THE

THE SERVICE CLUB OF YMCA

Y’S MEN’S CLUB

Aff iliated with the
International Association of
Y's Men's Clubs,
Char tered, 1959

OF
TOKYO-KOTO

Koto YMCA 3-15 Ishijima Koto-ku Tokyo Japan. Phone (03) 3645-7171.FAX.(03) 3645-8454

Wichian Boonmapajorn(タイ)
国際会長 IP
Edward K.W. Ong（シンガポール）
アジア地域会長 AP
渡辺 隆 （甲府クラブ）
東日本区理事 RD
鈴木 雅博（東京江東クラブ）
関東東部部長 DG
宇田川 敬司 江東クラブ会長

２０１５～２０１６年度

主 題：“Mission with Faith”「信念のあるミッション」
スローガン“Count Your Blessing”「恵みを数えよう」
主 題：“Through Love, Serve”「愛をもって奉仕をしよう」
スローガン: Let it Begin with Me”「まず自分から始めよう」
主 題：「原点に立って、未来へステップ」
“Stand at the origin and take a step for the future”
主 題：「チェンジ」
“Change !!”
主 題：「メンバー全員が主役！」

東京江東ワイズメンズクラブ１１月報

11 月本例会（担当:A 委員会）

生 き た ワ イ ズ 理 解 を

とき ：2015 年 10 月 15 日(木) 19:00～20:30
ところ：江東 YMCA301・302 号室
会 費 ：通常会費
受 付
会計 市崎 俊一君
司 会
石井 秀夫君
開会点鐘
会長 宇田川敬司君
会長挨拶・ゲスト紹介
会長 宇田川敬司君
ワイズソング
全員
ワイズの信条
市崎 俊一君
食前の感謝
草分 俊一君
食事
ゲストスピーチ
「江東区の江戸～平成」
講師 久染 健夫氏
（著書 「大江戸風俗往来」他 実業の日本社
テレビ 歴史探訪「ぶらタモリ」他）
誕生日・結婚記念日
スマイル・各種報告
閉会点鐘
会長 宇田川敬司君
※ハッピーバースティ

メ ン 12 日 佐藤明生君、13 日 藤井寛敏君、22 日 安藤正武君
メネット 21 日 中野寿実さん、コメット 14 日 本間 里緒さん

※結婚記念日

2 日 中野英一郎・寿実夫妻、 6 日 鈴木雅博・けい子夫妻
13 日 小松重雄・敦子夫妻、 22 日 柳澤廣繁・フキ子夫妻

今月の聖句
『王は言った。
「だが、わたしには四人の者が火の中を自由
に歩いているのが見える。そして何の害も受けていない。
それに四人目の者は神の子のような姿をしている。」』
ダニエル書 3 章 25 節

強調月：ワイズ理解
10 月在籍
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2015-2016 東日本区書記
広報・伝達(PR)専任委員/ヒストリアン
仙洞田安宏(甲府クラブ)
11 月は「ワイズ理解」の強
調月です。これは日本で最初の
ワイズメンズクラブである大
阪クラブが、1928 年 11 月 10
日に国際協会に加盟したこと
から、これを記念して 11 月 10
日を「ワイズデー」としている
ことによります。つまり、この
日は日本におけるワイズダム
の原点ということになります。
一般的に、◯◯を理解すると
いうことは、◯◯(対象)について良く知ること、しかも好
奇心を持って知ろうとすることでしょう。◯◯を、例えば
“好きな人”と当てはめると分かり易いと思います。
それでは、ワイズを理解するとはどういうことでしょう
か 。 一 般 的 に は 、「 HANDBOOK&MEMBERSHIP
ROSTER」(通称ロースター)の色紙のページ(ハンドブッ
ク)部分に網羅してある、定款、諸規則、用語、組織と言っ
た基本的な事柄を読めば、おおかた理解することができる
と思います。
しかし、これだけでは生きたワイズ理解にはなりません。
一番の「ワイズ理解」は、ワイズの活動に好奇心を持って
積極的に参加する事。そして、クラブ内外の先輩ワイズと
の交わりの中から、ワイズのエッセンスを肌で感じとるこ
とだと思います。幸い江東クラブは、そういう環境が整っ
ており、ワイズ理解には恵まれていると思いますので、今
後ますます発展されることを期待しています。
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▼ 出席第一・B.F.に協力・奉仕・時間厳守・親睦▼
“TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT”

