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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 03-3615-5565 

 
今 月 の 聖 句 

 
心の清い人々は、幸いである、 

その人たちは神を見る。(マタイ5-8) 
Blessed are the pure in heart,  

for they shall see God. （MATTHEW 5-8） 

２０１８年７月 ～ ２０１９年６月 

国際会長主題 「私たちは変えられる」 

アジア会長主題 「アクション」 

東日本区理事主題 「為せば、成る」 

東新部部長主題 「ワイズの楽しみは、今、そしてこれから」 

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

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

━━━━━━━━━━━ 
書    記 鈴木 健彦 
会    計  今井 武彦 
担当主事  星野  太郎 

━━━━━━━━━━━ 

1２月 クリスマス本例会 

日 時  2018年１２月１８日 (火)  18：00～21：00 
場 所  東京YMCA東陽町センターTYISカフェテリア 

お料理持ち寄り（ポットラック・パーティー）です。 
お料理持ち寄りのない方は、会費 2,500円です。    

ＹＭＣＡオープンハウスに参加しよう 

日 時：１２月２３日（日）集合：９：００ 

場 所：東京YMCA東陽町センター 

１２月 ＥＭＣ-ＭＣについて 

EMCのMはメンバーシップで、会員を増やす運動

です。今期むかでクラブには野澤寛枝さんが入会し

ました。四谷駅前寄席の会場オーナーです。 
Cはコンサベーションで、維持啓発と訳されます。

クラブを楽しく、退会をゼロに。   （伊丹 記） 

HAPPY  BIRTHDAY 

9日 高津寿江  10日 吉田 司  28日 伊丹一之 

結婚記念日おめでとう 

10日 吉田司・紘子  

２０１８年 １１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  12.270 円 

正 会 員 13 名 出席(メネット) 1 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                切手累計          0   

在籍者数 14 名  出席(ゲスト) 1 名       

出席（正会員） 13 名 出席(ビジター) 1 名   リングプル  累 計 520.7 Kg 

出席(功労会員) 0 
－ 

名 例会出席総数 16 名 11月出席率   100％ むかで基金   今月分  26.670 
 
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 

 

２０１８年 １２月本例会（６８２回） 

(強調月間：ＥＭＣ-ＭＣ ） 

1２月本例会 プログラム 

準備 メンバー全員 17:00 集合 受付  

第１部 クリスマス礼拝 ( 18:00～18:30 )  
                       司 式  髙津  達夫  

クリスマスメッセージ          鈴木  悟 牧師 

(川口岩の上の教会) 

クリスマス献金：東京YMCA国際協力募金へ 

第２部 ポットラック・パーティー( 18:30～21:00 ) 
司 会  神保伊和雄 

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              今井  武彦 

「むかで “メリークリスマス” パーティー」 

ギター  鈴木 奈保 

強調月間アピール          

諸 報 告                       各担当者 

ハッピーバースデー・結婚記念     司 会 

閉会挨拶              副会長  櫻井  浩行 

閉会点鐘              会  長  城井  廣邦 
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        １１ 月 本 例 会 報 告           

東京むかでワイズメンズクラブ１１月本例会は、11月

20 日（火）18：30～20：30、東京YMCA東陽町セン

ター１階 TYISカフェテリアで行われました。 

今月の例会は新会員の入会式、オークションと大き

な行事を二つも抱え、忙しい例会でした。例会は城井

廣邦会長の開会点鐘、森本晴生君の司会で始まりまし

た。最初にワイズソングが歌われ、続いて櫻井浩行副

会長の司式で、新入会員の野澤寛枝さんの入会式が、

神保伊和雄東新部長の立会いのもとで行われました。

野澤さんは前からご紹介していますように四ツ谷駅前

寄席の立役者で、すでにCSに貢献されています。 

 
【野澤寛枝さんが手を上げて入会を宣言】 

ゲスト、ビジターの紹介のあと、今月の聖句、食事

と続きましだ。そのあとに「エチオピア 3千年の歴史

を持つアフリカ唯一の独立国」と題して酒井幸三氏か

ら、エチオピアの地理、歴史、風景、宗教、等、多岐

にわたってのご紹介をいただきました。 

 
【酒井幸三氏による「エチオピア」の卓話】 

氏は、石川島播磨で重機関係の仕事をされていまし

たが、退職されてJICAからの委託を受けられて、エチ

オピア国品質・生産性向上プロジェクトに専門家とし

て参加しておられます。エチオピアはアフリカの盟主

的役割を果たしている。中国から大きな資本が流れ込

んでいるとのことでした。 

次に、今井みどりメネットの司会で楽しいオークシ

ョンが行われました。そのあと今井君の強調月間アピ

ール、司会のハッピーバースデー。スマイル、各会員

の諸報告、櫻井副会長の閉会挨拶と続きました。城井

会長の閉会点鐘で会を閉じました。       （鈴木 記） 

出席者：野澤、城井、伊丹、今井、神保、櫻井、髙津、

森本、吉田、星野、新藤、長谷川、鈴木、 

今井みどりメネット     

ゲスト：酒井幸三  

ビジター：石田幸次（東京多摩みなみ）  （敬称略） 

 

