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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 

 

光が闇よりも益があるように、 

知恵は愚かさよりも益がある。（コヘレト2-13） 
 
Then I saw that wisdom excels folly 

      as light excels darkness.  （Kohelet 2-13） 

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  土井 宏二 

副 会 長  森本 晴生 

直前会長 今井 武彦 

━━━━━━━━━━ 

━━━━━━━━━━━ 

書    記  鈴木  健彦 

会    計  髙津  達夫 

担当主事   山梨  雄一 

━━━━━━━━━━━ 

 
８月 Zoom 本 例 会 

日 時 2021年 8月 17日 (火)  18：00～19：30 

場 所  URLは17日までに城井君から通知 

２０２１年７月 ～ ２０２２年６月 

国際会長主題     「世界とともにワイズメン」 

アジア会長主題  「１００年を超えて変革しよう」 

東日本区理事主題 「私たちは次の世代のために何ができるか？」 

東新部部長主題   「何が問題か、どうしたら良いか、道は一つではない」                    

第25回東新部部大会に出席しよう！！ 

日時：9月11日（土） 13：30 開会 

場所：Ｚｏｏｍオンラインによる開催 

８月 LT／IBCについて 

 LT は Leadership Training の意味。当クラブのLT

は、年度の境目に独自の｢下田会議｣を開催し、会長

以下各スタッフが新年度の任務遂行に備えます。 

IBC は International Brother Clubs の意味。 

国際兄弟クラブ。外国のクラブと兄弟クラブの締結、 

交流をすることです。                 （髙津 記） 

 

HAPPY BIRTHDAY 

1日 髙津 達夫     23日 土井 宏二 

27日 長谷川正雄・和子 29日 福島 咲野 

結婚記念日おめでとう 

         該当者なし 

  ２０２１ 年 ７ 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  31,000 円 

正 会 員 13 名 出席(メネット) 0 
0 
名 森本晴生 7/27 第二例会 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) 0 名      

出席（正会員） 12 名 出席(ビジター) 10 名        1名 
）名 
 

リングプル  累 計 0 kg 

出席(功労会員) 1 名 例会出席総数 23 名 7月出席率 100 ％ むかで基金   今月分 31,000 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８月本例会（714回） 

（ 強調月間：ＬＴ／ＩＢＣ ） 

８月 Zoom本例会プログラム  
 

司 会 神保伊和雄 

開会点鐘                会 長  土井 宏二 

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 

卓 話「東京YMCAの現況について」 

     東京YMCA社会体育･保育専門学校主事 

山梨 雄一 

強調月間アッピール          髙津 達夫  

ハッピーバースデー・結婚記念日   司  会 

スマイル            鈴木 健彦 

諸 報 告                          

閉会挨拶            副会長 森本 晴生 

閉会点鐘          会 長  土井 宏二 
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         ７ 月 Ｚｏｏｍ 本 例 会 報 告          

