラブ清水さんはじめ熱心に向き合っています。 

10月に開催される文化祭で案の発表、今年中にデザイ

ン決定、3月の卒業式に発表、2年後の完成をめざして4月

から製作に入っていきます。今までと違って主人公は中学

生です。私達がやれば直ぐに出来てしまう事をゆっくり、ゆ

っくり進めています。そして、この機会を通して色々な事を

学んで欲しいと思い、資料づくりをしています。ミサワホー

ムの支援を頂けることもあり順調に進んでいると考えていま

す。ワイズメンズクラブの活動として、ふさわしい内容にな

ってきました。10月7日、次の「はまなす学級」が開かれま

す。                                 （城井 記） 

      会  長  通  信 

９月本例会は台風の影響で中止しました。東京むかでク

ラブにとって2回目だという事です。 

先月は「東京都鳥獣保護管理員」の真面目？な通信だ

ったので、今月は時々下町グルメで紹介される立石・青戸

地区の有名居酒屋を紹介します 

①もつ焼き「宇ちだ」（立石） 平日は2時、土曜日12時開

店で通常は開店2時間前から並び始まります。それは何故

か。先着20人程度が食べられる「ほね」と「つる」が目当て

です。「ほね」とは背骨肉を煮込みで一緒に煮込んだもの.

「つる」とは男性自身をたれ焼きにした逸品です。 

毎日豚の内臓を１頭買いし、仕分けをし、その日のうち

に売り切ります。「かしら」「はつ」「てっぽう」「がつ」「なんこ

つ」「あぶら」「しろ」「ふくろ」「れば」全て2本で170円、焼酎

170円、ビール510円等170円の倍数で計算し、4杯以上

は禁止。隣の人との会話禁止、酔っ払い退場等のルール

を守り、楽しく昼間から飲んでいるお店です。 

②江戸っ子（立石） やはりもつ焼きの名店。名物女将の髪

型が超有名で、テレビ、週刊誌等で何度も紹介されていま
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す。午後4時開店で、特にお薦めは「てっぽーから」と煮込