クラブ役員

宇田川 敬司
相川 達男
藤井 寛敏
市崎 俊一
菅原 創
中野 英一郎
草分 俊一

関 東 東 部 部 会 報 告

１ ０ 月 本 例 会 報 告
島田

徹

関東東部部会実行委員長

本間

剛

10 月 3 日(土)清澄庭園内の大正記念館にて、関東東部部

ユースボランティアリーダーズフォーラムの参加報告を
近野さん（じゃん）と柳さん（らんぷ）の江東リーダーか

会を開催致しました。清秋の風情を堪能頂く予定でしたが、

ら受けました。今まではこのような報告会は、何枚ものフ

好天も好天、汗ばむ陽気に、我々司会人も負けじとどんど

ォトを説明する形式が多かったと思います。ところが今回

んヒートアップ！？盛会のうちに終えることが出来ました。

の報告会では、まるで何かプレゼンを見ているようなパワ

当初 100 名参加を目標に掲げていましたが、残念ながら

ポによる起承転結？時代は確実に変わってきているのだと

目標には達しませんでしたが、90 名の会員のご登録を頂き、

思われました。最初リーダーになる時、特に何かを目指し

東日本区の役員の方々、他部より遠路ご参加頂いた方々、

てとか確固たるものはなかったと思います。それが不安と

関東東部の方々、ホストの、江東クラブ、メネット、江東

いうスタートから確信（表現は違うかも）に変わってきた

YMCA のスタッフの方々、それぞれに感謝、感謝です。

内面の変化がとても新鮮に思えました。

ご講演頂いた京都パレスの岡本ワイズのおっしゃる通り、

これから就活や就職してからのグループのセッションで

今後のワイズを鑑み、出来ることを今日から、必ず死ぬ(必

数限りなくこういった活動が待っています。その時には場

死)覚悟で、様々な取り組みに臨まなければと心洗われまし

数や経験は大変役に立ちます。例会に参加してくれた他の

た。やらなければ、何も進まない。その通りです。。。
関東東部では既に 9 名会員増員しておりますが、掲げて

リーダー達にも機会があれば参加してほしいと思いました。
ただしワイズのメンバーの出席がさびしかったのは大変

いる“チェンジ”に見合う活動をと、部会の第一部にて、

な反省点。出席第一ですよ。手帳にワイズ例会とチェック

鈴木関東東部部長は 30 名の増員の上方修正の目標を早速

をし、他の予定はいれないようにしましょう。

に掲げておられました。

出席者：相川、安斎、市崎、宇田川、香取、草分、小松、酒向、
島田、菅原、鈴木、藤井、本間

第二部の紅葉に彩づき始めた園内の散策を経て、服部真
湖さんの格式高い日本舞踊を艶やかに披露頂き、顔も紅
葉！？のまいどの司会にて、滞りなく閉会へと。
毎度の二次会も盛り上がり、岡本ワイズの今日出来るこ
とを今日から、よろしく、今日できることを叫？狂？脅？？
と、それぞれにやっておりました。
参加者：メン：宇田川、相川、安齋、安藤、石井、市崎、香取、
菊池、草分、小松、酒向、島田、菅原、鈴木、駿河、寺尾、中野、
藤井、本間、柳沢、メネット：石井、香取、菅原、鈴木、藤井

インドワイズマンの個展
藤井

寛敏

昨年の 11 月の例会にゲストとしていらっしゃったインド
ハイデラバードワイズメンズクラブのラマカンスさんが銀
座のみゆき画廊で個展を開きましたので初日の 10 月 12 日、
お祝いに駆けつけました。奥さんのアナンダさんもご一緒
でした。30 インチ×30 インチの大作約 20 数点ほどの展示
ですがどうも書かれているテーマの日本語が理解できない
（利根川恵子さんもそうおっしゃっておりました）上に作
品の意図するところも私にはよくわかりませんでした。な
んでも前衛画家も最初は写実的なところから入り、それで
は物足りなくなって我々に訳が分からない絵になって行く
とは浅見さん（グリーンクラブ）の弁でしたがラマカンス
さんの作品もそれの 1 歩手前くらいなのでしょうか。でも
旧交を温め、来年の台湾での国際大会の PR DVD を親友の
クマさんに託しました。
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食、ポップコーンは 238 食＋270 食売ることができました。

