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主 題“ Yes, We Can Change!”「私たちは変えられる」
スローガン“ Courage to challenge ”「 挑戦への勇気 」
アジア太平洋地域会長 田中博之 ( 東日本区 )
主 題“ Action! ”
「 アクション！ 」
スローガン“ With Pride and Pleasure”
「 誇りと喜びを持って 」
東日本区理事 宮内友弥（東京武蔵野多摩）
理事主題「為せば、成る」（No challenge, No fruit）
	スローガン「ワイズが何をしてくれるではなく、あなたがワイズに対して何が出来る
かを考えて実行しよう。」
（Ask not what Y’s can do for you. Ask what you can do for Y’s.）
関東東部部長 衣笠輝夫（埼玉）
部長主題「 良いものを見つけ、つなげて、よくなろう 」

東京江東クラブ会長

2018 〜 2019 年度

宇田川敬司

会長主題 『ワイズメンズクラブだから』を楽しもう！

東京江東ワイズメンズクラブ 7 月報

7月総会（担当：役員会）
日時
ところ
受付

7月19日（木） 19時～21時
江東ＹＭＣＡ
301・302号室
会計
プログラム

司会
開会点鐘

会長就任あいさつ

駿河幸子さん

副会長

会長

山崎常久君

酒向

ワイズソング・ワイズの信条
会長挨拶
会長
食前の感謝
食事

小松

・各委員会事業報告・発表・承認
・前年度決算報告・審議・承認
役員就任式

重雄君

酒向 裕司君
草分 俊一君

担当主事

総会議事（1） 議長選出
・前年度事業報告・発表・承認

裕司君

司会
会長

山崎
酒向

常久君
裕司君

司式

柳沢

広繁君

Ａ/Ｂ/Ｃ各委員長
会計 駿河 幸子さん

総会議事（2） 議長選出
司会
・新会長方針・事業計画発表 承認
・新年度予算発表・審議・承認
・各委員会事業計画・発表・承認

山崎 常久君
新会長 宇田川 敬司君
新会計 島田 徹君
Ａ/Ｂ/Ｃ各委員長

閉会点鐘

新会長

総会終了
スマイル・結婚記念日・各種報告

宇田川

敬司君

今月のハッピーバースデー
メン 寺尾紀昭君・島田徹君
メネット 山崎好美さん・相川千恵子さん・宇田川佐知子さん
結婚記念日

該当なし

今月の聖句

宇田川 敬司
遂に、江東ワイズも５９期目の新しい年度がス
タートしました。私が４３歳なので、私が産まれる
１６年前に江東ワイズが産まれました。先人が培っ
た、伝統のあるクラブをこれからどのように担って
行けば良いのか、今期会長を務めさせていただくに
あたり、非常に重責であると感じています。
ところで皆様は、ワイズメンズクラブ楽しんでいますか？私が入会し
てから、部会や会長研修会など他のクラブの様子を伺う機会があるごと
に話題に出るのが『新メンバーの獲得』の話です。確かに今、メンバー
の充足という点でワイズメンズクラブが置かれている状況は、江東クラ
ブも含め危機的なものがあります。それは、私が江東クラブの最年少で
あるという事からも感じることができます。でも、本当の危機は他にあ
るのではないでしょうか？メンバーが少なくなっていくことだけが危機
なのでしょうか？
ここであらためて、ワイズメンズクラブ楽しんでいますか？これは、
良い仲間と知り合い、一緒にお酒を交わしながら親睦を深めるという楽
しさだけでなく、メンバーでない人にも「ワイズってすごく楽しいよ！」
と胸を張って言えるほど楽しんでますか？ただ義務に追われて、こなし
ているだけになってませんか？そういう意味だと私はまだ楽しめていな
いのかも知れません。これこそが、危機なのでは無いでしょうか。“ワ
イズメンズクラブのメンバーでないと楽しめない事”とは何でしょうか。
まずそれをきちんと分かりやすく誰にでも話せ「ワイズってすごく楽し
いよ！」と誰にでも言える環境をを作ることが、まず大切なのではない
かと思います。
私は今期会長を務めさせていただくに当たり、今期は、新メンバーの
獲得に力を注がず、まず楽しいワイズとは何かをメンバーの皆様と考え
ていける年度にしたいと思っております。
一年間よろしくお願いいたします。

