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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 

いつまでも残るものは、信仰、希望、愛の三つです。 
    この中で最も偉大なものは愛である。 

（コリントの信徒への手紙Ⅰ 13-13） 
So faith, hope, love abide, these three; 

   but the greatest of these is love. 

          （ⅠCORINTHIANS  13-13） 

２０２０年７月 ～ ２０２１年６月 

国際会長主題     「価値観、エクステンション、リーダーシップ」 

アジア会長主題  「変化をもたらそう」 

東日本区理事主題 「変化をたのしもう！」 

東新部部長主題   「友情の絆を強めＹＭＣＡを支えよう」 

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  今井 武彦 

副 会 長  森本 晴生 

直前会長 城井 廣邦 

━━━━━━━━━━ 

━━━━━━━━━━━ 

書    記 鈴木 健彦 

会    計  髙津 達夫 

担当主事  星野  太郎 

━━━━━━━━━━━ 

1 月 本 例 会 

日 時 2021年 1月19日 (火)  18：00～20：00 

      Zoom例会です。 

（URLは開催日前日までに通知いたします。） 

出欠は1月15日(金)までに髙津会計までお知らせください。 

 

年賀切手等で、CS資金を集めよう！！ 

・ 一人 1,250円目標で お願いします。 

・ 納付期限は1月29日（土）。むかで口座振込で。 

１月 Ｉ ＢＣ／ＤＢＣ について   

国際兄弟クラブ（IBC）が３クラブありますが、

交流、活動がなく、今後の対応、検討が必要です。 

国内兄弟クラブ（DBC）は神戸ポートクラブで、

大切な仲間です。更に間口を広げ、それぞれ交わり

のある、石巻広域クラブを加えたトライアングルク

ラブ実現に向け歩み始めています。 （長谷川 記） 

２０２０年７月 ～ ２０２１年６月 

国際会長主題     「価値観、エクステンション、リーダーシップ」 

アジア会長主題  「変化をもたらそう」 

東日本区理事主題 「変化をたのしもう！」 

東新部部長主題   「友情の絆を強めＹＭＣＡを支えよう」 

 

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 

  ２０２０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  0 円 

正 会 員 11 名 出席(メネット) 0 
0 
名 （櫻井浩行 12/22 第二例会） 

 
ＢＦポイント  現金累計 0 円 

功労会員 1 
1 
名 出席(コメット) 0 名       

 

 

             切手累計          
0  

 

在籍者数 12 名  出席(ゲスト) 2 名       

出席（正会員） 9 名 出席(ビジター) 0 名     （１）名 
 

リングプル  累 計 150.2 kg 

出席(功労会員) 0 
－ 

名 例会出席総数 11 名 12月出席率 82％ むかで基金   今月分  13,000 円 

  会費振込先 

 

みずほ銀行 亀戸支店  (普通) ３０１３０７１ 東京むかでワイズメンズクラブ 

 

