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IBC・DBCの楽しみ
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開会点鐘・会長挨拶

人が多く、定期的に会う相手がたくさんいる人ほど、つまり社交ネッ
トワークが大きい人ほど、長生きできるということがわかった、と
いうのです。その意味では単純に人と接する機会が多ければ多いほ

会食・懇談

ど良いことを意味しています。明治大学文学部心理社会学科の高良

プレゼント交換

聖教授によれば、心に「ゆとり」や「余裕」を持ち、自分の居場所
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のある人が健康で長生きし、社会的ネットワークの広い人ほど長寿
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であることを指摘した研究とのこと。
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長寿の秘訣について、カリフォルニア大学の
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主題：皆で参加、楽しい例会へ

東京江東ワイズメンズクラブ 12 月報

12月クリスマス例会プログラム
とき

会長主題

実感より、社会や家族から必要とされている実感の方が人を長生き

19日

本間

剛君

22日

安藤

正武君

メネット

31日

寺尾

千嘉子さん

※結婚記念日

23日

菊池
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させる。哲学的に聞こえるかもしれないが、それが科学的事実だ」
（フ
リードマン教授）
。自分のテリトリーを離れ、国境も超えて、ワイ
ズが IBC・DBC により普段から実践しているユニークな奉仕の繋
がりは、私たちの知見を増し、友情を育むだけでなく、健康と長生
きも約束してくれそうです。

今月の聖句

『あなたたちのなすべきことは次のとおりである。互いに真実を語り合え。
城門では真実と正義に基づき

24名
内広義会員
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休会1名

11月出席者
メ ン バ ー 20名
メ ネ ッ ト 6名
コ メ ッ ト 5名
ビ ジ タ ー 0名
ゲ
ス
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平和をもたらす裁きをせよ。
』


2,013,830円 累

1

計

45,100円

会
副 会
書
会
直 前 会
顧
連 絡 主

8 章 16 節

クラブ役員
長
酒向 裕司
長
宇田川敬司
記
藤井 寛敏
計
駿河 幸子
長
相川 達男
問
香取 良和
事
草分 俊一

報
11月本例会（ユースリーダー研修会報告会）報告

告
的に自分の考え方や世界を広げることができると私たちは考えま
した。
今回、私は「優しさと甘さ、厳しさときつさの違いをはき違え
ないようにすること」を自分への課題として見つけました。私は
人に怒ったり注意したりすることが以前からあまり得意ではあり
ませんが、間違っていることは間違っていると伝え、相手の意見
を尊重しながら正しい方向へ導き、一緒に成長していけるような
リーダーになりたいと考えます。このフォーラムで学んだことを
今後の活動に繋げ、江東コミュニティーセンターでの活動をより
よいものにしていきたいと思います。

香取良和
出席したリーダーたち

辻田朱里（マツコ）

11 月 例 会 は、 リ ー
ダーとの交流をかねて
11 名のリーダーが出席
し、本田さん、辻田さ
ん、桂田さんの 3 名が
参加した「リーダース
フォーラム研修会」「全
国リーダー研修会」の
報告を主題とした例会
リーダーも Happy Birthday
であった。このプログ
ラムは例年あるが、特に今年は報告内容が素晴らしかった。パワー
ポイントを活用するのは例年通りだが、「短いフレーズ」に他の
YMCA に奉仕するリーダー達との充実した交流で得た事や、リー
ダーとしての自覚、これからの想いが、聞くものに伝わり、この
プログラムにもっと多くのリーダーの参加に協力できるクラブに
力をつけると共に、昔のようにリーダーとのソフトボールの交流
試合など交流と協働を、これからの目標にしたいと思った例会で
あった。