         第２回 東新部評議会 報告         

第2回東新部評議会は、2018年11月18日（土）午後

1時30分から、西早稲田にある東京YMCA本部事務局

の会議室において、22名が出席して（＋委任状3通）

開催されました。 

神保伊和雄部長の机をたたく点鐘で開会、部長から

は11月までの東新部の活動と、翌日に行われる「東京

町田スマイリングクラブ」の設立総会について、報告

がありました。  【写真＝神保部長による報告】 

 
議案審議では、①18-19年度第1回評議会議事録を承

認、②次々期部長・次期監事候補者の指名では、次々

期部長に加藤義孝君（東京）、次期監事に伊藤幾夫君

（東京多摩みなみ）と佐藤茂美さん（東京）が承認さ

れました。③第22回東新部部大会報告は松香光夫実行

委員長から報告、④同部大会会計報告は今井武彦部会

計から報告、残金のうち30,500円を西日本豪雨災害支

援に、30,640円の剰余金は東新部会計に戻すことにな

りました。⑤19-20年度東新部役員案は、小川圭一次

期部長より発表があり承認、⑥新クラブ新入会員の入

会金補助について、9名分の支出を承認しました。 

報告事項では、①18-19年度第2回東日本区役員会報

告、②18-19年度第2回東新部役員会報告、③18-19年

度東新部会計中間報告、④各事業主査・専任委員報告、

⑤各クラブ会長報告、⑥YMCA報告が行われました。

⑦その他では、今井部会計から各種献金依頼の用紙を
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配布。小原武夫君（東京世田谷）から、東京YMCAは

神田から東陽町、西早稲田と移り、若者との接点がな

くなってきているが、YMCAの見解を問いたいとの意

見が出されました。 

議事を終え、佐藤茂美監事から講評を受け、東新部

の歌を歌って閉会となりました。終了後は、有志でサ

イゼリアに移動、懇親会を持ちました。   （伊丹 記） 

 

  2018年度クリスマス・オープンハウスのご案内   

2018年度「東京YMCAクリスマス・オープンハウス」

は、12月23日（祝・日）AM10時から東陽町センター

で開催されます。 

当むかでクラブは他の協力団体と共に、アトリウム

での模擬店「むかでカレー」の出店で協力いたします。

「むかでカレー」は、毎年人気模擬店で、約200～250

食を予定しています。 

「むかでカレー」の具材は、昨年同様に、大手食品

メーカーから約250食分のビーフレトルトカレーの提

供を受けました。これには、玉ねぎ、じゃが芋、人参

などを補充しなければカレーが完成しません。メンバ

ーの皆様、下記の食材を炒めて当日又は前日ご持参願

います。200～250食を確保するためには、5～6人の方

の協力が必要です。 

玉ねぎ    10～15個（1cm幅の細切り） 

じゃが芋   7～10個（2cm角のサイコロ） 

人参     3～5個（1cm幅） 

これを現場で温めたレトルトカレーに順次、補充し

て200～250食を確保いたします。 

また、ライスについては、20～25kgの炊飯になりま

す。今年は東陽町のこども食堂の大型炊飯器が使用で

きることになりました。お米砥ぎは前日（22日）5時

から行います。 

当日（23日）は、9時に集合でお願いします。カレ

ー食材を扱いますので、エプロン、タオルを持参下さ

い。                           （髙津 記） 

 

           四ツ谷 駅 前 寄 席               

11月29日（木）18：30から、ギャラリー枝に50人の

参加者があり、盛り上がりました。 

春風亭昇吉さんの大熱演で大好評でした。 

地域寄席として四ツ谷周辺に勤めている方々、友人、

知人が一緒に楽しむ四ツ谷駅前寄席は新たな効果を生

んでいると思います。 

四ツ谷駅前寄席はギャラリー枝に集まって、手伝っ

てくださるメンバーが私たちの活動と支援に共感し

て、入会の可能性が見えてきました。コアメンバー10

人から20人になれば、四ツ谷駅前寄席の集客もより活

性化して、寄席の定期的開催も無理なくできるように

なると思います。 

 
【第2回四ツ谷駅前寄席で演じる春風亭昇吉さん】 

そして、ワイズへの共感を高めるためにフォローを

することで、入会していただける方が生まれるものと

期待しています。皆様、むかでが後援する四ツ谷駅前

寄席、是非見に来て頂きたいと希望します。 

次回は12月14日 18：00開場 18：30～20：00開

演予定です。入場料1500円 演者は三遊亭楽天です。 

 （城井 記） 

 

