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会長主題

東京江東ワイズメンズクラブ 5 月報

東京江東ワイズメネット会
ノーサイド

ノーサイド例会

５月12日（土）12:00〜14:00
トラットリア リアナ東陽町
メン 1,000円
会計

宇田川

主題：皆で参加、楽しい例会へ

佐知子さん、駿河

会長

幸子さん

プログラム

藤井

祥子

ノーサイド！ ラグビーの試合ならば、爽やかな

司会
島田 京子さん
開会 点鐘
会長 藤井 祥子さん
会長挨拶・ゲスト紹介
会長 藤井 祥子さん
ゲスト御挨拶
東日本区ワイズメネット委員長

大村 知子さま
東京江東ワイズメネット会活動の歴史

藤井 祥子さん

感じがする。またキックオフで始まるし。
東京江東メネット会は、6 月末で長い笛が吹か
れ終わりとなる。
クラブの設立以来徐々にメネットの活動が始まり、1976 年には
元井メットを責任者として他部への活動に参加しその他会計が記録
されている。1984 年に東京江東メネットクラブとして認証を受け、

食前の感謝
駿河 幸子さん
乾 杯
香取 晴美さん
会食
メン・メネットから一言・昔話
東京江東ワイズメネット会から

会長 藤井 祥子さん
・江東YMCA幼稚園へ記念品贈呈
・ワイズメネット文庫創設のため

園長 駿河 幸子さんへ
・東日本区ワイズメネット国内事業へ献金

大村 知子さまへ
・記念品贈呈 皆様へ
香取 晴美さん

現在に至っている。 長い月日が流れ、メネットたちが往来し、華や
かに活動し、活躍してきた。国際分野でも、国内分野でもお役に立っ
てきたと思う。 今、幕を閉じることになったが、思い起こせば、沢
山のことが思い出され、楽しませていただいた。
今までメネットクラブ、メネット会で活躍し、支えてきてくださった
諸先輩、メネットの、皆さん