今回の「第 30 回ユースボランティアリーダーズフォーラム」
に参加させてもらったことによって、まだリーダーを始めて数ヶ
月しか経っていなかった私にとって得るものが多かったです。
私は頑固で思ったことを良くも悪くもストレートに表現してしま
うところがあります。知らず知らずのうちに、野外活動でかかわ
る子どもたちにも「いいことと悪いこと」の線引きをきつくして
しまっていたのかもしれません。注意したあとにフォローをする
ようにしても聞く耳を持ってくれなかったり、正直リーダーとし
ての自信をなくしていました。だから自分が目指すリーダー像が
迷走していたまま、今回のユースボランティアリーダーズフォー
ラムに参加しました。 グループで話し合いをしていくうちに「相
手の話に耳を傾けてあげ、受け入れる大切さ」を実感しました。
それと同時に私に足りないのはこの要素だ、とも気づくことがで
きました。これは参加しなかったらいつまでも変わらなかったと
思います。 まだまだ未熟で力不足で、すぐにこの点を改良する
ことに時間がかかるかもしれませんが少しでも早く素敵なリー
ダーになれるように努力を怠らず日々精進していきます。

出席者：佐藤基文氏（江東コミューニティーセンタースタッフ）、リーダー諸君 11 名、
相川、安斎、市崎、宇田川、香取、菊地、草分、小松、酒向、藤井、柳沢、山崎（メンバー
敬称略）

関東東部関係会議報告（11月18日）

全国YMCAリーダー研修会

■第２回関東東部EMC事業委員会（10:00～12:00）

酒向裕司

報告会内容
桂田



華（よな）

私 は、10 月 ７ 日 か ら 9 日 に か け て 広 島 で 行 わ れ た、 全 国
YMCA リーダー研修会に参加をしてきました。
今回の研修会では「みつかる。つながる。よくなっていく。
」
というテーマの下、セッション（ブランディング・理論）や、プ
レゼンテーション、交流会が行われました。今回の研修では、各
セッションの中で様々な状況に合った理論が「みつかる。
」
、また、
全国から集ったリーダーや、そのリーダーたちの行っているプロ
グラムと「つながる。」ことができました。これからは、江東コミュ
ニティーセンターが、より「よくなっていく」ために行動を起こ
していかなければいけません。今の私にできることとして、今回
の学びを、同じセンターのリーダーたちに積極的に話したり、プ
ログラム案として取り入れたりしていきたいです。そうすること
で、江東コミュニティーセンターが、みんなの「みつかる。つな
がる。よくなっていく。」を実現できる場所になれば良いと思っ
ています。
このような機会を下さり、本当にありがとうございました。

酒向）

10月末で期首比会員20名増。
	ワイズ紹介用のちらしについて議論。東日本区大会で展示会を
企画予定。
	15名以下（5名）でもクラブ設立可能となったが、国際投票権
はなくなる。
・関東東部異動
	131名（7月）→132名（11/18）になった。（入会４名、退
会3名）
・各クラブ報告（関東東部ワークシート回答）

	ベイサイドクラブ：2名退会。最近父兄のワイズに対する関心
がない。
茨城クラブ：まず活動を楽しくすることが大切
	川越クラブ：ホームページを充実すれば、検索して興味を示す
人が増えるのでは。
ひがしクラブ：子ども食堂を準備
	所沢クラブ：ボランティアに興味を持っている人をワイズに呼
びかけるのが良い。
	グリーンクラブ：神田川船の会が強くなって、逆にクラブに良

第30回ユースリーダーズフォーラムを終えて
本田由希奈（スノー）
私たちはリーダーズフォーラムに参加し、基調講演やディス
カッションなどを通して「今、リーダーに求められること」とい
うテーマについて考えました。各グループでのディスカッション
では、
「心の余裕を常にもつこと」「相手を受け入れ、認めること」
の二つが主に大切なのではないかという意見がでました。心の余
裕が勇気や自信に変わり、失敗を恐れず積極的に活動に参加する
ことができるのではないか、また、相手を受け入れることで結果

（参加者

・東日本区EMC委員会報告
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発表する酒向会長

くない面がある。
・新クラブ設立について

	東京グリーンクラブ：3/21の45周年祝会を実施する。
	所沢クラブ：NPO法人颸埜扉（しのひ）（総合失調症支援組
織）の支援。
	東京ひがし：11/19のカローリング大会、12/23のクリスマス
オープンハウスへの協力
	東京ベイサイド：1/13の在京ワイズ新年会のホストへ協力要
請。
・議案提案・協議事項

