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国際会長 Joan Wilson（カナダ）

主題“Our Future Begins Today”
「私たちの未来は、今日より始まる」
スローガン“Together We Can Do So Much More”
「手を取り合えば、もっとおおくのことができる」
アジア地域会長 Tung Ming Hsiao（台湾） 主題“Respect Y’s Movement”
「ワイズ運動を尊重しよう」
スローガン“Solidify Y’s Men Family for Better World”
「よりよい世界のために、ワイズメン・ファミリーの絆を強めよう」
東日本区理事 利根川 恵子（川越）
主題「明日に向かって、今日動こう」“For the Future, Act Today!”
スローガン「手を取り合って、今、行動を！」“Together, Let`s Roll Now.”
関東東部部長 片山 啓（茨城クラブ）
主題「組み合わされ、結び合わされて、造り上げられてゆく」
相川 達夫（江東クラブ会長）
主題「今一度足元を固めよう！ そこからステップアップ！」

2016 〜 2017 年度
7 月本例会（担当

東京江東ワイズメンズクラブ７月報
2016 〜 2017 江東クラブ

役員会）

会長就任にあたって

とき
：2016 年 7 月 21 日（木）19：00 〜 21：00
ところ ：江東 YMCA センター 301・302 号室
会費
：通常会費
ビジター・ゲスト：1000 円
受付
：駿河幸子さん
司会
：本間 剛君
開会点鐘
会長 宇田川敬司君
ワイズソング・ワイズの信条
菅原 創君
会長挨拶・ゲスト紹介
会長 宇田川敬司君
食前の感謝
草分俊一君
食事
総会議事 議長選出（会則により会長就任）
・前年度事業報告
会長 宇田川敬司君
・前年度決算報告
会計
市崎俊一君
役員引継ぎ式
・新会長方針表明 / 新年度事業計画発表

新会長 相川達男君
・新年度予算審議
新会計 駿河幸子さん
・各委員会事業計画発表
新 A/B/C 各委員長
各種報告・スマイル・ハッピーバースデー・結婚記念日
閉会点鐘
新会長 相川達男君
※ハッピーバースデイ
〈メン〉19 日 寺尾紀昭君・21 日 楢原守人君・25 日 島田
徹君
〈メネット〉4 日 山崎好美さん・14 日 相川千恵子さん・
21 日 宇田川佐知子さん
〈コメット〉15 日 本間萌さん
※結婚記念日 6 日 篠田秀樹君・朋子さん

相川達夫
先期の宇田川会長から引継ぎ、今期
会長の職を仰せつかりました相川達男
です。私が江東ワイズに入会したのは
11 年前の 2005 年 5 月でした。当時は藤井さんが東日本区理
事、鈴木さんがクラブ会長を務められていて、山崎さん、本
間さん、市崎さん、金子さん、相川の 5 名が 1 年間に大量採
用された年でした。入会直後何も解らないまま、甲府富士屋
ホテルの東日本区大会に参加し不安になった事を覚えていま
す。江東クラブの若返り、身体の大型化がスタートした年と
も言えます。クラブ内、江東センター、地域の活動も活発な
ものになっていました。あれから 11 年が経過し当時若手だっ
た我々も中堅の年齢となり、世の中の我々より若い世代の人
達の生活環境や思考も大きく変化してきました。その中で今
の江東クラブをより盛り立てていくために、何をすべきなの
か私なりに考えた結果「まずは、江東は江東らしく、江東セ
ンターのため、地域のために動こう。そして今一度足元を固
めて、その上で世界中のワイズの力を必要としている人のた
めに「明日に向かって、今日動こう」（理事主題）」という事
に至りました。正直な話、今の私には前半の江東のために動
くと言う部分しか頭にないのですが、江東クラブ、江東セン
ターの中でもっと楽しく、活発に、新しい活動を掘り起し、
周囲の人がこちらから誘わなくてもクラブに入りたいと思う
ような江東クラブにしていきたいと思います。皆様のご協力
よろしくお願いいたします。

今月の聖句

『サマリアの女が水をくみに来た。イエスは、「水を飲ませてください」と言われた。』
6 月在籍
27 名
内広義会員
2名

6 月出席者
メンバー
18 名
メネット
7名
コメット
0名
ビジター
0名
ゲスト
2名

6 月出席率
18/25
64％
前月出席率
修正
％

アクティブファンド
前年迄
2,027,821 円
6月
0円
残 高
2,027,821 円

1

（ヨハネによる福音書 4 章 7 節）

ニコニコボックス
前月迄
142,100 円
6 月分
0円
累 計
142,100 円

クラブ役員
会長 相川 達男
副会長 小松 重雄
副会長 酒向 裕司
会計 駿河 幸子
書記 本間 剛
直前会長 宇田川 敬司
連絡主事 草分 俊一

2 0 1 6 〜 2 0 1 7 年度
副会長 小松重雄
今期、江東クラブの会長には二回目の相川さんが就任しま
す。クラブの中では若手というよりはベテランとも言える存
在です。6 月までは東日本区の地域奉仕事業主任を務め、対
外的にも知名度抜群の会長をサポートすることとなりまし
た。ここ 2、3 年クラブの活動がやや停滞気味だということは、
私をはじめ他の会員も感じていると思います。会長共々、昔
の活気ある江東クラブに戻れるよう努力していきたいと思っ
ています。