ありがとうございました。

クラブ設立以来、様々な支援をしてくださったメンの皆さん


今月の誕生日・結婚記念日
スマイル・各種報告
最後のワイズメネット例会／終わりの挨拶

安藤 正子さん
閉会点鐘
会長 藤井 祥子さん
誕生日／18日 本間玲子メネット
結婚記念日／5月19日 楢原守人・千尋夫妻

ありがとうございました。
国際、国内のメネットの皆さん

ありがとうございました。

江東ＹＭＣＡの皆さん

ありがとうございました。

お世話になりました。

今月の聖句



『こうして、神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。
』
使徒言行録 ６章７節

4月会員数
23名
内広義会員
3名
休会1名

4月出席者
メンバー
16名
メネット
7名
コメット
0名
ゲスト
14名
ビジター
1名

4月出席率
16/20
80%

今月の強調月

EF/JEF

アクティブファンド

前年迄

2,013,830円

4月分

0円

修正
残

高

2,013,830円

1

ニコニコボックス

前月迄
4月分
累

計

79,000円
0円
92,000円

クラブ役員
会長
酒向 裕司
副会長
宇田川敬司
書記
藤井 寛敏
直前会長
相川 達男
顧問
香取 良和
連絡主事
草分 俊一

IBC

4月7日

台中長榮クラブの皆さんをお迎えして

歓迎会

ず、一行は軽井沢を目指し新幹線に乗り込みました。思ったより

会長

酒向

も客が少なく自由に座ることもでき、あっという間に軽井沢に到

裕司

着しました。東京に比べやはり軽井沢は寒く、
「鬼押出し」では、

IBC の台中長榮クラブ、会長の江慶陽さんほか、蔡篤洋、蔡潘

散策中に粉雪が舞い、温度計は何と 4 度であり、寒さを知る良

敏惠、蔡美智、蔡煥卿、蔡惠貞、蔡陳罔腰、蔡美玉、涂玉娟、林

い？経験をされたのではないでしょうか。 その後白糸の滝を訪

德明、頼冠樺、頼子平、張宏穀、游金隆さんが来日され、歓迎会

れ、各々写真を撮り、星野リゾートでは、『トンボの湯』にて温

を行いました。

泉をいただき、村民食堂にて美味しい食事、軽井沢アウトレット

東京駅近くの宿泊ホテルに、迎えに行き、蔡さん、林さん、頼

にて、買い物を楽しみ、1 時間後には東京に戻ってまいりました。

さんと再会を喜び、また現会長の江さんと挨拶して、会場の門前

京料理とのキャッチフレーズの居酒屋では、狭いながらも食事

仲町のハナミズキに移動しました。会場では参加した江東クラブ

と日本酒に舌つづみを打ち、言葉はわからなくても漢字を使うこ

のメン・メネット、そして東京クラブ佐藤さんが彼らをお出迎え

とで意思の疎通を図りました。

して、台中長榮クラブの皆さんを歓迎しました。

その後ホテルまでお送りし、強行軍にも嫌な顔一つせずに同行

会長の私から「IBC 締結から八年目になったこと、八という数

した皆さん、特にフランクさんのお母さまには敬服した次第であ

字は日本でも台湾でも縁起の良い数字なので、今後も親睦を深め

ります。またの再会を祈念し道程の足りなさを許していただけた

ましょう」と挨拶をさせていただきました。次に台中長榮クラブ

ら幸いです。お疲れ様でした。

の会長の江さんが日本語で！道中練習をしながら来日されたよう

（参加者：長栄クラブ 14 名、島田 & メネット、藤井＆メネット、山崎）

です。藤井さんの乾杯の音頭から歓迎会がスタートしました。会
の中では、全員が挨拶して言葉のやり取りは若干の難はありまし

4月10日

たが親睦を深めることができました。

山﨑常久

また、次期会長の張さんの就任式が 6/24 にあるから台湾に来

とは言ってもこちらも鎌倉は素人、案内などできるよしもがな。

ないかと誘われ、次期会長の宇田川さんと鈴木さんが是非行きま

江ノ電バスの定期遊覧バス（昼食付）に皆で申し込んぢゃったん

すと返して宴たけなわの内に歓迎会を終えることができました。

ですけどね。安齋さん、安藤さん夫妻とチームプレーで乗り遅れ、

（参加者：ゲスト 佐藤茂美様（東京クラブ）、台中長栄クラブの皆さま、
相川、安斎、
安藤、
宇田川、香取メネット、草分、小松、酒向、島田＆メネット、鈴木、駿河、藤井＆メネッ
ト、本間、山崎）

4月８日

降り忘れだけ気を付けて、我々も春の鎌倉を楽しんでしまいまし
た。建長寺→鶴岡八幡宮→鎌倉宮→御代川で昼食→長谷寺→高徳
院（大仏）を５時間弱で巡るコース。ツアー終了後に小町通りも