	船橋クラブ設立に向けて、船橋在住のワイズの伝手を頼って声
をかけていく。
（参加者：香取、酒向、藤井）
■第２回関東東部評議会
・部長報告

	総勢68名の近隣5クラブ（東京江東、東京グリーン、東京北、
東京ひがし、東京ベイサイド）の合同例会を紹介
	2018年2月に４部合同（東新部、あずさ部、関東東部、湘南
沖縄部）EMCシンポジウムを実施予定
	入会歴の浅いワイズをパネリストとして予定しており関東東部
は所沢クラブの渋谷さんを候補とする。
・各クラブ報告

部会会計報告：余剰金で関東部バナー用の旗竿を購入→承認
	CS事業管理・運用規定：継続事業についても2年以上3万円が
支給できるように改訂→承認
・親睦会
参加者は9名程度と少人数であったが、普段交流の少ないクラ
ブの方々とも親睦を深めることが出来た。

	江東クラブ：新規事業として、仮称チャイルドガーデン（幼稚
園児童がチューリップ球根1300個を植える）について紹介。

バザーは楽し！
うどん、そば元気一杯！

まずはみんなをリラック
スさせるためお互いを
ニックネームで呼ぶこと
に。いよいよ調理の開始
です。お互いを気軽に呼
ぶことで会話が弾み場が
和みます。そして試食。
「うまいっ！」
、
「パラパラ！」様々な感想に舌鼓をうちながら販売もウキウキ。
楽しいと作業も進み、大量のチャーハンができ始める。すると
お手伝いのママたちが自発的に園内に移動販売を開始。誰がど
うしろと指示するわけでもなく各々がアイデアを出しながら楽
しみました。
「来年もやりたいっ！」そんな声の中、今年も作っ
たチャーハンは完売。楽しいひと時が終わりました。

安藤正武
バ ザ ー に 携 わ っ て 約 50
年。けんちん汁やもつ煮込
み等から、たどり着いたの
がうどん、そば。気温もや
や低めで出足良好。母の会の 3 人の
保護者さんと園児の応援を得て、役者が揃い元気に捌けてい
く。今回は常連の香取さんがお孫さんの七五三のために早朝の
仕込みをしての退場。小松さんは初めてのうどん。焼き鳥やタ
コ焼きなどが主戦場でしたが、お年寄りの仲間入り。うどんは
楽ですね、との感想。午後一時過ぎには、200 食完売‼ 以前
の一時期、売上や利益を第一としていましたが、最近はバザー
に来て下さる方が第一と考え、楽しく過ごせるバザーへと変わっ
てきました。

参加者：幼稚園の卒園者・在園者の保護者 8 名（男性 5 名、女性 3 名、いずれも中野
さん家族と親しくしている方々です）
、中野

参加者：幼稚園の保護者の米崎さん、菊池さん、朴さん、そして唯一の園児、ロシアのピー
マ君、安齊、安藤、香取、小松、藤井、柳沢（メンバーの敬称略）

献品販売

ヤキトリは煙し

今年も皆さんのご努力でたくさんの献品が集まり、また上手
なレイアウトのお蔭で、例年よりもたくさんのお客様に迷惑を
かけることなく満足していただけると開店前は、思っていまし
たが、予想を上回る集客数に目論見はもろくも崩れてしまいま
した。
食品のコーナーを目当てに、パニック状態でこちらも整理で
きるはずもなくただただ見守るだけでありました。すぐにお目
当ての品はなくなり、午後の再開後は高級品もほぼなくなり旺
盛な購買力にはただただ感謝でした。エアコンをフル稼働して
も汗まみれの状態は戦場と言えるほどで、よくトラブルになら
なかったと安堵しています。
値付けのミス（定価以上の価格）がありましたが、あっと言
う間の 3 時間でした。お母さま方お疲れ様でした。