みで、ここは隣の人との会話は自由、すぐに友達になれま

す。この店オリジナルのハイボールとは言っても焼酎のレモ

ン炭酸割りで氷は入れません。レモン杯とは少し違います。 

この店で焼き方を修行し独立したお店「小江戸」が青戸

にあり、またそこで焼き方を修行し独立した「寄り道」が青戸

にあり、何処へ行ってもメニュー価格は同じです。 

③鳥房（立石）  鶏のまるあげ専門店で4時45分から。前日

お店独自のたれに漬け込み、当日温度の低い鍋と高い鍋

で2度あげをし、丸ごとほおばります。初心者には食べ方を

仲居さんが下町口調で教えてくれます。食べきれない時は

お土産に持ち帰るのが常識です。但し、焼酎は置いていま

せんが、ワインがあります。 

④中華神山楼（青戸）  主人は札幌、仙台の東急ホテルの

中華の元料理長で、お店は古くて正直いってきれいではな

いが、味は天下絶品広東系の味付けです。 

ここの酢豚、海鮮と冷菜のつまみ、春巻き、五目焼きそば

等がお薦め。量が多いので何種類も食べられないのが残

念。紹興酒も美味しいです。 

書ききれないほど青戸・立石には美味しい店がたくさんあ

ります。高いお金を払えば美味しいお店はたくさんあると思

いますが、私の基準は価格は3,000円を超えない。常連客

とはいっても特別扱いはしない。オーダーしたものはなるべ

く順番に出す、以上です。 

標準的下町探検コースをご案内します。先ず居酒屋出陣

前に銭湯に行きましょう。入浴料は460円、サウナは無料、

水風呂は井戸水で冷たく超気持ち良い。入浴後立石の「下

町資料館」見学。葛飾区内で創られる江戸切子、はさみ、 

ブリキおもちゃ、染物等が展示されています。 

その後上記の居酒屋に出撃、下町の味を堪能。チョイ小

腹がすけば本当の立ち食い寿司「栄すし」で軽く、もちろん

椅子ナシ飲み物は缶ビールと１合瓶のみ。最後は立石仲

見世商店街で、手作りのお惣菜。超有名な愛知やのメンチ、

その場で揚げているおでん種、韓国料理材料専門店の自

家製キムチ等、奥様へのおみやげでご機嫌伺。ご興味の

ある方はご一緒しましょう。ガイド料はいただきません。お待

ちしています。                           （土井 記） 

＜１０月の予定＞ 

4日（火）東京むかで・印刷会 

4日（火）東京多摩みなみ・10月本例会 

8日（土）第20回東新部部大会 AYC 

10日（月）東京まちだ・10月本例会  

11日（火）東京・10月本例会 

12日（水）東京目黒・10月本例会 

13日（木）東京センテニアル・10月本例会 

18日（火）東京むかで・10月本例会 

21日（金）東京世田谷・10月本例会 

22日（土）東京コスモス・10月本例会 

22日(土)･23日(日)･24日(月）シニアＹ･Ｙ･Ｙキャンプ 

25日（火）東京むかで・10月第二例会 

27日（木）信越妙高・10月本例会 

       ９月 第二例会報告        

 9月の第二例会は、9月27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。 

 

主な検討事項は次の通りです。   【第二例会の様子】 

（1）10月本例会のプログラム 

9月の本例会が台風16号の影響で中止となりましたが、

東京YMCA廣田光司総主事には、10月本例会で卓話を

お願いすることになりました。 

（2）土井会長の病 

土井会長から本日、病院で診察を受けたところ、喀痰に

癌細胞が検出されたため、癌の発生箇所を検査することに

なったと報告されました。早期治療、早い回復を祈り、みん

なで頑張ろう。! 

（3）ブリテン編集 

10月ブリテンの編集担当は、髙津君。紙面内容と、原稿

担当の割り振り、確認並びに手配をいたしました。 

印刷会は10月4日（火）午後6時30分から。 

（4）11月本例会の案内 

 11月15日の本例会は、伊阪君紹介で目白の自由学園の

校友会館で開催されます。会場が東陽町でありませんの

で、ご注意ください。詳しくは追ってお知らせ。 

 会費は2,000円（メンバー）を予定しています。 

（5）シニアＹ･Ｙ･Ｙキャンプの進捗状況について、鈴木健

彦実行委員長から報告がされた。 

 打合会を9月10日、17日、10月1日と開催。 

（6）川口こども食堂について、今井武彦君から10月の予定

が報告された。 

出席者：土井、鈴木、伊丹、星野、吉田（紘）、吉田（司）、

髙津、今井                   （髙津 記） 
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         ＹＭＣＡニュース 
▼第81回 野尻学荘 無事終了！ 