新

入

会

挨

拶

参加いただいた皆さん本当にお疲れ様でした。また当初

駿河

の予定になかった方の参加もあり、これはうれしい誤算で

幸子

した。また YMCA 幼稚園の保護者の手伝いにも助けられ

この度江東ワイズのお仲間に入

ました。お手伝いがなかったらと思うとぞっとします。課

れて頂いた駿河です。

題の多い区民祭りでした。

私が江東幼稚園でお仕事をさせ

参加者：メン：相川、市崎、石井、宇田川、香取、草分、小松、
酒向、島田、駿河、中野、藤井、本間、山崎、柳沢、メネット：
石井、菅原、島田、コメット多数、ゲスト：堀江、ポール、工藤、
佐竹、YMCA 幼稚園保護者）

て頂いて早十数年、子ども達、保
護者の方々と共に過ごす中、江東
センタ－と幼稚園には絶えずお支
えくださるワイズの方々の存在が
ありました。
最初は江東センタ－や幼稚園で何か大きなイベントを行
うとき、陰ながら主になってそのイベントを支えてくださ
っているワイズの方々、そしてその働きを更に支えておら
れるメネットの方々に感謝しつつも年齢層も厚く、お仕事
もそれぞれの集まりに少し戸惑いを覚えていました。でも
前園長の堀江氏より、
「ワイズとはＹＭＣＡの想いを理解し、
奉仕の心でＹＭＣＡを支える団体です。ワイズ無くしてＹ

YMCA 会員ソフトボール大会とわたし・・

ＭＣＡは存在出来ないくらいＹＭＣＡとの関係は深いので
す」とのお話を伺い、ＹＭＣＡの一員としてそのことをし

中野

っかりと捉え私自身も出来ることをと思いながらご一緒に

英一郎

思い出してみればワイズとの出会いはこの YMCA のソ

活動させて頂いておりました。そしていつの間にか、ワイ

フトボール大会でした。とにかく野球が好きだったため、

ズの方々・メネットの方々のお支え下さる働きの素晴らし

ソフトボールに飛びつき、様々な活動にも参加しワイズに

さだけでなく、どんなことにも楽しんで行っておられる姿

も興味を持ちました。そんな私の YMCA のソフトボール

にとっても魅力を感じる様になりました。

大会への願いは、YMCA に関わる人は誰でも気軽に参加し、

今回、お声をかけて頂き入会させて頂くことになりまし

楽しめる場にすることです。

たが、ワイズの一員としてどんな働きが出来るのか、今は

今回、江東 YMCA からは幼稚園の在園・卒園の父兄で

紅一点ということにも不安はありますが、楽しい江東ワイ

１チーム江東ゴールデンベアーズ、リーダーで１チーム江

ズの方々と出来るご奉仕に喜んで参加したいと願っていま

東ベアーズと２チームが参加しました。

す。宜しくお願い申し上げます。

結果はというと在園・卒園父兄チームが、なんと準優勝

区

民

祭

を果たしました。しかも今回在園時のお兄さんで本人も卒

り

園児であるトムリンソン航 太くんが MVP をとりました。

酒向

本来、MVP は優勝チームから出すのが基本となっていま

裕司

すが、今回、航太くんは小学５年生ながら、リーグ戦とト

今年の区民祭りは人数的に厳しいものがありました。

ーナメント決勝進出まで全試合ピッチャーとして登板しま

当初場所取りも難しい状況でしたが、会長のやる気と香

した。大人でもヘトヘトになる試合数で、大人相手に準優

取さんのおかげで例年通りの場所で開催することができま

勝投手として讃えられたわけです。

した。にも拘らずメンの参加人数が少ないのは？？？

これこそが YMCA の良いところではないでしょうか？

前日の幼稚園での仕込みに引き続き、初日は早朝から小

もっともっと在園・卒園の父兄が参加し、３チーム、４チ

雨の中、少人数で設営を始めました。私はトラックの荷卸

ームと出せる日を夢見ています。

しが終わった段階で参加しましたが、すでに活動していた

参加者：鈴木、中野、草分

のは 4 名程度。準備の途中でかなり雨が降って来て、今日
の売り上げが気になるところです。10 時前から焼きそば、
ポップコーンを作り始めました。雨のせいか区民祭りの来
場者もぽつぽつと。焼きそばのストックも増えて、調整し
ながらでしたが何とか予定を売り切り、初日は 4 時頃には
片付けと仕込みの準備となりました。2 日目は、天候に恵
まれて来場者は増えそう。しかし何とか人数不足の中、予
定を売り切りました。焼きそばは初日 851 食、2 日目 1,149
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・２４日（土）
私のこだわり（１８）