『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。
』


今月の強調月：キックオフ・YMCAサービス・ASF・ロールバックマラリヤ

6月会員数
23名
内広義会員
3名

ヨハネによる福音書 ４章７節

メ
メ

6月出席者
ン バ ー 18名
ネ ッ ト 4名

6月出席率
18/20
90%

ビ
ゲ

ジ タ ー
ス
ト

前月出席率
修正
なし

0名
3名

アクティブファンド
前年迄
2,132,447円
スマイル全額入金
143,000円
調整
-108,000円
残高
2,167,447円
2,132,447円は前月までのスマイ
ル108,000円を含む
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スマイル
前月迄
6月分
累計
アクティブファンドへ
スマイル残額

108,000円
35,000円
143,000円
143,000円
0円

クラブ役員
会
長
宇田川敬司
副 会 長
山崎 常久
副 会 長
鈴木 雅博
書
記
相川 達男
会
計
島田 徹
直 前 会 長
酒向 裕司
顧
問
藤井 寛敏
担 当 主 事
草分 俊一

今年はコレをやります！
会長就任決意表明

宇田川

敬司

Ａ委員会委員長

私が、今期会長としてやりたいことは沢
山あるのですが、絶対にやりたい事を２つ
挙げます。
１）６０周年に向けて、『ワイズメンズク
ラブだから』の事業化を検討。
ワイズメンズクラブだからこそできる『楽
しい』『役に立つ』『世界が広がる』を何か
一つ事業化していきたいと思っています。例えば、山崎メンが取
り組んでいる、カンボジア・シェムリアップ幼稚園児服寄贈を本
格的に事業化して、国際交流・ボランティアを形にするなど、来
期山崎メンが会長となる６０周年に向け、足がかりを作りたいと
思っています。
２）活動資金を調達する新たな方法を模索する。
今まで、香取メンのご協力のもと行ってきた模擬店参加に変わ
る事業資金調達の方法を見つけたいと思っています。
今期メンバー増強は考えません。人は楽しいところには自然と
集まります。楽しさを見つけ、発信していく事に注力します。
副会長就任決意表明

繰り出します。

山﨑

Ｂ委員会委員長

相川

C 委員会委員長

達男

宇田川会長年度の書記を務めさせていた
だきます相川です。実はかなり前に一度書
記をやったことが有るような気がしますが、
確か入会後間もない時期で何も解らず、何
も出来ずに終わった記憶が有ります。書記
はクラブの運営をスムーズに行うためのマ
ネージャー役と認識していますので活動の
予定、結果報告などの情報をクラブ内外に的確に伝達できるよう
に努めたいと思います。又その事がクラブを盛り立てていくこと
に繋がると考えています。メンバーの皆さんのお力添えをお願い
いたします。1 年間よろしくお願いいたします！！
今期の会計の抱負

島田

裕司

草分

俊一

常に！江東コミュニティーセンター＆幼
稚園をお支えいただきありがとうございま
す。本当に感謝しております。今年も江東
クラブと共にコミュニティーセンター＆幼
稚園がタッグを組んで、楽しく！価値ある！
コミュニティーを形成して参ります。まず、
そこには顔を合わせることからです。少し
でもよいので、コミュニティー活動に顔を出してください。どう
ぞ、よろしくお願い致します。
＊ファミリースキーキャンプで！久しいキャンプ体験！
＊館内ワークで楽しいＤＩＹ！
＊オリジナルＴシャツ購入と当日ボランティアでオール江東一
体感！
＊チャイルドガーデンで子どもたちと種まき！

雅弘

相川

酒向

書記、会計、会長は経験済みですが、初
めて委員長を仰せつかりました。しっかり
とクラブをサポートしていきたいと思いま
す。担当はブリテン、IBC、DBC など。そ
れぞれの担当がしっかりしているので、後
は講師例会をどうするか、誰かいい人いた
ら教えてください。

常久

ボンビーガールの収録も終わったので時
間もできました。ワイズに全力投球します！

書記職に就くにあたり

達男

昨年に続き 2 年目のＢ委員会委員長を務めさせていただきま
す相川です。主にＹＭＣＡサービス、地域奉仕を生業とするＢ委
員会ですが昨今のメンバー減少などを受けてクラブとして出来る
活動に若干の制約が生じている現状の中、活動の活性化、会員増
強に繋がる活動の発掘など取り組むべきことが沢山あります。毎
年行っている幼稚園の補修ワーク等のように子供やお母さん、お
父さんが皆でワイズと交流できる活動（イベント）などを模索し
てゆきたいと思います。1 年間よろしくお願いいたします。