8月9日～22日、43名のボーイズと27名のリーダー・スタ

ッフで行われました。2週間の生活とアウティングや3kmの

遠泳をはじめとするプログラムが無事に予定どおり進めら

れました。遠泳時のお汁粉提供を今年もむかでクラブより

サポート頂きました。ありがとうございました。 

そして、昨年の第19回東新部会をきっかけ、ワイズメンの

お孫さんたちの参加が4名あったことは大きな喜びでした。

昨年蒔いた種が少しずつ芽を出し、また来年に向けた期待

につながったこと、心から感謝いたします。 

また、かつてのボーイズたちのご子息が新たに3名加わ

り、親御さんたちは遠泳の日に合わせてゲストに宿泊され、

ボーイズたちを見守りました。子や孫がボーイズに、ボーイ

ズがリーダーに、リーダーが親に・・・このサイクルをこれか

らも大事にできたらと思います。 

▼東京ＹＭＣＡ午餐会 

【テーマ】ボランティアを通した出会いとつながり 

      ~高校生たちの被災地での活動を通して~ 

【卓話者】佐藤飛文氏 （明治学院中学・高校教諭） 

【と き】2016年10月25日（火）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 

【申込み】賛助会事務局 tel.03-3615-5568 

▼東京ＹＭＣＡ第808回早天祈祷会 

【奨励者】未定（日本YWCA） 

【と き】2016年11月1日（火）7:00~8:30 

【ところ】東京YMCA山手コミュニティセンター 

【問合せ】東京YMCA会員部 tel.03-3615-5568 

▼東京ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷会 

全世界のYMCA／YWCAに連なる人たちが、毎年一つ

のテーマを決めて聖書を読み、祈りを共にする機会です。 

【説教者】大久保正禎牧師（日本キリスト教団王子教会） 

【と き】2016年11月17日（木）18:30~20:30 

【ところ】在日本韓国YMCA 

【問合せ】東京YMCA総務部 tel.03-3615-5562 

▼東京ＹＭＣＡ会員協議会「ソシアスフォーラム」 

「中期計画をふまえ、10年後の東京YMCAの姿を語ろ

う！」と題し、会員・職員が集い、東京YMCAの未来を語り

合う機会です。「中期計画とブランディングについて」「コミ

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

いること、いまできることは何か？」など自由に協議します。 

【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 

（星野 記） 

         ジンボいわおの夏休み           

７月28日に細川東新部部長と共に、信越妙高クラブに部

長訪問。妙高高原ロッジにお世話になり、トムソーヤでの

落ち着いた雰囲気の中で和気あいあいの例会でした。 

29日からは妙高高原ロッジで東陽町の小学生キャンプ

にお邪魔虫。孫たちと一緒に食事をしたキャンプファイア

ーに参加、元気をもらいすっかり若返りました。30日には

野尻湖でカヌー体験、贅沢な湖と高原のキャンプでした。 

31日からは野尻へ居を移し、「あゆみのキャンプ」に参

加し、土井会長・麗子メネットと賑やかに、爽やかに、穏や

かに、心豊かな学荘での生活を満喫いたしました。8月2日

まで滞在しました。『風にそよぐ白樺、水に浮かぶ山々』や

っぱりいい所ですね、野尻は! 

東京むかでクラブのファミリーキャンプに参加できなかっ

たのが心残りでした。でもSEOULでの新しい出会いが待

っています。 

8月16日から韓国へ旅立ち、第７回YMCA Kids World 

Cup in KOREAに参加。残念なことに東京Yからの小学

生の参加なし、金浦空港で出迎えたのは大阪Yと徳島Yの

元気な小学生。仁川国際空港で北京Yの小学生とバスで

霊興島にあるSEOUL Yのキャンプ場へ。歓迎晩餐会があ

り、美味しい、楽しい夜を各国の参加者達と迎えた。 

韓国での生活は、島で2泊、山のキュンプ場で2泊、

SEOUL Yのホテルで1泊、扶余の友人宅で3泊、+1泊、

元気を与えられていることに感謝。優雅な贅沢な夏休みを

今年も与えられたことを感謝。みんなに支えられ健康でい

られることに改めて感謝。                 （神保 記） 

     ９ 月 会 計 報 告 

１． 月間収入・支出合計  期間891～9/30   (今井 記) 

口座名 月間収入額 月間支出額 

一般口 0円 16,311円 

ファンド口 0円 10,000円 

・一般口主支出 弁当キャンセル料 11千円 

        郵便代       5千円 

・ﾌｧﾝﾄﾞ口主支出 チャリティーラン支援金 10千円 

２．リングプル 9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 1.2kg 斎藤昭七氏 25.0kg 

 

     編 集 後 記 

9月は台風の影響で、断続的に雨、豪雨で日本各地に

被害が発生しています。熊本地震から苦難の連続です。

10月は、実りの秋を思わせるニュースがほしいです。 

                                     （高津 記） 


