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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 

あなたの恵は、いのちにもまさるゆえ、 

私の唇は、あなたを賛美します。（詩編 63-3） 

Because your love is better than life,  
my lips will glorify you. （PSALM 63-3） 

━━━━━━━━━━━ 

書    記 鈴木 健彦 

会    計  今井 武彦 

担当主事  星野  太郎 

━━━━━━━━━━━ 

１月 ＩＢＣ／ＤＢＣ 

国際兄弟クラブ：クラブが外国のクラブと兄弟クラブ締

結を行い、永続的な交流を続けること。また、その相手クラ

ブのことをさす。【BROMMA･KINGSVILLE･KATAJAISET】 

国内兄弟クラブ：IBCにならった国内兄弟クラブ。東・

西クラブでの締結が促進されている。【神戸ポートクラブ】 

                     （ロースターワイズ用語抜粋） 

━━━━━━━━━━━ 

 会    長  城井 廣邦 

 副 会 長  櫻井 浩行 

 直前会長 土井 宏二 

━━━━━━━━━━━ 

１月新年例会 プログラム 

 

受 付  今井 武彦  

                            司 会  櫻井 浩行 

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             髙津 達夫 

会長新年挨拶       会 長  城井  廣邦 

楽しい食事 

「井関真人シャンソンの夕べ」 

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                        鈴木  健彦 

諸 報 告                        各 担 当 者 

閉会挨拶・点鐘           会 長  城井  廣邦 

１月 新年例会 

日  時  2018年 1月 16日(火) 18：00～20：30 

場 所 カフェ・ミワ（JR総武線市川駅北口下車１分） 

 ℡047-326-9827 地図:別掲4P 

会 費 7.000円 

＊出欠は、1/11（木）吉田紘子君まで連絡のこと 
 

２０１８年 １月本例会 （６７１回） 

（強調月間：ＩＢＣ／ＤＢＣ） 

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」 

           HAPPY  BIRTHDAY 

19日 星野太郎  23日 櫻井啓子  24日 鈴木健彦 

      結婚記念日おめでとう 

       26日 神保伊和雄・久子 

年賀切手等で、CS資金を集めよう！！ 

・一人１２５０円目標でお願いします。 

・納付期限は、1月２３日（火）第二例会までです。 

２０１７年 １２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  13.000 円 

正 会 員 13 名 出席(メネット) 3 名   1名   ＢＦポイント          0 円 

功労会員 1 名 出席(コメット) 0 名  今井武彦 12/5 印刷会                    0 円 

在籍者数 14 名  出席(ゲスト) 7 名      

出席（正会員） 12 名 出席(ビジター) 1 名  リングプル  累 計 343.76 Kg 

出席(功労会員) 0 名 例会出席総数 23 名 出席率 13/13＝100％ むかで基金   今月分  23,000 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 

 

東京むかでワイズメンズクラブ 
THE Y’S MEN’S CLUB OF TOKYO-MUKADÉ  “CENTIPEDE” 
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   １２月クリスマス 特 別 例 会 報 告        