合同館外例会

散策しました。天気にも恵まれた古都は快適でした。家に帰るま

相川達男

でが遠足です。そう教えて下さった小学校の先生は偉大です。東

例年４月の輪がクラブの本例会は館外例会と称してその名の通

京駅で危うく降り忘れる台湾のお客様が約一名、さらに痛風を鎌

り館外へ繰り出すという一種の遠足のような例会を行っています

倉で発症させるお客様が約一名。前者はギリギリで気づいてセー

が、今年は丁度時期を同じくしてＩＢＣクラブの長栄クラブのメ

フ、後者は駅地下のマツキヨでロキソニンを購入して倍錠飲んで

ンバーが来日、機転の利く山崎ＩＢＣ担当の発案で同クラブのメ

いただいて水を多めに飲んでいただくことで事無きを得ました。

ンバーとの合同遠足（例会）が 4 月 8 日 ( 日 ) に実現しました。

がんこ寿司銀座一丁目店で藤井さん＆小松さんも加わり、皆で寿

当初は、上野の山で桜を愛でる予定でいましたが、今年は予定よ

司懐石を堪能して遠足を終えました。バナナはおやつに含みませ

り１０日程前に桜は満開、４月８日には既に葉桜と言う残念な状

ん。

況になってしまったため、急遽予定を変更、江戸東京博物館見学
→浅草観光→隅田川水上バスで水面からの東京観光→浜離宮公園

4月11日

→東京スカイツリー展望台→夜の銀座でビアパーティーと、はと

（安齋、安藤夫妻、小松、藤井、山﨑）

さらば長栄クラブの皆さま
藤井寛敏

バス顔負けの盛り沢山のツアーを決行しました。台湾の皆さんは

開店の 10 時半に合わせて徒歩で高島屋へ。11 時 30 分に食

博物館での歴史的な展示に関心が有ったようで、時間を忘れて見

堂前でということで各自買い物へ。食堂では思い思いのメニュー

学していました。やはり故宮博物館を抱える国の人は一味違いま

で昼食。ホテルに戻り、packing。徒歩で東京駅へ。別れが近づ

す。浅草、隅田川、スカイツリーと思い切り「東京だよおっかさ

くと話が弾むのもいずこも同じ。最後のあいさつを交わし、成田

ん」的な東京観光を堪能した後、ハードスケジュールをこなした

エックスプレスに乗り込む。我々の心を読むように電車はゆっく

疲れた体を癒すべく「銀座ライオン」なだれ込み、美味しいビー

りと走り出した。

ルと料理を楽しみながら国際交流を深めつつ銀座の夜は更けてい



きました。
（参加者：台中長栄クラブ７名、相川、安斎、菊地、小松、草分、酒向、鈴木、藤井、山崎、
ＹＭＣＡ紹介の台湾人通訳さん１名）

4月9日

いざ鎌倉！

（参加者：安斎、香取、酒向、島田メネット、藤井、山崎）

皆さまお世話に本当にご苦労様でした。
今回の交流をきっかけに宇田川次期会長と鈴木次期副会長は来

軽井沢を訪ねて
島田

月の先方のクラブ会長の交代式にお祝いに駆け付けるべく準備を

徹

進めております。

快晴の東京駅から昨日の日本への移動と歓迎会の疲れも見せ
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カンボジアくまシャツプロジェクト始動！
山﨑常久