部費、自由献金の振り込み等、駿河会計をしっかりサポート
し、やるべきことをきちんとできる様協力して参ります。1
年間よろしくお願い致します。
A 委員長 鈴木雅博
昨年は関東東部部長として何もお役に立つことができませ
んでしたが、次年度は江東クラブに落ち着き、精一杯有意義
のある楽しい活気のあるクラブにしていきたいと思っていま
す。担当は 8 月、11 月 .3 月です。家族はもちろんのこと隣人、
YMCA のご父兄様も興味を持つ企画をし、皆さん参加型のワ
イズらしい活動を行っていきます。

副会長 酒向裕司
今年度は副会長を引き受けることになりました。実はコ
ミュニティー委員長を相川さんに引き受けてもらうバーター
として、相川さんに副会長を押し込まれてしまいました。ブ
リテン担当も満足な仕事ができないのに引き受けていいかし
らん、と思いながらも私ができることはしたいと思っていま
す。最近は自分の身の丈、能力の無さが多少は自覚できるよ
うにはなっているかと思うので、数年前よりは上手に身の丈
に見合った役割を果たせればと思っています。

B 委員長 島田 徹
昨年に続きＢ委員会を任されましたが、もはや古参の私が
引率しますが、そう期待はしないでいただきたい。
今期のテーマは決まっています、まず準備は周到にするこ
と。メンバーには担当月とテーマを共有していただき例年の
踏襲はせずもしかしたら破壊的改革の可能性も……。
先月の反省でも記しましたが例会の不備をなくすための例
会シートは早く整備するようご協力願いたい。そしてクリス
マス例会では楽しくおいしいものを食べましょう。

書記 本間 剛
相川会長の下、一年間書記を務めます。直近仕事の事情で、
例会に参加する機会が減り、恐縮しているところですが、皆
様への発信については、私もしくは代理の方より、早めの案
内を心掛け、皆様に予定立てしやすくしていきたいと存じま
す。参加しやすい環境づくりに努めて参りますので、一年間
宜しくお願い致します。

C 委員長 小松重雄
今期、副会長兼 C 委員長を務めさせていただきます。8 月
の前半と後半に当委員会にとって重要なイベントが続きます。
一つは台湾での国際大会、IBC である台中長栄クラブとの交
流、そして DBC である十勝クラブの 40 周年記念と 1 ヶ月で
委員会の役目を終わってしまうような感じです。その他に“ク
ラブの顔”とも言うべきブルテンの充実を重点課題として他
のメンバーと協力しながら進めて参りたいと思います。

会計 駿河幸子
今年度、会計をお引受けさせて頂きました。
最も苦手な分野ではありますが、相川会長よりご依頼が
あったとき、「ワイズとしてお役に立てることは何か ?」を丁
度考えておりまして、まずはお引受けしてみようとお返事致
しました。心強い篠田さんのお支えの元頑張らせて頂きます。
皆様のご協力とお支えも宜しくお願い申し上げます。
会計補佐 篠田秀樹
1 年間のご無沙汰でした。今年度駿河会計の補佐として復
帰します。会費の徴収、適正支出、支払期限を厳守した区費、
A 委員会 （鈴木委員長）

役員抱負

直前会長 宇田川敬司
昨年度会長という職を初めて務めさせていただき、至らぬ
部分ばかりが目立つ結果となってしまいました。
当然直前会長という職も初めてではございますが、相川新会
長の経験とワイズに対する豊富な知識の元、クラブがより良
いものとなるようにお力添えが出来ればと思っております。
今期もよろしくお願いいたします。

B 委員会 （島田委員長）

C 委員会 （小松委員長）

主にクラブ内に関する事業、東日本区とのかかわり
主に YMCA サービス事業、地域サービス事業
の中の事業

◆ドライバー、クラブファンド クラブ例会を楽しくするた ◆ YMCA サービス
めに会員の情報を集め例会でのスマイルの材料とする
 バザー、プール組立、解体、会員親睦、ユース関連（リー
◆ ASF、TOF、BF 東日本区の強調月間に献金袋を用意し献
ダー含む）、チャリティ - ラン、ワイズ杯サッカーなど
金を募る
◆江東 YMCA 以外の YMCA 関連支援
◆ LT（leadership training）
、新入会員のオリエンテーショ ◆ CS 事業
ンを企画準備実行する
区民祭り、ワイズガーデン
◆お年玉年賀切手の管理
◆プルタブ
◆チャリティゴルフ
◆震災関連事業