2021-2022年度のキックオフ例会が、7月20日（火）18：

00より、Zoom本例会として開催されました。司会は伊丹一

之君。定刻に土井宏二会長の点鐘、続いてワイズソングを

斉唱しました。 

今月の聖句・祈りは、森本晴生君欠席で今井武彦交代。 

1． 会長交代式・入会式の司式は、長谷川正雄監事。 

新旧会長引継ぎ式で、土井会長が正式に誕生。続い

て、再入会・伊阪哲雄君の入会式、石巻広域クラブからの

転入会・福島和州太郎君の入会式が行われた。 

【手を挙げて入会を宣言する伊阪君（左）と福島君（右）】 

2． 公式訪問の松香光夫東新部部長から、今年度方針説

明があった。部長主題：「何が問題か、どうしたら良いか、

道は一つではない。」～スローガン：「東新部のエクステン

ションとSDGｓ」 

「7つのクラブを統括するよりも、各クラブの自主性を尊

重したい。各クラブがSDGsを考えてもらいたい。」との方

針が示された。    【公式訪問でスピーチする松香部長】 

3． 土井会長からは、会長主題として「活動するも しない

も又どのように活動するのも自分次第」が示された。 

さらに、具体的施策として、①野尻学荘支援、②シニア

Y･Y･Y キャンプの実施、③野尻ファミリーキャンプ中止

に代わる新年会等実施、④思い出のランドセルプロジェク

ト推進、⑤トライアングルDBCとの交流、⑥在京新年会幹

事クラブとして対応。以上の説明があった。   【写真下】 

4． DBCの神戸ポートクラブからは小田浩氏、大野勉氏、

山田滋己氏。同じく、DBC石巻広域クラブからは清水

弘一氏が出席、トライアングルDBCへの感謝、対面で

の会合ができる時を希望しているとのメッセージがあっ

た。 

5． 東新部の出席役員の一言スピーチ： 

権藤徳彦書記は、新しいクラブを作りたい。 

石田孝次会計は、コロナ禍でも、Zoomを利用して活動

範囲を拡大し、ワイズの活動を活性化できる。 

太田勝人部大会実行委員長は、9月の部大会参加アピ

ール。またエクステンションン委員長として、コロナ禍、

新クラブ設立苦戦中。 

村野繁会員増強事業主査は、SDGsを通じて会員増強

を！ 

城井廣邦地域奉仕事業主査は、思い出のランドセルギ

フトの構想案が示された。 

最後に、強調月間アピールを伊丹一之君。ハッピーバ

ースデー・結婚記念対象者はなし。スマイルは、髙津達

夫クラブ会計より、年会費にスマイル分を上乗せしての送

金依頼がありました。 

閉会挨拶は野澤寛枝さん、閉会点鐘は土井会長で、

予定より30分超過し、20：00に終了しました。（今井 記） 

出席者 

メンバー：土井、伊丹、今井、櫻井、城井、神保、鈴木、 

髙津、野澤、長谷川、山梨、伊阪、福島 

ビジター：東新部⇒松香光夫・権藤徳彦（東京町田コスモ

ス）、石田孝次（東京多摩みなみ）、太田勝人

（東京町田スマイリング）、村野繁（東京世田谷）、

佐藤茂美（東京） 

DBC⇒小田浩・大野勉・山田滋己（神戸ポー

ト）、清水弘一（石巻広域）      （敬称略） 

 

        東新部 評議会 参加報告           

今年度東新部第1回評議会が7月24日（土）13時～16

時30分、Zoomオンライン会議が行われた。多少の混乱

があった。近日発行予定の議事録を参照願いたいと思い

ます。 

5年ぶりに評議会に参加したのですが、世の中はかなり

のスピードで変化しているのに、コロナ禍のためZoomで

の参加に変わっただけで、評議する議案等全く変わって

いないのに驚きました。一般的に評議会とは提案や議案

について評議する機関で、会議と違って決定する機関で

はないと言われています。名称どうのこうとの建前論とは

別にして、建前論だけで進行されていて、評議する場は

殆んどなかったです。80数名の東新部で30名余の評議

員規模、議決権行使の議案内容、クラブ３役出席の意義、

時間配分等、私個人としては不満の残る評議会でありま
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した。土曜日の午後、3時間30分かける内容であったかと思

われます。 

東京むかでクラブから、城井廣邦君が事業主査として各

クラブ訪問し、「新しいことにクラブ枠を超えて挑戦し、情報、

ニュースを共有し、クラブの活性化をはかりたい。」という力

強い行動指針が示されました。「思い出のランドセル」につ

いては、むかでクラブとして、まだ組織・運営方法、ロードマ

ップは現在討議中であることを報告しました。  （土井 記） 

出席者：土井、城井、鈴木、髙津 

 