12月のクリスマス特別例会は、12月19日（火）午後6時

より多目的室でクリスマス礼拝が、6時半よりウエルビーで

ポットラックパーティーが開かれました。 

第1部の礼拝は、髙津

達夫君の司会、今年のメ

ッセージは、東京神学大

学院生の小松美樹さん

（小松康広主事の奥様）

【写真】から、イエスキリス

ト降誕前後の困難な状況

についての物語を語って

いただきました。献金は

東京YMCA国際協力募金に奉げ、皆でクリスマスの握手

を交わし、賛美歌111番を歌って礼拝を閉じました。 

第2部のパーティーは、神保伊和雄君の司会、城井廣

邦会長の点鐘で始まりました。ワイズソングを歌い、ゲスト

としては本多謙氏、向山新子さん、山本尚子さんが紹介

されました。聖句と感謝を星野太郎君が捧げ、長谷川正

雄君の乾杯の後にむかで名物のポットラックディナーとな

りました。 

今年のエンターテイメントは、東京世田谷クラブ張替滋

夫君のラテン・カルテット「ロス・コンパニエロス」をお迎え

して、懐かしいラテンの名曲を演奏していただきました。 

【写真＝ラテンを演奏するロス・コンパニエロス】 

演奏後は、伊丹一之君のEMC-MC強調月間アピール、

諸報告と続き、ゲストとメネットから一言をいただき、ハッピ

ーバースデーは髙津寿江さん、吉田司君、伊丹君に、結

婚記念日は吉田司・紘子夫妻に贈られました。最後は城

井会長の閉会の言葉と点鐘でお開きとなりました。 

                                     （伊丹 記） 

出席者：城井、伊丹、櫻井、神保、鈴木、髙津、土井、

長谷川、星野、森本、吉田司、吉田紘 

メネット：櫻井啓子、髙津寿江、土井麗子  （敬称略） 

ゲスト：小松美樹、本多謙、向山新子、山本尚子 

演 奏：ロス・コンパニエロス（張替滋夫、他3人） 

12月クリスマス・オープンハウス報告 

12月23日（祝・土）晴天。2017年度東京ＹＭＣＡ東陽

町センター「クリスマス・オープンハウス」が、東陽町センタ

ーに所属するワイズメンズクラブ、奉仕団体並びに、東陽

町２丁目町会、江東区（江東消防署の防災訓練・免震体

験）などが参加して開催されました。 

当クラブは、模擬店「むかでカレー」で協力いたしまし

た。「むかでカレー」は、昨年同様に大手食品会社提供

のビーフカレーフレーク約300食分をベースに、メンバー

６組が自宅で調理した玉ねぎ、じゃが芋、人参等のカレ

ー具材を、保温したカレーフレーク鍋に、順次投入して

「むかでカレー」を調整致しました。 

ライスは、お米30kgを前日、吉田ご夫妻がコメ研ぎし、

当日大型炊飯器で5釜の炊飯を致しました。 

また、今年もお手伝いのボランティア大学生2人がご奉

仕頂きました。2人にはほとんど立ったままで、カレーパッ

クへのライス詰めと続くカレー具の盛り付けと、長時間の

奮闘に感謝です。 

10時から14時30分までの時間で、276食（売上金額

69.170円）の販売となり、過去最高を更新しました。 

今年のむかでカレーでは、通常のカレー販売に加えて、

城井会長発案で、右隣のコロッケ販売担当（東京クラブ）

や、左隣のから揚げ・とんかつ販売担当（社体・保育学生

Ｇ）とコラボして、「コロッケカレー」や「かつカレー」として

共に販売促進を楽しんだことです。感謝です。 

参加者：城井会長、櫻井、長谷川、神保、今井、髙津、

吉田紘、星野 

伊丹メ、櫻井メ、髙津メ 

ボランティア学生2人(学習院大生) 

（髙津 記） 

 

川口こども食堂訪問報告（１８回） 

今年最後の川口こども食堂は、クリスマスのお祝いを兼

ねた食事会。5時過ぎにはクリスマスの飾りつけや会場設

営が完了。この日を待ちわび、早くから子供達やお母さ

ん達がお見えになりました。参加者は子供達が22名、お

母さん達が9名、鈴木牧師ご夫妻、ご両親の井上ご夫妻、

ボランティアのジン・ギョンさん、私共の二人、強力な助っ

人・中井さんは欠席され、裏方7名、最終的に38名の賑

わいの場です。 

真っ赤なセンタークロスが敷かれたテーブルには、キャ

ンデーの盛り籠、熱々のピザ、揚げたての手羽先、ポテト

フライ、たっぷりのサラダ等が盛られ、それぞれに南瓜ス

ープ、更に牧師夫人お手製でドイツの古くからのクリスマ

スケーキ「シュトーレン」が並びました。 
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この日、牧師はトナカイ姿で大張り切り、お祈りの後、ク

イズやゲームをリード、我々二人（鈴木、長谷川）もアシス

タント役で大活躍？でした。 

食事の進み具合や、遅れて参加のゲストを工房のガラ

ス越しに確認し、作り置きせず、出来たての温かな食事を

提供することがすべてに優先、その熱い想いがこの事業

の大きな支え。その都度生地を加工、パン焼き機で焼か

れるピザ、フライヤーの手羽先揚げもゲストに併せて対応、

食器の補充などなどなど、初めて厨房に立った私共二人

には、ごく当たり前に進む作業を目の前にし、その想いに

圧倒されたものです。  

 

【豪華なデザート作成中】 

この日は時間を少し延長し、７時半に閉会、快い疲れ

を感じながら家路につきました。 

むかでの皆さん、来年は是非一度工房に立って、その

想いを身近にしてほしい、と願います。 

1月の予定：11日（木）、25日(木)       （長谷川 記） 

 

     神戸ポートクラブ訪問報告 

12月9日・10日、神戸ポートワイズメンズクラブ・クリスマ

ス例会に参加してまいりました。18：30～特別養護老人

ホーム・オリンピアで恒例のクリスマス会に参加、皆さんと

楽しい時を過ごす事が出来ました。 

20：00～神戸ポートDBCナイトに参加、井内会長のも

と、とても楽しい時となりました。メンバー一人ひとりが一

曲を歌うなど芸達者な方が多く驚きでした。 

私も野尻学荘の「美しい湖水」を歌い、リーダー当時を

思い出しました。 

東京むかでとして、3月6・7・,8日の妙高高原さよならパ

ーティー＆シニアスキーキャンプ、5月12・13・14・15シニ

アY・Y・Yキャンプのアピールをさせて頂きました。大野

西日本理事ご夫妻が、シニアスキーキャンプに参加いた

だけるお約束を頂きました。  【例会での集合写真】 

 
例会が終わって大野理事のお宅に会場を移し、深夜1

時まで内容の濃いお話をする事ができました。翌日は早

朝に近くを散歩し、神戸ポートの日帰り温泉にゆっくり浸

かり、午後帰途につきました。神戸ポートの皆様、有難う

ございました。                        （城井 記） 

 