２０２１年１月本例会（707回） 

（ 強調月間：Ｉ ＢＣ／ＤＢＣ ） 

１月 Zoom本例会  プログラム  

受 付  髙津  達夫 

司 会  神保伊和雄 

開会点鐘               会 長  今井  武彦 

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        星野  太郎 

新年乾杯（各自飲み物用意）   土井 宏二 

 今年の抱負  神戸ポートクラブ 大野   勉 

      石巻広域クラブ  清水 弘一 

むかでメンバー一言 

強調月間アッピール         長谷川正雄 

ハッピーバースデー・結婚記念日   司  会 

諸 報 告              司 会 

閉会挨拶            副会長 森本  晴生 

閉会点鐘         会 長  今井  武彦 



 2 

       １２  月 本 例 会 報 告           

2020年12月15日（火）午後6時から、東京YMCA東陽

町センターホールでのクリスマス礼拝後、同場所でコロナ

対策として、ソーシャルディスタンスを守っての12月本例

会となりました。窓（ドア）をフルオープンにしてコートを着

て寒さに震えました。お弁当は冷たく、いつものお弁当な

のに少しがっかりでした。  

【礼拝のメッセージを語る石丸泰樹牧師】 

食事後、丸山もと子さんのピアノでトミソング（野尻学荘

のキャンプソング）を抑え気味に歌い、当時を思い出しま

した。最初、合唱は中止にしようかと思いましたが、礼拝の

讃美歌をフルコーラスで歌ったのを見て、気にすることは

ないと判断して、3曲の予定を5曲に変えました。私達のト

ミソングは讃美歌の様にいつも心を洗われる気持ちになり

ます。 

諸報告では、神保伊和雄君より、神戸ポートクラブ、石

巻広域クラブ、東京むかでクラブのトライアングルDBCの

案が提案され、両クラブとも深き絆を育んできたので、皆さ

んの賛同を得ることが出来ました。 

【礼拝献金をＹＭＣＡ国際協力募金に贈呈】 

参加人数も絞って少し寂しい本例会となりました。例年

はメネット、ゲストをお呼びして盛り上がる例会でした。コロ

ナの時代、この状況を受け入れ、新たな時代をスタートす

る準備が大切と感じています。まだまだ終息が見えません

が、早く安寧がやって来ることを心待ちにしています。来

年のシニアY･Y･Yキャンプで創立60周年記念を祝おうと

話し合いました。                         （城井 記） 

出席者：今井、伊丹、城井、神保、鈴木、髙津、土井、 

長谷川、星野 

ゲスト：丸山もと子、石丸泰樹牧師    （敬称略） 

        神戸ポートクラブ訪問報告            

例年行われている老人ホーム・オリンピアでのクリスマ

ス会がコロナのため今年は中止です。人生の大ベテラン

方との貴重な交流の時も、コロナで無し！残念！ 

その代わりに大野勉さんの案内で、神戸の街の夜景を

丘の上から楽しませて頂きました。神戸YMCAへ戻り、神

戸ポートクラブ・クリスマス例会場へ向かいました。 

12月11日（金）18：30から、神戸YMCA三宮会館にお

いて、参加者は神戸ポート山田滋己会長含め8名、ゲスト

（入会予定者）1名、ビジターは、東京むかで今井武彦・

みどり会長ご夫妻、と神保伊和雄の3名、計12名でした。 

クリスマス例会用ディナーが個別に用意され、見た目も

味も量も豪華版、食べきれない程でした。惜しむらくは、

時節柄アルコール抜きが心残りでした。  

食後の最初のプログラムは、携帯ピアノで「星に願い

を」が演奏されました。   【演奏する山田滋己会長】 

次に丹羽和子ワイズの手造り労作で、その上、神戸ポ

ートメンバー全員、声の出演参加の影絵聖誕劇「初めて

のクリスマス」でした。こころ暖まる素敵なクリスマスプログ

ラムでした。影絵の後は、「今年一年を振り返って」を全員

の言葉で各々が思い思いに1年を振り返り、とても和やか

な時が与えられました。いつもと違う例会、非日常を強い

られている我々には、穏やかな時が与えられました。 

閉会後、いつものようにお好みやきやさんでお休み前

のひととき！ 翌日は淡路島へ、ソーシャルディスタンス、

三密を避けるための？おしゃれな昼食会でした。 

毎年の過分なおもてなしに感謝な2日間でした。 

（神保 記） 

 

            下田だより（９）             

東日本区誕生から24年が経ち、この間にリーマンショッ

ク、東日本大震災、新型コロナウイルス世界的感染と、

様々な災害が続いている昨今、今や従来の価値観では

どうにもならない社会変化が生じています。 

四半世紀を期に大改革をしなければワイズは生き残れ

ないかも知れない！という危機感の中、私が個人的に思
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うことを述べさせていただきます。 