島田

相川達男
「2100 本！？」
「そうです。2100 本
で す。
」江東バザー
当日、朝の準備中の
先輩ワイズと私の会
話です。江東バザー
で既に定番となって
いる焼き鳥の本数に関する会話ですが、仕入担当の私は他のメ
ンバーからクレームが出るのではと気を揉んでいました。秋風
の吹く 11 月とは言え真っ赤に燃える炭に向かい長時間焼き鳥を
焼き続ける作業は結構体にこたえます。「本数を減らして！」と
のリクエストがあったにもかかわらず、事もあろうか昨年より
300 本も増やしてしまったのです。増やした理由はバザーの二
次会で皆さんに振る舞う分が増えたのですが、私の心配をよそ
に先輩達からは、
「仕方ない、とっとと焼いて早く終わらそう！」
と頼もしいお言葉。幼稚園のご父兄からも強力な助っ人が入り、
予定通り完売することが出来ました。人の繋がりに感謝の一日
でした。

担当

鈴木、島田、草分

江東ワイズメネット会としての最後のバザー
メネット会会長
11月4日（土）バザーの準備

藤井

祥子

男女共同参画推薦センター（旧パルシティ）の新しく改装さ
れた調理室で、江東ワイズメネット伝統 !?
のパウンドケーキを
島田メネット指導の
下、プレーン 12 本・
マーブル 8 本・アー
ルグレイ 4 本作りを
し ま し た。 メ ネ ッ ト

参加メンバー：幼稚園ご父兄、相川、小松、菊池、島田、酒向、市﨑、山崎、菅原、

みんなは仲間、楽しい仲間（チャーハンブース）
中野英一郎
今年も多くの保護者が参加。初めての方も「チャーハンって、
どうやって作るんだろう」と興味津々。調理の説明に入る前に

徹
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出来た！！

11月5日（日）バザー

会としては、最後のバザー出
品のケーキです。安藤メネッ
トのフルーツケーキから始
まって、何年！何本！のケー
キを焼いてきたのでしょう
か！ 今 回 は 強 力 な サ ポ ー
ターが参加して下さいまし
た。宇田川姉妹コメット、
と香取友理さんと小さな
未優ちゃん（香取メネットのお嫁さんとお孫さん）
姉妹コメットは材料計り、配り、泡立て、焼き時間の管理と大
活躍。友理さんはお菓子作りが大好きとか。晴美ばぁばに代わっ
て大働き。焼きたてのケーキを試食。おいし～い。本当にあり
がとうございました。何年ぶりかの楽しい作業でした。

メネットコーナー…パウンドケーキ・ガトーショコラ。ポップ
コーン・手作り品
お天気に恵まれ、暖かい一日。園庭にたくさんのお客様。ポッ
プコーンの機械は、宇田川さん提供。売り子は宇田川コメット・
菅原コメットが昨年に続き、またまた大活躍。大盛りポップコー
ン大盛況。手作り品は、安藤メネット指導の工房で作られた、ポー
チ、巾着、テーブルクロスなど格安で販売されました。お昼前に
完売し、懐かしいお顔も見られメネット会最後のバザーは、無事
終了しました。長い間ご協力、お買い上げ、いただきました皆様、
ありがとうございました。来年からは、江東メネットとしてお手
伝いさせていただきます。
売り上げ…28,950 円・材料費…11,682 円 YMCA へ献金…
12,450 円・メネット会計へ…4,818 円

参加者：安藤、市崎、・宇田川＆姉妹コメット、香取＆コメット・孫メット、島田、菅
原、藤井の各メネット

参加者：安藤、宇田川＆コメット、香取、島田、菅原＆コメット、藤井の各メネット

チャイルドガーデン
チューリップ球根1300個
酒向
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裕司

11 月 25 日（土）快晴。チューリップの球根を植えるには絶
好の天気となりました。
今までワイズガーデンの中には小さなチューリップなどのお花
のコーナーがありました。メネットの自主的な活動です。今回
は香取さんの発案で YMCA 幼稚園の園児が中心となってチュー
リップの球根 1300 個を植えるチャイルドガーデンの開園です。
YMCA の園児他が 20 名、お父さんお母さんが 22 名、そして
YMCA スタッフとワイズ 6 名を加えると総勢 48 名集まりまし
た。
先ずはシュガーによる“チューリップ体操”？ 全員でウォー
ミングアップして、球根を植え始めました。既にメネットのおか
げで最初に入荷した 600 個の球根を植えていたので、今日入荷
した球根は 700 個。一家族当たり 50 ～ 60 個あります。チュー
リップの色は、子どもたちは球根をいっぱい抱えて、お父さんお
母さんと楽しそうに植えています。ペットボトルなどを利用して、
球根が入るくらいの穴をあけ、球根を入れていきます。持ってい
た球根が無くなると、子供たちは走って球根を取りに来ます。あっ
という間に球根が無くなって、1 時間足らずで 700 個の球根を
植えることができました。
お疲れ様でした。来春には 1300 輪のチューリップが壮大に
咲き誇るのを楽しみに待ちましょう。
ワイズ参加者：草分、小松、酒向、駿河、本間（敬称略）
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①チューリップ体操 ②手にいっぱい持って ③連携作業 ④春までお休み
⑤お母さんと一緒に