       会  長  通  信 

3月に東京YMCA妙高高原ロッジさよならパーティー

開催に合わせて、シニアスキーキャンプを開催することに

なりました。スキー、スノーウォーキング、落語、ミニコンサ

ート、温泉ツアーなどスキーだけでなく楽しい時を用意し

ています。 

また、5月12日～15日 3泊4日の第二回シニアY・Y・Y

キャンプを開催します。シニアキャンプらしい楽しみ方を

用意しています。落語、JAZZコンサート、キャンプファイ

ア、野点、温泉ツアー、スケッチ教室、習字アート、写真

教室等実に多彩です。 

新しい時を楽しむ東京むかでのプロデュースです。 

皆様一人でも多くのご参加をお待ちしています。 

                                   （城井 記） 

＜１月の予定＞ 

5日（金) 東京むかで・ブリテン印刷会 

9日（火）東京多摩みなみ・1月本例会 

9日（火）東京・1月本例会 

11日（木）東京センテニアル・1月本例会 

13日（土）在京ワイズ合同新年会 

13日（土）東京まちだ・1月本例会 

15日（月）国際投票締切 

16日（火）東京むかで・1月本例会 

19日（金）東京世田谷・1月本例会 

23日（火）東京むかで・1月第二例会 

25日（木）信越妙高・1月本例会 
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27日（土）次期部役員準備会① 

27日（土）東京コスモス・1月本例会 

＜２月以降の予定＞ 

6日（火）東京むかで・ブリテン印刷会 

17日（土）４部合同ＥＭＣシンポジウム 

20日（火）東京むかで・2月本例会 

27日（火）東京むかで・2月第二例会 

3月3-4日  東日本区次期会長・部役員研修会（東山荘） 

 

       １２月 第二例会報告       

 12月23日（土）YMCAオープンハウス終了後、午後3

時から2時間余、東陽町センター210教室で第二例会を

開催いたしました。以下会議事項 

１．1月むかでブリテン記事作成担当確認。 

むかで1月新年例会会場の確認。JR市川駅北口徒

歩 1分「カフェ・ミワ」。 

２．神戸ポートクラブ訪問報告を城井会長より受ける。 

３．シニアY･Y･Yキャンプの決算報告を1月第二例会、ま

たは2月本例会で行う。 

４．櫻印燻製ファンド販売速報 

利益金66,475円の報告が櫻井君よりありました。 

５．その他雑談。当クラブの色々な課題・問題を抱えてい

ることを再認識しあった。               （今井 記） 

出席者：城井会長、髙津、櫻井、吉田紘、今井 

 

          ＹＭＣＡニュース 
◆第１２回東京ＹＭＣＡ子育て講演会 

リオ五輪の金メダリストスイマーの金藤選手に子育てにつ

いて語っていただきます。育てられた者として語られる

「子育ての大切さ」ぜひご参加ください。 

【講演者】金藤理絵氏（リオ五輪金メダリスト） 

【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 

【申込み】以下URLにてお申込みください 

https://goo.gl/aEFxk2 

【定 員】250名 

◆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 

【ところ】学士会館（神保町駅Ａ9出口徒歩1分） 

【参加費】4,000円（昼食つき） 

【申込み】賛助会事務局  sanjo@tokyoymca.org  

TEL：03-3615-5562 

◆冬休みのスキーキャンプ、元気に開催！ 

東京YMCAで全17のスキーキャンプが冬休み中に開催

されます。約500名の参加者が雪の上でスキーを通して

出会いと成長の機会を過ごします。みつかる、つながる、

よくなっていく…そんな機会となりますようにお祈りくださ

い。                               （星野 記） 

 

11月～12月 会 計 報 告 

１． 月間収入・支出合計           期間11/1～12/31 

口座名 月間収入額 月間支出額 

一般口 49,334円 99,030円 

ファンド口 68,200円 98,756円 

一般口主要収入 年会費25千円、例会参加費9千円 

一般口主要支出 11月例会費25千円、ｸﾘｽﾏｽ祝会40千円、

こども食堂支援10千円、神戸ﾎﾟｰﾄ交流15千円 

ﾌｧﾝﾄﾞ口主要収入 ｵｰｸｼｮﾝ売上34千円、 

11/12月ｽﾏｲﾙ24千円、小松美樹師寄付10千円 

ﾌｧﾝﾄﾞ口主要支出 YMCA国際協力募金13千円、 

津波石ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ寄付50千円、DBC支援事業15千円 

YMCAｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ寄付 20千円 

             （今井 記） 

２． リングプル 12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 重量 

吉田紘子氏 G 25.0kg 神戸ポート G 0.5kg 
秋山 胖氏 G 0.1kg 長谷川正雄氏 G 2.8kg 
  12 月合計 25.6kg 

（神保 記） 

 

新 年 会 会 場 地 図 

場所：カフェ・ミワ 

℡： ０４７－３２６－９８２７ 

 
出欠連絡先：吉田紘子君（携帯：０９０－７２５７－４２２０） 

 

     編 集 後 記 

新しい年を迎えましたが、私たちワイズ活動は年度後

半戦に入ります。それぞれの思いを一つにして、お互い

に協力し合っていきましょう。              （今井 記） 