『Change! 2020 Actionプラン』アンケートの結果と問い

に関する私の理解と考えを【 】内に纏めてみました。 

問１ 会員がワイズに求めるものは？【奉仕と友好】 

問２ 今のままだとワイズの将来はどうなるのか？【変革な

くして生き残れないと思う】 

問３ ワイズの存続【ぜひ残したいが、東日本区が基本的

に改革しなければならない。各クラブに問題を振らず、

区が模範を示さなければ残念な結果になると思う】 

問４ 将来的に期待するクラブ像【各クラブの多様化の前

に、東日本区が基本を変革する見本を示すことが重要。

その後に各クラブは各地域の条件に合った姿に自然

に動いていくと思う】 

問５ ワイズの諸活動、行事にキリスト教の儀式（聖句朗

読、祈祷、ワイズソング）が必要と思いますか？【キリス

ト教信者だけでなく、ワイズ運動の趣旨に共感して入

会した人々の考えや気持ちを尊重することが重要。宗

教度について、例えばワイズ活動では25%、YMCAで

は50%、教会では100%と捉えてみてはどうか？ 聖句

朗読や祈祷は省略することに賛成。ワイズソングはクラ

ブのシンボル＝テーマソングなので斉唱することは良

いと思うが「手を挙げ」の歌詞に合わせて右手を挙げな

くても良いと思う。（ナチスを思い起こす違和感・・の意

見を聞いたことがある） 

ワイズの良さは定款にある≪性別、人種、信仰、出身国

などを理由として会員の地位を拒まれることは無い≫に尽

きるのではないでしょうか？ キリスト教を軸に設立された

ワイズメンズクラブですが、信者以外のメンバーが過半数

以上を占める現在、新たに入会されるメンバーの多くはキ

リスト教信者ではなく、YMCAの理念に共感して社会の為

に貢献することを期待する人々です。キリスト教以外の信

仰を持つ人々、信仰を持たない人、全ての人々の尊厳を

尊重する事が重要であると思います。 

食前の感謝も「お集まりの皆さんの宗教の趣旨に合わ

せて食前の感謝をいたしましょう」ではいかがでしょうか？

私の場合は「全ての命を頂き生かされていることに感謝い

たします、頂きます」です。（次号に続く 1月2日） 

                                    （櫻井 記） 
                     

野澤さんの近況報告 

家に居て、気を使っていたのに布団につまずき肋骨を

骨折して痛みに耐えていたら、突然わき腹にブツブツが

出て痛いと思って病院行ったら帯状疱疹と診断され、トリ

プルの病と闘うことになりました。（電話でのインタビュー） 

しかし、最近全く連絡が取れなくなり、近況はつかめて

いません。電話に出られないほどなのか心配です。1月

本例会には Zoomでの参加を呼びかけます。 

                                  （城井 記） 

 

            会  長  通  信                 

新年おめでとうございます。 

今年こそは何か良いことがありますように！ と祈りたい

心境で新年を迎えました。 

コロナウイルス感染拡大により、日本のみならず、世界

中が物理的にも、社会的にも、経済的にも分断化状態に

あります。 

昨年は、コロナ感染拡大のため、私たち「むかでクラ

ブ」の活動も、YMCAの活動も制限されてきました。 

そのような状況のもとで、世間一般のみならず、私たち

のこころの中でも、どこか孤立感、居心地の悪さが広がっ

ていないでしょうか？ 

しかし、新約聖書の「ローマ信徒への手紙」に 

「わたしたちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐

は練達を、練達は希望を生むということを。・・・」（5-3.4）と

あります。今は、まさに「苦難と忍耐」のときです。このとき

こそ、一筋の糸を切るのではなく、糸を紡ぎ続けることが

大切だと思います。 

糸を紡ぎ続けるには、一人ではできません。できる人が、

出来るときに交代して紡ぎ続けるのです。その過程で、希

望が湧いてきます。 

今まではこうしていたが、新しい方法・新しいことをやっ

てみようとか、試みたりして、新たな希望に向かって進み

ます。 

私たちの東京むかでクラブは、今年5月にチャーター

60周年を迎えます。この「むかでの灯」を、どのようにする

かメンバー一人ひとりが考えて、みんなで希望をもって進

みましょう。                             （今井 記） 

＜１月の予定 ＞  

5日（火） 東京多摩みなみ・1月本例会（Zoom）  

5日（火） 東京むかで・ブリテン印刷会 （16：00～） 

9日（土） 在京クラブ会長会（Zoom） 

（14：00～16：30） 

12日（火） 東京・1月本例会（Zoom） 

14日（木） 東京センテニアル・1月本例会 

15日（金） 東京世田谷・1月本例会 

19日（火） 東京むかで・1月本例会（18：00～20：00） 

（Zoom） 

20日（水） 東京町田スマイリング・1月本例会（Zoom） 

23日（土） 東京町田コスモス・1月本例会 

26日（火） 東京むかで・第二例会（18：00～）（Zoom） 
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＜２月以降の予定 ＞ 

2日（火） 東京むかで・ブリテン印刷会 （16：00～） 

16日（火） 東京むかで・2月本例会（18：00～20：00） 

24日（水） 東京むかで・第二例会（18：00～）（Zoom） 

 