鈴木
宇田川
市崎
篠田
駿河
柳澤
白坂
相川

担当例会月

ドライバー、チャリティーゴルフ
直前会長、ドライバー
チャリティーゴルフ、LT
会計補佐、LT、ファンド、使用済み切手
会計、ファンド
LT、ASF、TOF
LT
会長、ファンド、プルタブ

8月

11 月

3月

納涼

講師

館外

島田
本間
菅原
菊池
安藤
安齋
楢原
佐藤
寺尾
草分

担当例会月

Y サ、CS
書記、ユース
Y サ、CS
Y サ、CS
ワイズガーデン
ワイズガーデン
Y サ、CS
Y サ、CS
Y サ、CS
担当主事、Y サ、CS

10 月

12 月

4月

講師

クリスマス

合同

※メネット会長：島田メネット
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主にブリテン発行など広報関係事業
◆ブリテン
広報（例会やプログラムの案内）
◆ IBC、DBC
◆ EMC
◆ホームページ管理
◆新規事業

小松
酒向
香取
山崎
藤井
岡田
中野

担当例会月

副会長、DBC、EMC
副会長、ブリテン
ブリテン、DBC、（ワイズガーデン）
IBC、新規事業
ブリテン、IBC、DBC
ブリテン、新規事業
EMC、新規事業

9月

2月

5月

LT

TOF

メネット

かと思います。
入会、退会がし易い会のイメージが入会者を増やすポイン
トでは、と思います。
最後に、江東クラブに在籍して、ワイズの精神を少しは理
解して退会することが出来ました。今後は外野から元会員の
一人としてご協力、応援させていただければ幸いです。江東
クラブには多くの元会員がおられるはずです。クラブの理解
者との位置付でお付き合いください。アスパラ、ジャガイモ、
サッカートン汁、焼きそば、ワイズガーデン等、今後とも応
援協力させていただき、会の益々のご発展を祈念いたします。

納会報告

エレファントバーにて納会パオーン
山﨑常久
宇田川イアーの納会が 6 月 16 日 ( 木 )19 時よりホテルオー
クラ系の東京イースト 21 はエレファントバーにて開催され
ました。そうです、何年か前の越智さんが東日本区理事の時
に、ひがしクラブがホストとなって東日本区大会の懇親会と
表彰式を行った都内屈指のシティーホテルで、覚えていらっ
しゃる方も多い事でしょう。そんなホテルの 2 階にあるエレ
ファントバーを貸し切ってメン、メネットと YMCA 職員の
方で集まり、江東クラブらしい優雅なひと時を楽しみました。
バーだから食事は大したことないんじゃね ? そんな心配は無
用です。隣接する 中華料理・桃園がバッチリ仕出しをしてく
れます。この桃園の料理長、一昔前に流行った料理の鉄人に
も出演した腕利きで、ビュッフェスタイルで提供される品々、
全てが上品な味付けで美味しく、久しぶりに胃袋が五つ欲し
くなりました。ひとしきり料理を堪能したら、メンバー一人
一人による年度を振り返ってのショートスピーチ。石井夫妻
の発展的退会への乾杯も行われました。入会して 10 年超た
ちますが、指折りのナイスな納会だったと思います。やっぱ
り小松さんが幹事やると違いますね。

メネット会長を受けて
島田京子
今期のメネット会長を務めさせていた
だくことになりました島田京子です。入
会して 7 年目ぐらいにメネット会長をお
受けして以来の 2 度目のメネット会長の
お役が巡ってまいりました。今や関東東
部で唯一のメネット会を有するクラブで
あり、そのメネット会長です。メンバー
減少や高齢化に伴い、メネット会も消失
しさびしい限りの状況の中、頑張っている当クラブのメネッ
ト会ですが、関東東部の中でその存在を守り通すべきか、見
直すべきか難しいところに来ていると思います。これに関し
ては一度メネット会でも話し合う機会を持ちたいと考えてい
ます。今期も今まで通りバザー、豚汁づくり、区民祭り、ワ
イズガーデン、クリスマス会、新年例会などなど、メネット
の出番はメネットの皆さんと協力し合い、メンの活動を応援
し支え、メネット同士の更なる親睦を図りつつ、この 1 年の
活動を全うしたいと思います。
メネットの皆さんもお仕事や子育てなどそれぞれ諸事情も
おありかと思いますが、時間を見つけてなるべく集まりま
しょう。無理は禁物ですが頑張った後の達成感を共有したい
と思っています。どうぞ宜しくお願いいたします！