第28回東京YMCAチャリティーゴルフ大会

アンコールワットで有名なカンボジアのシェムリアップ。そ
の郊外に日本人の有志で運営するコムルー村保育園はあります。

藤井寛敏

内戦で荒れ果てた上に産業らしい産業も無い国、カンボジア。

4 月 12 日 ( 木 )、前日の強風から打って変わって穏やかな春

ODA も首都プノンペンと近郊までは効果があるものの、シェム

の日差しの下、121 名の参加者を得て行われた。わがクラブ

リアップ等の地方都市には恩恵は届かず、田植えも人海戦術で

からの参加者の市崎さんは仕事疲れからか常連の上位入賞は果

行っているまだまだ貧しい国です。縁あって数年前に PTA 会長

たせなかったものの、また実行委員長を務めた鈴木さんは表彰

を務めていた学校の卒業生の体操服をシェムリアップの高校に寄

式の挨拶が気になっていたのか成績はもう一つだったがともに

贈しました。その機会に保育園を紹介され訪問したのですが、状

飛び賞 (5、10 の位賞 ) を獲得、山崎さんは前日までの IBC の

況はお揃いの服こそ着ているものの、青っ鼻を垂らしている子供

attend の疲れからか 1 番違いで飛び賞を逃した。藤井は参加者

が多く、蛋白質不足の栄養失調が見て取れました。そんな子供た

中最も平均的な（平凡な？）プレイヤーに送られる中間賞の 61

ちに卒園児のくまシャツやキャンプシャツを送ろうというプロ

位に入り市崎さんからの寄付であるタブレットの一つをいただ

ジェクトを始動しました。卒園式終了後２週間、江東センターの

いた。相川さんものリセットを寄付してチャリティーに協力し

ホールに受け取り箱を設置し厚志を募り、夏には知り合いに現地

た。参加者からのチャリティー 50 万円強は東京 YMCA が行っ

に運んでもらう手筈になっています。こういう活動を通して、一

ている 3 つの児童に対するプログラムの一部に使われる。

人でも多くの親御さんや関係者に、世界にはいろいろな国がある

参加者：市崎、鈴木、藤井、山崎

ことに関心を持っていただければ幸いです。

関東東部評議会参加報告
会長

４月第１例会報告
酒向

酒向裕司

４月５日（木）19:00〜 江東YMCA
１ ４月本例会（館外例会）４月8日(日)台中長栄クラブとの合同例会
２	次期役員の件 書記 ABC委員長 各担当
ABC委員長は宇田川さんに一任
３ 5月メネット例会 5月12日(土) メネット会お別れ例会
出席メネットの費用（一人3000円）をクラブで負担する。
４ 5月第一例会
第2週の5月10日（木）とする
５ 各種行事
・関東東部評議会 4月21日（土）
出席者予定者：相川、宇田川、酒向、藤井
・東日本区大会
CS写真コンテスト応募予定
・納会 6月23日（土）及び役員会 精華楼とする

裕司

4 月 21 日（土）
、第 3 回の関東東部評議会に参加しました。
今期の最後の評議会です。場所はいつもと同じ東陽町センター
ですが、ゴールドジムが入って以前の Well-B が YM ホールと名
を変えてリフォームされておりました。
評議会は、最近亡くなられたワイズに黙とうを行い、長尾部
長の開会点鐘によりスタートしました。部長からは信越妙高ク
ラブの解散の承認、次期東日本区大会が北海道十勝地方で開催
されることが、また江東クラブの新規事業に 5 万円の支出の承
認とベイサイドから湾岸ごみ拾いに対する支援の要請があった

出席者：安藤、草分、酒向、島田、本間

ことが報告された。

4月役員会議事録

各クラブの報告では、江東クラブから現状の活動を報告した
が、特に新規事業として、チャイルドガーデンでの幼稚園園児と
のチューリップの球根を植える事業を行ったこと、現在のチュー
リップの開花状況や看板の設置状況について報告した。グリー
ンクラブからは 45 周年記念例会のお礼があった。
評議会のあとは、新規クラブ役員の研修会があったが、宇田
川さんと相川さんにお任せして、藤井さんと酒向はベイサイド
の工藤さんと旧交を温めながら YMCA で実施していた広島原爆
ドームへの千羽鶴のお手伝いをした。
懇親会には藤井さん、相川さん、酒向で参加し、ベイサイド
の次期副会長の久保田さんらと親睦を深めて、2 次会まで行って
散会した。

会長

参加者：相川、宇田川、酒向、藤井

3

藤井寛敏

4月26日江東YMCA
１ 5月メネット例会 詳細は1面参照
２ ＩＢＣイベント 決算 明細とともに提示
	藤井から経常決算では42129円の赤字の報告があったが香取さんよ
りマイナス分への再寄付の申し出があり、感謝して受け入れ、差し引
きゼロで承認した。
詳細は第一例会で報告。
３ 関東東部評議会報告 5万円の補助CS資金より受領
４ 次期役員 5月第一例会で宇田川次期会長より発表
５	東日本区大会 出席予定者 相川、草分、小松、酒向、駿河、藤井＆
メネット
申し込みは各自で行う
６	江東YMCA会員親睦会 5月19日うどんそばの代わりにカレーを提供
（宇田川）
７	ポールの会費の件 連絡不可能につき今期で未収会費を落とす。承認
８ 総会（7月19日）までの事務手続きスケジュール
・予算 5月中に駿河さんと島田さんで引き継ぎ会議
		