              会  長  通  信                

7月12日からの緊急事態宣言が、8月22日に解除される

ことを願っています。「きじゅ」平仮名で書くと同じですが、

今年は私が「喜寿」77歳、母が「紀寿」100歳になりました。

紀は1世紀100年の意味だそうです。 

今はコロナ禍で面会が制限されていますが、会うと私は

70年前の子供に戻り、母は若い時のママに戻ります。あっ

という間の77年、あと何年一緒に過ごせるか、いつまでたっ

てもお母さんはお母さんです。 

最近1週間で麗子の友人の伴侶が亡くなった知らせが3

件ありました。2人は80歳、もう1人は来年80歳でした。男性

は80歳が節目なのでしょうか？ コロナ禍収まったら、麗子

の写真と一緒にお悔やみに行こうと考えています。 

私はクリスチャンではないので、お盆の時期になると阿弥

陀浄土に先に旅立ったご先祖様、友人、知人を思い出し、

静かに「南無阿弥陀仏」合掌し、過ごしています。 

皆様の賛同が得られるならば、野尻ファミリーキャンプが

中止になったため、下期の内に下田でのファミリーキャンプ

の計画を早急にスタートさせたいと考えています。 

                                 （土井 記） 

＜８月の予定 ＞ 

3日（火） 東京むかで・ブリテン印刷会（16：00～） 

3日（火） 東京多摩みなみ・8月本例会 

9日（月） 東京町田コスモス・8月本例会 

10日（火） 東京・8月本例会 

12日（木） 東京センテニアル・8月本例会 

14日（土） アジア太平洋地域大会（台湾 Zoom） 

17日（火） 東京むかで・8月Zoom本例会（18：00～）  

18日（水） 東京町田スマイリング・8月本例会 

20日（金） 東京世田谷・8月本例会 

24日（火） 東京むかで・第二例会（18：00～Zoom） 

28日（土） 東日本区臨時代議員会 Zoom 

＜９月以降の予定 ＞ 

7日（火） 東京むかで・ブリテン印刷会（16：00～） 

21日（火） 東京むかで・9月本例会（18：00～20：00） 

28日（火） 東京むかで・第二例会（18：00～Zoom） 

 

野尻ファミリーキャンプ中止・   

シニアキャンプ延期 の報告       
 

１． むかで野尻ファミリーキャンプの中止 

コロナ禍急拡大下、東京MCAのサマーキャンプ中止

に伴い、野尻学荘も中止となりました。従って、8月開催

予定であった「むかで野尻ファミリーキャンプ」も中止を

いたします。来夏の再開を祈り、楽しみにしております。 

２． シニア Y･Y･Y キャンプの中止 

東京むかでクラブが、皆様のご支援のもとに続けてき

た「シニア Y･Y･Y キャンプ」を、昨年、コロナ感染の拡

大を受け中止しましたが、今年も5月開催を断念し、本

年10月開催を目指しました。しかし、現コロナ感染拡大

状況を鑑み、残念ながら中止せざる得なくなりました。現

在は、来年5月に開催したいと思っております。 

                                  （鈴木 記） 

 

     元むかでメンバー吉田司君を悼む          

先日、元会員の吉田紘子さん

から電話を受け、ご主人の元会員

の吉田司君（2020年6月退会）の

訃報を知った。約1か月前に司君

本人からも電話があり、「肺に問

題があって息苦しい、話もできな

いくらい苦しい」と聴いていた。私

も透析中であり、コロナ禍でご自

宅に見舞いに行けなかったことが、今思うと誠に残念であ

る。やはり伊豆下田から東京は遠い！ 

彼との出会いは、私が東新部部長の時、吉田紘子さん

（東京江東メネット）が区のメネット委員長の役で、東日本

区委員会でご一緒したのが縁で、「むかで」に会員として

入られ、司君は数年後に彼女がクラブ会長時に「東京グリ

ーン」より転入会され、以後ご夫妻でむかでのために活動

されてきた。 

特に、窪田トキ会員の送迎を担い、私も例会のあとに4

人でチョット一杯を楽しんだ。運転手の司君はもちろんノ

ンアルコール。 

2004年6月の西日本区大会（加賀百万石）には、吉田

夫妻と3人で能登半島をぐるりとまわり、大会へ参加、楽し

い旅を満喫したことが思い出される。車のメカに詳しく、自

分で整備をして運転技術もうまい司君は、父親の木工職

人の跡を継ぎ、建築素材の製造で平成天皇の吹上御殿

の納品にかかわり、内装に使用されているそうだ。彼の肺

の病は、木工業の影響で、ある種の職業病であると聞い

たことがある。まだまだ若い司君の逝去は本当に残念。

心からのご冥福をお祈りする。         （櫻井 記）    



 4 

         下  田 便 り (13)           
 