江東クラブの皆様へご挨拶
石井秀夫

自分への区切りとして、今
期をもちましてクラブを退会
いたすことにしました。今は
亡き旧会員の昼間氏と飲み屋
での歓談の折、カウンター越
の香取夫妻に勧誘され、ちょ
とだけよの軽い気持ちで入会
し、気が付けば 9 年が経過し
ていたことに、時の流れの速さに今更ながら驚きます。クラ
ブ活動は、飛込み入会者としてはすべてが目新しいもので理
解するまで時間がかかりました。またワイズのたくさんの活
動を理解するなか、勝手ながら自分の出来る事として特に地
域社会隣人奉仕活動を中心にご協力させていただく事にしま
た。それ以外は消極的に映ったと思います。この点クラブの
活力にマイナスではと、いつも気になっておりました。興味
のベクトルが違う会員をも包括出来るクラブ運営とは如何な
ものなのか一考おねがいいたします。
また、クラブ活動は人との出会いが魅力です。入会退会が
頻繁にあり、たえず新鮮な出会いが、クラブの活力ではない
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YMCA ニュース
▼十勝ワイズからのアスパラ
2 日間で完売！
昨年まではスタッフのみの購入でした。今年は、こんなに
美味しいアスパラをみんなに食べてほしい！ということで、
幼稚園のロビーで販売いたしました。約 40kg ！が 2 日間で
完売しました。初日に買っていただいたお母様が次の日も購
入してくれたりと！美味しかったの一言でした！

初日の 6 月 25 日（土）にはオープニングセレモニーを行い、
その後の茶話会では三味線の演奏が会場を彩りました。●名
が来場、今回も水彩画、油絵、書道、写真、陶芸、彫刻など、
多彩で個性的な作品がそろっていたようです。
▼夏まつり
日 時：2016 年 8 月 27 日（土） 11：30 〜 15：30
会 場：東陽町センター 1 階『Well-B 』& アトリウムオー
ル東京の行事です。各センター、在京ワイズ、コミュニティー
活動委員、リーダー、スタッフが一丸となって、模擬店を出
店したり、イベントを盛り上げたり……YMCA に集う子ども
からシニアの方々に、夏の最後の思い出つくりを！模擬店！
もしくは参加者！ ? ご予定ください！
▼今後の主な行事日程
江 東
・幼稚園
7 月 14 日（木）終了式
・お楽しみ保育（お泊り保育）
7 月 15 日（金）〜 17 日（日） 山中湖センター
・夏季保育 8 月 24 日（水）〜 27 日（土）
・プール解体 & 園内ワーク
9 月 10 日（土）
・休館日
8 月 9 日（日）〜 16 日（日）
・バザー
11 月 6 日（日）

▼会員芸術祭

オール東京
・夏まつり 8 月 27 日（土） 東陽町センター
・第 29 回ユーズボランティア・リーダーズフォーラム
9 月 9 日（金）〜 11 日（日）山中湖センター
・第 30 回インターナショナルチャリティーラン
9 月 22 日（祝：木）都立木場公園
・ソフトボール大会
10 月 10 日（祝：月）

第 19 回 目 と な る
会員芸術祭が 6 月
25 日（土）〜 7 月
2 日（ 土 ） の 間、
東陽町センター 1
階正面の多目的教
室で開催されまし
た。

ワイズガーデン報告
島田

もイングリッシュガーデンに負けず劣らぬシーンを期待する
のは私だけでしょうか？
参加者 宇田川、小松、酒向、香取メン、メネット、安藤メネッ
ト、島田メン、メネット、ポールさんメン、メネット。

徹

今後の予定
7/23（土）
関東東部評議会
7/28（木）
役員会
8/4 〜 7（木〜日） 国際大会（台北）
8/20（土）
納涼例会（屋形船）
8/27, 28（土日） 十勝クラブ 40 周年

6 月 25 日 9 時過ぎ、梅雨らしい曇天の下、種まき職人達、
選ばれし勇者が木場公園葛西橋通り際のワイズガーデンに集
まりました。湿度８０％はあろうかという極限の気候では、
どれだけの作業が出来るのか前向きに倒れられるのかと心配
していたのですが、それは杞憂に終わりました。
何故ならガーデンはもう耕され、鳥も食べないくらいの堅
くチクチクする種子をまるで花咲爺さんのように適当に、い
や発芽してその後開花した時の市民の目を楽しんでいただけ
る３Ｄ効果まで考えた緻密な種まきは、ほんの１時間もかか
らず、なんともあっけなく終了となりました。
今後の満開のワイズガーデン期待してください。少なくと

編・集・後・記
今年度からブリテンの編集を N 澤さん（幼稚園元父兄）に
お願いすることになりました。なんとか第１号の発刊がで
きました。流石に素人とは違う仕上がりです。皆さんのご
協力に感謝します。月初に発刊すべく原稿の期限内厳守を
よろしくお願いします。（S）
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