担当主事
鈴木

俊一

本年度もまた A 委員長を引き受けさせて
いただくことになりました。名ばかりの委
員長にならぬよう有意義で楽しい例会を企
画し宇田川会長と江東クラブを盛り上げて
いきたいと思います。

明るく笑いの絶えないクラブを目指しま
す！
結婚式の台詞みたいだけど、明るく楽し
くなければ会費払って時間使う意味ないし、
いいアイデアも出てこないし、何よりやっ
てて楽しくない。必要とあれば錦糸町にも

副会長

市崎

酒向会長

お疲れさまでした！！

納納涼例会・酒向会長
お疲れさん会 ８月 18 日に開催します。

徹

17 時 30 分開宴で会費は５千円です。

会計を担当するにあたり入出金の厳格化
と迅速な対応を旨としたいと思います。
今期は収益事業が１つなくなります。ま
た繰越金もたくさんは、ありません。東日
本区への負担金や事業費の支払い期限は決
まっており、会費の入金が遅れたりします
と、即資金不足に陥ります。金融機関に借入するわけにもいきま
せからどうぞ会費は迅速にご入金願います。ただし、楽しいワイ
ズの為には、締めるところは締め、使うところは使うという、是々
非々？な対応をいたしたいと考えますので、ファンドの残高を横
目で見ながらマルチな対応をしたいと思っています。やらなきゃ
意味ないよ！

お誘い合わせてお越しください！

月島スペイン食堂 TabeLuna（タベルナ）

東京都中央区月島 2-10-2 ムーンアイランドタワー B105
「月島駅」9 番出口より徒歩 1 分
※スーパー文化堂斜め向かい
「勝どき駅」２a 番出より徒歩７分
月島駅から 115m
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ご報告
６月３０日納会報告


の後は体調を整えるために早寝早起きの生活をして、メダルには届
相川

かず記憶もされていないが、努力して 4 年後のアトランタの日本代

達男

表に選ばれたことが最もうれしかったこと。などなど。 大変為にな
る話が聞けました。
懇親会や 2 次会では、他クラブとの交流など楽しみました。
2 日目は、RBM の 1 位をもくろんでいましたが、残念ながらベ
イサイドに大きく水をあけられて 2 位。 後は達成賞のみ。 藤井さ
んが Bulletin を頑張って編集していただいていたのに残念でした。
閉会して、お昼はおいしい海鮮を食べて帰路につきました。
参加していただいた皆さん、お疲れ様でした。
（参加者：安齋、草分、小松、酒向、駿河、藤井、メネット：安藤、香取、島田、藤井）

東日本区大会メネットアワー

６月 30 日（土）
、2017-2018 ワイズ年度の最終日、１年間酒向



会長が牽引してきた江東ワイズメンズクラブの納会が江東区千田の

島田

京子

中華料理の名店「精華楼」の大広間を貸し切って盛大に開催され
た。当日は当クラブのブリテン編集も手がけて頂いている著名な編
集者の西澤明氏、別名「江東の４大美女」とも称されるメネットの方々
４名も出席いただき賢くも華やいだ雰囲気の中、今期の江東ワイズ
を振り返る有意義な時間を共有した。酒向会長からは本年度のクラ
ブ運営に際し特に尽力されたメンバーに感謝の言葉と記念品が手渡
された。 又、藤井書記からも同様に感謝の表彰が行われた。 続い
て、当日の司会である小松メンの軽妙な司会のもと各メンバーの１
年を振り返ったり、小松メン自作のユニークなサッカークイズで盛り
上がったりと楽しい時間はあっという間に過ぎていった。日頃の例