私の好きな店
表参道“バルバッコア”

するスタイルで、ストップを言うまで、次から次へと様々な種類
の肉、チーズ、パイナップルが運ばれてきます。肉好き本間には
堪らないサービスです。
更にサラダバー＆デザートもセットになっており、バーだけで
も、腹いっぱいになる種類＆量が有り、ついつい食べ過ぎてし
まう。バーには、フェジョアーダ；豆
( フェジョン ) と肉の煮込みのブラジル
料理や、カレーライスなども有り、また、
血圧高めの私にやさしい、大好きなビー
ツ（真っ赤なカブのような野菜；何か
の情報誌で血圧を下げるって見て以来、
余計好きになった。。。）も独り占めにす
る勢いで食し、毎回懲りもせず、腹１
●分状態で、帰り道歩くのもやっと。
記念日などのたびに通っとります。。。

本間 剛
ブラジル育ちの私 & 家内のよく行く店。。。
表参道の“バルバッコア”。シュラスコ料理の店です。
肉の塊を串に刺し、塩で焼き上げ目の前で切り分けてもらい食
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11月役員会報告

第21回東日本区ワイズメネットのつどい
安藤

11 月 30 日（木） 19:00 〜

正子

書記

2017 年 11 月 25 日（土）横浜中央ＹＭ CA にて歴代のメネッ
ト委員長多数、３年連続関東東部メネット主査として活躍さ
れてきた島田京子さん以下参加者 48 名にて行われました。
講演会 小野史郎氏 ｢クイリングについて｣
ワークショップ

＊カード作り＊

で伸ばし回答を呼び掛ける。
２ 12月クリスマス会

講師小野典子氏

12/9 (B委員会)

４ 12/23 東陽町クリスマスオープンハウス
模擬店出店の依頼あり、うどん・そばを行う
５ 12/29
精華楼

11 月２日（木）19:00 ～

藤井

７ 12月以降の例会の件

江東 YMCA

・１月新年例会（役員会）
1/20(土)

食事なし、幼稚園父兄、入会候補者（藤田さん、

6時30分開会

会費5000円

メネットオークション

・２月本例会

11月例会の食事代（予算）はリーダーとの交流会費用に充当

TOF例会(B委員会)
・３月本例会

・12月クリスマス例会

講師：宇田川さん、食事なし

(A委員会)