          東京ＹＭＣＡニュース              

◆冬スキーキャンプの中止とYMCA運営状況について 

都内のみならず国内全域で感染拡大に歯止めが利か

ない状況下、夏キャンプに続き冬季スキーキャンプも中止

することにしました。 

11 月までの決算では対前年 2 憶 4 千万円の減収とな

っており、このマイナスは年度末に向けてさらに膨らむ見

通しです。年明け以降、プールや語学クラス、学校の授業

などが通常運営できるかどうかによっても、今年度の決算

が大きく影響を受けます。 

様々な助成金や補助金の活用はもちろん、感染防止

策を最大限講じた上での事業運営、不要不急の支出の

削減に取り組んでいます。保育園や学童クラブなど、子ど

もたちの日常生活を支えるスタッフたちは、これまで以上

に感染防止に細心の注意と労力を注ぎながら、献身的に

その働きを担ってくれています。一人ひとりに感謝しつつ、

この状況を乗り切っていきたいと思います。引き続き応援

よろしくお願いいたします。 

◆AMAZONみんなで応援プログラムにご協力を！ 

AMAZON と YMCAのコラボが始まりました。 

AMAZONのサイトに YMCAの活動で必要な品物がリス

トアップされ、皆さんがそれをサイトで購入していただくと

品物が YMCAに届くという仕組みです。AMAZONで買

い物をされる方は、いつも同様に品物をカートに入れ、ク

レジット等で決済する、これだけで品物をプレゼントできる

仕組みです。 

東京 YMCAの HPからこのサイトに入れます。現在掲

載されている品物は、東陽町で行っている「下町こどもダ

イニング」や外国籍の子どもたちの日本語支援プログラム

「にじいろ」で必要なものです。ぜひ子どもたちの活動の

ために、品物をプレゼントしていただけませんか？ ご協力

よろしくお願いいたします。               （星野 記） 

 

       12 月 第 二 例 会 報 告              

12月22日（火）午後6時から、東京むかでクラブとしては

初めてのZoomによる第二例会。思ったより多くの方に参

加いただきました。下田より櫻井浩行ワイズが久しぶりに

参加いただき、近況をお聞きし、元気な様子にホッとしまし

た。ブリテン原稿まとめは城井廣邦が担当。 

12月クリスマス例会（城井）、神戸ポート訪問記（神保）、

下田だより（櫻井）、野澤さんの近況（城井が聞いた話をま

とめ）。自由献金、東京YMCAに献金、休会中の新藤真

知さんの除籍が決まりました。 

次期会長に土井宏二ワイズを城井が推薦。 

次期役員決定。 

会  長  土井 宏二  

副会長  神保伊和雄、森本  晴生 

書  記  鈴木  健彦 

副書記  城井  廣邦  

会  計  髙津  達夫  

ワイズメンズクラブ国際協会の役員選挙について意見

交換、2021年5月シニアY･Y･Yキャンプの際、例会の一

部で東京むかで創立60周年を祝うとの提案が出ています。

5月予定ですが、コロナで10月になることも考慮。 

土井次期会長の「楽しいむかでにしましょう」皆で応援

しましょう。そして会員が増えたらいいですネ。（城井 記） 

出席者：今井、伊丹、櫻井、城井、神保、髙津、土井、 

長谷川、星野     

 

          12 月 会 計 報 告 他              

１．月間収入・支出合計   期間12/1～12/31  

口座名 月間収入額 月間支出額 

経常部 38,000円 19,954円 

活動基金部 13,000円 65,000円 

経常収入項目ː 会費(後期)、例会食費 

経常支出項目ː 弁当代、通信切手、食材 

活動基金収入項目ː 礼拝献金 

活動基金支出項目ː 謝礼(2人)、子供食堂、封筒 

         国際協力募金、DBC補助 

（髙津 記） 

２．リングプル 12月 預かり    

今年はコロナに負けました。12月も 0㎏、残念です。で

も車椅子の贈呈式が中野区の【しんやまの家】で行えた

のは幸いでした。2021 年、東京むかでの心意気を示し

ましょう！                       （神保 記） 

 

             編  集  後  記                   

コロナ、コロナの一年でした。想像以上に私たちの生

活はダメージを受けたように思います。しかし、考え方を

変えてみればZoomによるオンライン会議が出来るように

なり、幅広い仲間の例会への参加に繋がったり、Zoomな

らではの良いこともあるのではと思いました。下田から櫻

井ワイズに参加いただけました。神戸、石巻からも参加い

ただけるのもズームのおかげだと思います。 

コロナのマイナスだけを見るのではなく、良いところを

発見することが大切なことと思い知らされました。何ごとも

多視点で見ることは大切なことではないでしょうか。ホリス

ティックで見て考える。                   （城井 記） 