【 伝統は変えて繋ぐ 】 

先日テレビで、江戸時代末期に創業した老舗の和菓子

屋の四代目ご主人の話に感心しました。 

『老舗の味は時代の流れに合わせて味を変えて繋ぐ。和

菓子の小豆は昔の小豆ではなく、品質改良された小豆。燃

料も薪やかまどからガスや電気に代わり、時代や文明に合

わせて変化していく。甘いものが貴重で少ない時代から，

何処を見ても甘いものが溢れている昨今の消費者の舌の

味も変化している。伝統の味はあくまで基本は変えずに時

代のニーズに合わせて変化した味にしていく努力が大

事。』 

日本のワイズも100年間の変化の中で、初期・中期・現代

と世の中の変化に適合する運営で来ましたが、近年の時代

の変化に対しては“置いてきぼり”の感があるように思いま

す。 

思い切って改革をして変化しよう、明日のために！ 

転会されてきた久し振りの若い会員、福島和州太郎君や

未来のワイズのためにも！               （櫻井 記） 

 

           ７月 第二例会 報告             

第二例会は7月27日（火）18：00から、東京で3,000人を

超えるコロナ感染が広がる中、Zoom例会で開かれた。 

以下が協議事項  【写真＝第二例会のスクリーンショット】 

1． ８月号ブリテン各記事の担当者決定と記事内容確認。 

2． ８月の本例会を Zoom 開催とすること。卓話者は、山

梨雄一担当主事とした。 

3． 「思い出のランドセルギフト」をどのように実行していく

かで議論白熱。幾つかの提案の中で、むかでクラブの

中で実行委員会を作り、検討していくことになった。 

実行委員は土井、城井、福島、神保、鈴木の各君を選

任した。 

4． 加藤義孝東新部直前部長からの次々期（2023-2024

年度）東新部長候補推薦の要請を受け、協議の結果、

城井君を候補とすることで一致した。その旨、加藤氏に

連絡済み。 

5． なお、城井君が部長就任の折は、クラブとして書記に

伊丹君、会計に福島君を内定した。        （鈴木 記） 

出席者：土井、伊阪、伊丹、今井、櫻井、城井、神保、 

鈴木、髙津、長谷川、福島、森本 

 

           東京ＹＭＣＡニュース              

1． 「ウォーターセーフティーキャンペーン」（水上安全教

育）の一環として、6月27日、山手コミュニティーセンタ

ーで幼児・小学生の親子を対象に着衣泳体験会を実施

し、計39人が参加した。 

また子ども向けの「YMCAウォーターセーフティーハ

ンドブック」を小学校等を通じて地域に無料配布した他、

東京YMCAホームページ上にも掲載した。ウエルネス

東陽町でも同様の取り組みを行っている。 

2． 6月28日～7月3日に「第24回会員芸術祭」が開催さ

れ、会員、留学生、メンバー他、関係者40人から51作

品の出展があった。 

昨年は新型コロナウイルス感染防止のためホームペ

ージ上の開催としたが、今年は東陽町センターを会場

に実施した（例年のオープニングイベント等は３密回避

のため中止）。会員有志による芸術祭実行委員会が 

運営全般を担った。 

3． 7月12日から緊急事態宣言が出されたことを受け、予

定していた宿泊を伴う夏キャンプ（10プログラム）は中止

することとした。代替プログラムとして、都内の施設を利

用した日帰りプログラムを実施する予定です。 

（山梨 記） 

 

          ７ 月 会 計 報 告・他              

１．月間収入・支出合計   期間 7/1～7/31  

口座名 月間収入額 月間支出額 

経常部 250,000円 1,680円 

活動基金部 31.000円 0円 

経常収入項目：会費5名 

経常支出項目：通信切手 

活動基金収入項目：Zoomスマイル4名 

活動基金支出項目：なし       （髙津 記） 

２．リングプル 7月預かりなし          （神保 記） 
 

             編  集  後  記                 

8月2日より8月31日まで、コロナ感染対策として、首都

圏4都県に緊急事態宣言が発出されました。片方で、東

京オリンピック大会が開催されています。そしてパラリンピ

ックも開催が予定されております。 

大変難しい二律背反状況の中にある私たちです。どう

動くべきか、慎重に考えてみましょう。 

それから8月は、76年前の先の大戦の終戦を忘れては

ならないでしょう。心に刻むことの多い今年の夏です。 

                            （今井 記） 