８ その他

６時から祝会

・会員増強

メン8,000円、メネット7,000

候補者を新年例会へ声がけをする

・新 規事業

円（予定）

仮称チャイルドガーデン（チューリップ球根植

え）11月25日実施

・１月新年例会
１月20日（土）アンフェリシオン

燕路師匠

看板製作公園側に依頼済

落語

・区民祭り決算

・２月本例会

・中野君

ワイン＆パン

区の指導による

年内に終わらせる。

・香取君広義会員希望の件

宇田川敬司ワイズ「消防の話」

1月より

了承

1月より休会申し入れあり

了承

未納会費は6月末

までに支払い確約

４ その他
・熊本ジェーンズクラブとのDBCについて

・コ ミューニティー委員長相川君より2月のスキー親睦会へ

皆さんの意見を聞

リーダーの費用補助として50,000円要請あり

く

了承

上記４件は12月第一例会に報告の上出席者の同意を得る。

木場公園にYMCA幼稚園児と共にチューリップを

出席者：相川、香取、草分、酒向、藤井

植える事業
関東東部にCS資金申請する

表示制作は草分君

・国際役員、国際憲法改正投票

メネットオークション

・新規事業

アンフェリシオン

燕治師匠落語

３ 今後の例会について

食事なし

6時より忘年会

る。

寛敏

前野さん）に声がけ

講師

役員会・忘年会
5時より役員会

ベイサイドクラブより協力要請あり最低10名の出席を呼び掛け

各持ち場、準備など確認

リオン   会費

食材関係はこち

らで手配

６ 1/13 在京ワイズ新年会

書記

ビストロ

礼拝献金とお

礼を北牧師へ

11月第一例会報告

12月9日（土）５時から礼拝

ブリテン12月号1面参照

３ 江東YMCAスタッフ、新任先生あわせ2名招待

参加者：安藤、香取、藤井の 3B、島田の各メネット

２ 11月本例会

寛敏

回答者が4人で総意をつかむのが難しいため期限を12月31日ま

一つだけのオリジナルカード作りを楽しみました。
アピールタイムで藤井祥子江東メネット会会長が江東メ
ネット会の終わりを伝え、皆様のご協力に感謝の挨拶をされ
ました。
この日は爽やかな秋風のなか、大変楽しい集いでした。こ
れからも参加協力させて頂くと思います。

１ バザー

藤井

１ DBCアンケート結果

酒向会長

・香取ワイズ2017年1月より広義会員希望
・区民祭り決算

できるだけ早くまとめる（会計）。立替金早

急に請求。

今後の予定

・会費未納者の件
出席者：安斎、安藤、宇田川、香取、草分、小松、鈴木、駿河、藤井、本間

忘年会の案内

1 年の疲れを押し流しましょう。
12 月 29 日（金）19：00 〜
場所：精華楼 03-3647-8261
なお 6 時から役員会をやっていますので
参加大歓迎 !!

4つ目通りを東陽町からきて
千田町交番を左折、最初の信号を左折、
4軒目の左側

12月29日
（金）

12月7日（木）
12月第一例会
12月9日（土）
	クリスマス例会 （担当B
1月13日
（土）
委員会）
12月23日（祝）
	東陽町 オープンハウス
12月29日（金）
役員会・忘年会
1月13日（土）
	在京ワイズ新年会
日時 2018 年 1 月 13 日（土）12:30 ～
しののめYMCA幼稚園
会場 しののめYMCAこども園
1月20日（土）
会費 5,000円
	新年例会（担当役員会）メ
子クラブのベイサイドクラブのホストです。
ネットオークション
大勢で参加して景気づけよう！！
1月25日（木）
役員会

在京ワイズ新年会
に参加しよう！
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ＹＭＣＡニュース
報

告

へ依頼しています。尚、奉げられる献金は国際協力募金に用い
る予定です。

バザー

江東コミュニティーセンター＆幼稚園の予定
コミュニティーセンター 子ども・大人クリスマス会

12 月 2 日（土）16：39 ～ 18：00 です。
昨年度より３０分長くなり、内容を充実いたします。
ご予定ください！

幼稚園終了式：12 月 16 日（土）
ＯＺＥエンジョイスキーキャンプ（尾瀬戸倉）
12 月 26 日（火）～ 29 日（金）３泊４日。

対象は年中～小学６年生。尾瀬戸倉のゲレンデでスキーキャン
プを開催いたします。

わんぱく戦隊トマルンジャー 12 月 21 日
（木）
～ 23 日
（土）
。
対象は年中～年長。

11 月６日（日）
、当日の天候は晴天。子どもたちのボランティ
ア、虹の会、白木蓮、江東ワイズメンズクラブ、リーダー、リー
ダーＯＢＯＧ……のお支えの中、無事に終えることができまし
た。そして約 140 万円の益金を得ることができました。この益
金の使途は、子どもの遊具・本、地域協力活動、チャリティー
ランチームエントリー費補助、ボランティアリーダー養成、国
内復興支援募金、国際協力募金、江東親睦会等に用いる予定です。
今年度のテーマは「バンバン楽しもう！｣。参加者の方々はもち
ろん、準備から本番までを楽しみながらバザーを行うことがで
きたのではないかと思っております
（バザー準備委員会を３回、そしてバザー終了後に評価会、計
４回の委員会を開催しました）