6 月2日
（土〉沼津で行われた第 21 回東日本区大会のワイズメネッ

会の出席率は決して良いとは言えない江東クラブではあるが、節目

トアワーに藤井メ、安藤メ、香取メと私の 4 人で参加いたしました。

の例会、会合には多くのメンバーが参加する。今回も貸し切りの大

東日本区各部の 20 クラブから 35 名が集い和やかの雰囲気の中、

広間が一杯になる盛況ぶりである。やはりクラブ例会を楽しく実り

開催されました。 今回は講師に絵本専門士の上藤美紀代氏をお迎

のあるものにすることがワイズの活動を活発にする第１歩なのでは

えし「声の力・絵本の力～声に心をのせて～」というお話を伺いま

ないだろうかと改めて思った締めの例会であった。

した。 長年絵本支援をしてきたメネット事業に相応しいお話で、絵

出席者 : 安齋、安藤、市﨑、香取、菊地、草分、小松、酒向、島田、菅原、駿河、寺尾、
藤井、柳澤、山崎、メネット：安藤、香取、藤井、島田、ゲスト：西澤、軍司、尾嵜

本は小さな子供だけのものではなく老若男女の心に響き癒され、想
像力や発想力を養い、それを助ける読み手の過剰過ぎない感情表

東日本区大会


酒向

現や読み方、聞き手に寄りそう気持ち等を教わりました。 最後に読

裕司

み聞かせていただいた時間は濃厚で安らいだ落ち着いた時間が流

6/2,3 の東日本区大会に参加しました。

れ、絵本の持つ力を体験でき有意義でした。		

初日の朝に小松さんと安斎さんと東京駅八重洲中央口に８時に集

追：江東クラブメネット会としての参加が最後になることもメネッ

合。 気が早く 20 分前に東京駅に着いてしまって、しばらく待って

ト会長より報告しました。

いると、島田メネットに遭遇。「時間がないのよー」と足早に通り過
ぎて、更に待っていると、小松さんが到着。 安斎さんは在来線の

ＤＢＣ十勝クラブ交流

八重洲中央口で待っていてくれたのですが、それに気づくのに時間

小松重雄

がかかりましたが、無事集合して新幹線に乗り、沼津に向かいまし

沼津での東日本区大会晩餐会終了後、十勝クラブ山田夫妻他 5

た。

名と子クラブのベイサイドクラブの 9 名と二次会を兼ねて DBC 交

初日の午前は代議員大会。これは私だけで参加。 皆はおいしい

流会を行いました。 ベイサイドの面々は晩餐会のアトラクションで、

ものを食べに遠征。 今年はしょうがないとあきらめて参加。 以前参

関東東部を代表して太鼓を披露した直後だったのでいささかオー

加した時よりずいぶん人が減った様な気がします。ここでもワイズ

バーワーク気味の様子でしたが、親クラブのお誘いということで快

の状況が垣間見えました。

く合流してもらいました。 懇親会で主に出された沼津特産の魚料理

午後はバナーセレモニー、挨拶、そして講演会。講演会は、「今

と違い、鉄板料理に舌鼓をし、次々期の日本区理事になる山田さ

まで生きてきた中で、一番幸せです」で有名な元オリンピック日本

んからの協力要請や東日本区大会のスケジュール等について具体的

代表の岩崎恭子さん。 中学生で金メダルを捕ってしまったための嫌

な意見が出され、二時間の短い間でしたが、有意義な時を過ごす

がらせの電話など家族巻き込んでの苦悩、「金メダルなんか取らな

ことができました。

ければ良かった」と後悔し、水泳にやる気なくした時期を経て、そ

（ 参加者：安西、草分、小松、酒向、駿河、藤井夫妻）
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ご報告
第21回東日本区理事杯争奪ゴルフコンペ

然の事ですが、明らかに『みんなが楽しそう！』そんなクラブづくり
を IBC の輪の中から沢山学ばなくてはなりません。台中のメンバー

藤井寛敏

から『ワイズメンである誇り』を強く感じました。（鈴木、宇田川）

大会前日の６月１日は前日の荒れ模様から一転して晴天、当日一
人運転で未経験の新東名をちょっとだけ体験して沼津ゴルフクラブ

ワイズガーデン突発性種蒔き

へ。 パーティーは沼津クラブの渡邊実帆さん、杉谷美砂さんの美

香取

女に囲まれて伊東クラブの梅原敬二さんとルンルン気分でスタート。

良和

実帆さんの飛ぶこと飛ぶこと、正真正銘のオーバードライブには脱
帽。 始めて間もないという美砂さんも無限の可能性を感じさせる
ショットを度々放つ。８２歳の梅原さんは久しぶりとは思えぬプレー
で次々とパーを取っていく。負けじと頑張ったが如何せん実力の差、
イーブンに持ち込むのがやっとだった。しかし引っ張られて久しぶり
に８０台が出てうれしかった。 本当に楽しいラウンドだった。 表彰式
を兼ねた前夜祭が役員会を終わった役員の皆さん、カナダからの
BF 代表夫妻などを交えてにぎやかに行われた。成績は真ん中辺だっ
たが買おうかと思っていた賞品のゴルフバッグに手を挙げ、勝った
こともないジャンケンを勝ち抜き、頂くことになったがなんとなくバ
ツが悪かった。 参加３９名のうち北海道から３名、仙台、京都から