グランチヤしののめ秋祭り

今回は参加を見合わせる
・３日（土）関東東部部会について

香取

良和

１３：００

７５年の人生を

集合。服装は区大会のポロシャツとジャン

パー。案内誘導

安斎

山崎

菊池

中野

菅原、受付

振り返り、何かに

島田

拘って生きてきた

１３：３０

ろうかいろいろ拘

バナーは部のものだけ掲示する。部長あいさつの中で、

ってきたものがあ

台風１８号常総市水害被害の募金を募る。プログラムを

ればきっと、もう

確認。

少し深みのある人

石井

酒向

小松

メネット

受付開始、１４：００

部会開始

・今後の予定を確認した。

間になっていただ

１１月

５日（木）

第一例会

ろう。何かに拘れる年齢は、成人になってからだろうと思

１１月

７日（土）

東日本区役員会

うが、心に余裕がなかったと思う。恥ずかしながら唯一続

１１月

８日（日）

バザー

いているのが、「

１１月１４日（土）

関東東部評議会

３５才の時旅先で出会って以来４０年間、五角形の箸を

１１月１５日（日）

ワイズガーデン

使用している。塗りではないムクである。堅さと重さも適

１１月１９日（木）

例会

度のもの、生の米粒でも簡単につまめる。旅先や、デパー

１１月２２日（日）

伊東クラブ４０周年記念例会

トや箸専門店でも良いのがあると買ってしまう。多分「か

１２月

やの木」？かな、3,000 円～8,000 円位。昭和１５年生ま

１２月１２日（土）

箸

」に対する拘りであろう。

５日

バザー前日準備

大人のクリスマス
クリスマス例会

れ、１６年太平洋戦争、２０年終戦、２１年小学校入学、
勿論給食などない、６年生までは、うどんの玉もコッペパ

ＹＭＣＡニュース（１１月号）

ンも米穀通帳で配給の時代、そんな時代を過してきたせい

京
草分

か「食」に対する関心はある方だと思うがＡ級グルメでは

俊一

１０月１２日（体育の日）、第３２回会員ソフトボール大

ない。そして箸置きも五角形である。

会が出版健康保険組合大宮運動場にて開催されました。昨

新鮮な刺身や、上品な出汁のうす味の料理には、五角箸

年は雨天中止となり、２年ぶりの開催となりましたが今大

はよく似合う。

会には、過去最多１８チームからエントリーがあり、初参
加の埼玉ＹＭＣＡ、芝浦交流プラザ、キャナルコート保育

１０月第一例会報告

園、高等学院含めて総勢２８５名の参加がありました。晴
天の中、白熱した試合が行われ、とちぎＹＭＣＡと賛助会

菅原

創

企業のジョンソンコントロールズ㈱の２チームが優勝の栄

１０月１日（木）１９：００－２１：００
・１２日（月・祝）

ソフトボール大会

冠に輝きました。江東センター＆幼稚園からは今年も２チ
鈴木実行委員長

ームがエントリーしました。①リーダーチーム、②ワイズ・

ワイズで１チーム、江東で１チーム。

スタッフ・幼稚園の保護者チーム。そしてワイズ・スタッ

参加費用１万円

フ・幼稚園保護者・卒園児チームは見事準優勝！でした。

現地集合。集合時間等は後日通知。

朝早くからのご参加ありがとうございました！

・１５日（木）

講師例会

担当：B 委員会

＊実行委員長は江東ワイズメン鈴木雅博さんでした！

YVLF に参加したリーダーリーダーの報告と親睦。

▼江東バザー

参加リーダーの把握は草分。

１１月８日（日）です。日程のお間違いがないように！

例会は食事なしとし、３０分早く終了して懇親会を行う。

▼クリスマス会

プログラムを早急に作成する。
リーダーの報告は３０分程度
・１６－１８日

江東コミュニティーセンター、大人＆こどもクリスマス
１５分×２名

会は、１２月５日（土）、１６：３０ころ～１７：３０ころ

江東区民祭り

です。ご予定ください！

やきそばの食数は２０００食。金額は２００円。

▼スキーキャンプ
１２月 27 日（日）～３０日（水）、尾瀬戸倉のゲレンデ

仕入れ先と担当者を確認。ポップコーン機械は宇田川が
持参。食数と販売価格は宇田川が検討し連絡。
・２１日（水）

でスキーキャンプを開催いたします。お子様！お孫さ

ジャガイモ搬入

ま！・・・・・冬休みに価値ある体験を！！！

１７００円で４５０ケース

是非、ご参加ください。
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