新規プログラム
『木場公園

チャイルドガーデン

ミュニティー』

１日目はデイキャンプ。２日目は１泊のお泊り。宿泊先は高尾
の森わくわくビレッジです。
＊お子様！お孫さま！……冬休みに価値ある体験を！！！ 是
非、ご参加ください。

オール東京
オール東京スキー実技トレーニング（尾瀬＆妙高高原）

12 月 14 日（木）～ 17 日（日）

東京ＹＭＣＡ本部事務局と会員部は、2018 年 1 月 22 日
より下記に移転します。

◎新住所
〒 169-0051 東京都新宿区西早稲田 2 丁目 3 番 18 号
日本キリスト教会館 6 階
代表電話番号：03-6302-1960 ＦＡＸ番号：03-6302-1966

ガーデニングコ

国際プログラム報告会・クリスマス祝会

12 月 9 日（東陽町センター）

3 法人合同クリスマス礼拝・祝会

12 月 13 日（東陽町センター）

第 12 回子育て講演会

１月 27 日（土）10：00 ～ 12：00（しののめＹＭＣＡこども園）
「人は変わることができる。～指導・親との関わり～」リオオ
リンピック 200M 平泳ぎ金メダリストの金藤理絵さんに、ご自
身の経験を踏まえて子育てについてのアドバイスをいただきま
す。無料・申込みは 12 月５日より以下 URL にて東京 YMCA へ。
・URL：https://goo.gl/aEFxk2
・TEL：3615-5568 ・FAX：3615-5578
・e kosodate@tokyoymca.org

都立木場公園の一角の緑地をボランティアで管理を行ってい
る江東ワイズメンズクラブからチューリップの球根を 1,300 個
をいただきました。ありがとうございます。すぐにお帰りのロ
ビーワークでお話をさせていただきました。子ども、保護者、
委員、ワイズ、スタッフ、総勢 48 名が集まりガーデニングを行
うことができました。木場公園スタッフの方々が小さな子ども
たちでも球根を植えることができるようにと、土を耕してくれ
ました。小さな子どもたちは手で土を掘り、球根を植え、その
上に土をかけ、お父さん、お母さんと楽しいひと時を家過ごし
ました。これから冬本番、そして春にはきれいなチューリップ
が咲き乱れるのが楽しみです。

編・集・後・記

▲たくさんのリーダーが出席してくれた11月の本例会でフォー
ラムやリーダー活動以外の質問は司会よりNGだったが、聞き
たかったのは「ユース」に対する活動の目的の中に、将来ワイ
ズに入会して……の期待が込められている。今回出席の１１名
に、遠い将来でも、ワイズに入会するような気持ちが在るか否
かを聞いてみたかったのである。
（Y.K.）
▲師走の声を聞き街はクリスマスに一気に模様替えをしまし
た。縁あってy'sにいるのだから、この機会に生誕の地、ベツレ
ヘムや東方の三博士について考えてみるのもいいかもしれませ
んね。あ、アーメンとアンモニアって同じ語源だって知ってま
した？
（T.Y.）
▲今月号はバザー、リーダー報告会と盛り沢山で6ページになり
ました。リーダーのそれぞれの報告は自分と正面から向き合っ
ての素晴らしい報告でした。出席した他のリーダーも同僚の話
を食い入るように聞いておりました。
（H. F.）

クリスマス会
子どもを対象としたクリスマス会と大人を対象としたクリス
マス会の２本立てで、12 月 2 日 ( 土 ) に開催します。子どもク
リスマス会は ｢弦楽四重奏、
キャンドルサービス、
クリスマスメッ
セージ｣ を基軸としてプログラム編成し、
大人のクリスマス会は、
ゴスペルソングを聞く！習う！唄う！そして、今年は子どもた
ちの前で発表する！という新しいプログラムを計画しています。
音楽を楽しみながらクリスマスメッセージを織込んだプログラ
ムを行う予定です。クリスマス会メッセンジャーは、子どもク
リスマス会には、日本基督教団亀戸教会の堀川 果菜伝道師、
大人クリスマス会には、堺福音教会東京チャペルの北秀樹牧師
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