       １１ 月 第 二 例 会 報 告       

第二例会は11月27日（火）18：30より、東陽町セン

ターYMCAホールで開催。検討、決定事項以下の通り。 

１ ブリテン12月号の編集方針、記事、執筆者の確認 

  原稿締切：12/1、印刷会：12/4（編集担当 鈴木）    

⒉ １２月クリスマス例会について 

・例年通り、礼拝、祝会を行う。クリスマスメッセ

ージは川口岩の上の教会・鈴木悟牧師に依頼、食

事はポットラックとし、各自持参のこと。 

・案内文作成、発送、礼拝プログラム作成（髙津）  

３  神戸ポートクラブクリスマス例会に神保君が出席。 

  12月7日（金）ANAグランプラザ 4F「ザ・テラ

ス」 

４ 東京むかでクラブ次期役員について協議、決定。 

   会 長：今井 武彦  副会長：城井 廣邦 

   書 記：鈴木 健彦  会  計：髙津 達夫 

５  シニアY･Y･Yキャンプ実行委員会の開催 

次回に向け、12月4日（火）印刷会後に打ち合わ

せを行う。 

６ その他             （長谷川 記） 

出席者：城井、今井、櫻井、神保、鈴木、髙津、長谷川 
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             会  長  通  信                

会長として最も関心を持っていることは、高齢化社会と

共にワイズのメンバーの高齢化です。新会員を増やすた

めに魅力的な活動をして、一般の方々に参加いただき、

ワイズの活動に関心を持ってもらうことが大切と考えます。 

クラブ活動は何のためにやっているのか、その目的を

明確にしておくことが重要と思います。「活動は何のため

に」そして社会に共感いただくことを忘れてはいけないと

思います。東京ワイズの江戸城ウォーク・赤ジャンウォーク

に参加して素晴らしい活動に驚きました。 

参加された一般の参加者もとても楽しんでいたことに、

企画のすばらしさに感動しました。各クラブの活動の中に、

多くの興味深いプログラムがあるように思います。私達東

京むかでのシニアY･Y･Yキャンプ、川口こども食堂、四ツ

谷駅前寄席、南極体験を聴くなど色々と考えてきました。

多くの方々に共感頂き喜んでいただくことができたものと

思います。 

これから、一人でも多くのメンバーを増やすことを、どう

続けていくかが大きな課題です。私の会長任期中にあと2

～3人はメンバーを増やしたいと考えています。 

（城井 記） 

＜１２月の予定＞  

4日（火) 東京むかで・ブリテン印刷会 

4日（火） 東京多摩みなみ・12月本例会  

8日（土） 東京・12月本例会 （ホテル・グランドパレス）  

10日（月） 東京町田コスモス・12月本例会  

13日（木） 東京センテニアル・12月本例会  

15日（金） 東京世田谷・12月本例会  

18日（火） 東京むかで・12月本例会  

23日（日） 東京YMCAクリスマス・オープンハウス  

25日（火） 東京むかで・12月第二例会  

＜１月以降の予定＞ 

5日（土） 在京ワイズ新年会 （京王プラザ八王子） 

8日（月） 東京むかで・ブリテン印刷会  

8日（月） 東京むかで・東京合同 1月本例会 

19日（土） 次期部役員準備会①  

22日（火） 東京むかで・1月第二例会  

2月16日（土） ４部合同EMCシンポジウム  

 

           東京ＹＭＣＡニュース             

◆東京ＹＭＣＡ子育て講演会 

『「輝く瞬間」最初に気付くのはママ』と題し、NHK

「おかあさんといっしょ」でお姉さんとして出演され

ていた河村都氏に講演して頂きます。子どもの感性を

育てる子育てについて一緒に考える機会として、講師

との質疑応答をたくさん盛り込む予定です。 

【と き】2019年1月19日（土）10：00～12：00 

【ところ】しののめYMCAこども園 

（江東区東雲1-9-46） 

【参加費】無料 

【申込み】URLから http://goo.gl/aEFxk2 

【問合せ】東京YMCA会員部  TEL 03-6278-9071 

◆東京ＹＭＣＡ新春特別午餐会 

ミュージックミッショナリーの久米小百合さんをお

招きし「さんびか・時代と国境を越えたヒット曲」と

題してお話をいただきます。 

【と き】2019年1月25日（金）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：03-6302-1960 

◆東京ＹＭＣＡ早天祈祷会 

【と き】2019年1月7日（月）7：00 

【ところ】東京富士大学7号館（高田馬場駅 5分） 

【奨励者】東京YMCA総主事 菅谷淳    （星野 記） 

 

      １１ 月 会 計 報 告 他        

１． 月間収入・支出合計   期間11/1～11/29 

口座名 月間収入額 月間支出額 
一般口 7.500円 38.090円 

ファンド口 26.670円    0円 

一般口主要収入 新入会員補助金 6千円 

一般口主要支出 例会弁当代 18千円 

               卓話者謝礼 10千円、 

区新入会員キット代 6千円 

ﾌｧﾝﾄﾞ口主要収入 例会スマイル 12千円、 

                オークション売上 14千円    

（今井 記） 

２．リングプル １１月預かり    

協力者名 重量 協力者名 重量 
神戸ポートクラブＧ 13.45kg 長谷川正雄氏Ｇ 4.2㎏   

今月合計 17.65㎏ 

神戸ポートクラブからのプルタブやっと報告ができるよう

になりました。申し訳ございません。ありがとうございます。

今後もご協力よろしくお願いいたします。     (神保 記) 

 

              編  集  後  記                 

いよいよ平成も終わり新しい年号を迎えようとし

ています。我々の次の世代が平安でありますように祈

ります。                 （鈴木 記） 