5月末までにABC委員会より島田会計に予算提出
		
6月第一例会で予算素案を提出（島田会計）討議
		
7月第一例会確認決定
		
7月総会で審議、決定
・決算 7月第一例会で素案討議決定
出席者：相川、宇田川、香取、酒向、草分、藤井
総会で審議、承認

ＹＭＣＡニュース
江東センター＆幼稚園

東京ＹＭＣＡ

▼幼稚園

▼チャリティーゴルフ大会

28

４月 11 日（水）
、第 68 回 入園式が行われました。

28 回目を迎えたチャリティーゴルフ大会が、４月 12 日（木）

54 名の年少組のお友達が江東 YMCA 幼稚園の仲間に新しく加

レイクウッド総成カントリークラブにて行われ、121 名が参加

わりました。

されました。

そして年中組にも１名のお友達が新しく加わり、総勢 156 名の

収益金約 50 万円は、不登校児支援、フレンドシップファンド、

子どもたちが、毎日元気よく登園しています。

障がい児プログラム支援等に用いさせていただきます。（写真は
3 面に掲載してあります）

▼センター

今後の予定

サッカークラブ、ダンボクラス（幼児体操）
、リトミッククラス、
ピアノクラス、くれよん（幼児対象の定例活動）
、どろんこ（小

▼江東センター＆幼稚園

学生対象の定例活動）
、こども文庫（貸出図書館）がスタートし

・八ヶ町運動会：５月 13 日（日）

ました。

・江東親睦会 ：５月 19 日（土）

今年も多くのこどもたちが YMCA の価値に触れ、
「みつかる」
「つ

・プール設置

ながる」
「よくたっていく」
、そしてたくましく成長してくれる
ことを期待しています。

：６月２日（土）

▼東京YMCA
・会員大会

▼江東YMCA親睦会

：５月 26 日（土） （東陽町センター）

・会員芸術祭：５月 21（月）〜 26 日（土）（東陽町センター）

今年も江東 YMCA に集う仲間たちの親睦会を開催いたします！
ちょっとでも顔出してください！！お待ちしています！！！
◆日 時：2018 年 ５月 19 日（土） 16：00 〜 18：00
◆会 場：江東ＹＭＣＡ園庭
◆ワイズメン＆メネットの方々！準備＆運営のお手伝いをお願
いいたします！
◆今年は「そば・うどん」から「カレーライス」になります！

今後の予定
会員親睦会16:00〜

最近、身近な2人のワイズメンと悲しい別れがあった。
一人は北クラブの村杉克己さん、もう一人はグリーンクラブの
塩入公之助さん。村杉さんとは同世代でメネットの一榮さんを
含めて入会以来のお付き合いで何度も理事就任を要請されたが
裏方に徹するとして辞退された。役員会での食事会の司会は彼
の十八番であった。
ここ1年くらいは急激に健康を害され、再度の入院のあと帰ら
ぬ人となった。
塩入さんはここ10年くらいは叔子メネットのみでお顔をお
見せにならなかったが昔は洒脱なスマートボーイのお医者さん
としてお酒をこよなく愛し、随分とごちそうになった。96歳
で旅立たれたが煙草をこよなく愛していた。最後まで続けてい
たのだろうか。お二人のメネットの心の平安をお祈りする。
（H.F.）
4月3日から短期でしたが国際のTFの5人
の会議でタイのチェンマイに行ってきまし
た。YMCAのホテルの1室にある国際協会の
サテライトオフィスに元気に勤務している
国際書記長の西村さんに会ってきました。
任期は2019年6月までですが日本の皆さん
によろしくとのことでした。（H.F.）
いざ鎌倉！よりも、いざキャバクラ！の方がしっくりくるお
年頃ですが、ちゃんと廻ったのは小学校の遠足以来。長谷寺に
大いに感じ入ってしまったのもお年頃でしょうか。（T.Y.）
改ざん、隠蔽
今、国会を賑わしているのは、財務省、文部省、自衛隊の改ざ
んや隠蔽である。歴史は強者の論理である。
古事記、日本書紀も権力者の意向で都合よく改ざんされてき
た。残念ながら、今後も充分在り得ることである。（Y.K.）

5月21日～26日	東京YMCA芸術蔡

江東YMCA園庭

▲

5月19日(土)

編・集・後・記

5月24日(木)

5月役員会

5月26日(土)

東京YMCA会員大会

東陽町センター
東陽町YMCA

6月2日(土）
〜3日(日）

東日本区大会

6月2日(土)

プール設置

6月7日(木)

6月第一例会

沼津
江東YMCA

6月9日（土）
神戸

役員会・納会

精華楼

6 月 30 日（土）
6 時から役員会
7 時から納会

▲

会場：精華楼 ( 予定 )
会費 : 実費 4000 円内外

1 年を振り返り、
来るべき 1 年への力を
たくわえヨ！

▲

6月30日(土)

西日本区大会

▲

〜10日(日)
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