２２日、草分館長より「明日ガーデンの種まきを」
。 突然か仕方な

などを含めて遠くから、東京からも小生を含めて４名が参加した。

いな……で行きます。９時に現地へ、ワイズはだれも？ 公園の職
員が種を用意し待機しており、一人でのんびりやるか？ でまず三
角コーナーを終わらせた処へ、安藤メネが到着「１０時からですよ

IBC台中長榮倶楽部訪問記

……メールを見なかった？」次いで酒向、草分、小松の諸氏が、元
ガーデン担当の石井さんも合計６名。 石井さんには感謝。 残り２箇

宇田川敬司
先日の台中長英クラブ

所を３０分で終了。職員から、突然なのに６名もと感謝されて。そこ

の 来 日 の 際 に、 会 長 就

で終われば良かった。……折角だから安藤メネが植えた「蕎麦」の

任式のお話があり、 乗り

周りの雑草を取ることに、
これが失敗。小松さんがやってくれました。

で「台中訪問します！」と

都会育ちの彼は、そばの可憐な白い小さな花と雑草と同じに見えた？

発言したことがことの始ま

２０本位無残にも捨てられていました（ざるそば３杯分）
。 即座に終

り。 今回の訪問一言で言

了しコーヒータイムに。
（安藤メネ、石井元メンバー、酒向、草分、小松、香取）

うと、「すっごく楽しかっ
た！
！」来日頂いた時、 江

プール設置を焼き鳥で応援

東のメンバーが一生懸命

山﨑

にアテンドの準備をして

夏が来～れば思い出す～♪

いるのを見て、 正直なと

常久

今年もプール設置の季節がやって

きました。 折悪しく東日本区大会と重なってしまったため、断腸の

ころ「なんで？そこまで？」

思いで東日本区大会を断念した３人のいぶし銀の漢たちが我らが

と疑問に思った事をまずは反省。。。沢山の長榮クラブの方々にとて

ホームセンター（コーナンじゃないですよ）江東センターを応援する

も熱い歓迎をして頂きました。今回の訪問で得たものは IBC による

ために酷暑の東京に残り焼き鳥を焼きました。 組み立て式プールを

ワイズの繋がりの強さとワイズが世界組織であるということでした。

設置するお父さん、お母さんへの差し入れ焼き鳥３００本を焼き上げ

書きたい事はたくさんあるのですが、就任式に的を絞るとワイズ熱

るのです。ジリジリと照り付ける夏の日差しの下、子供たちの喜ぶ

がこんなにも日本と違うのかという事でした。ゲスト、メンバーを含

顔を浮かべながら漢達は炭火の前に身体を晒し、「味と信用は落と

め１００名を超す人が集まり、盛大な就任式。５名の新入会のメンバー

しちゃならねぇ！」を合言葉に、ともすれば気を失いそうになる過酷

紹介があり、「今年は５人で少ないんですよ」という話。。。ここ数
年新メンバーが全然入らない我がクラブと何が違うのかを考えさせ
られました。当然文化の違いやワイズに対する考え方が違うのは当
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今後の予定（７月～９月）

な環境にも負けずに仕事を完遂しました。 沼津の美味い魚への未
練を断ち切り、ねぎらいの言葉すらも背中で聞いてひっそりと立ち
去って行った３人の漢たちのことを忘れないために記録として書き残
すことにします。

７月５日 （木） 第一例会

（香取、島田、山﨑）

７月14日 （土） 第 １回関東東部評議会
ター

絵本贈呈式…メネット会最後のお仕事
ワイズメネット会長

藤井

７月19日 （木） クラブ総会

祥子

７月26日 （木） 役員会

幼稚園に着くと、園庭から賑やかな、

８月９日 （木）～12日（日）

うれしそうな子供たちの声、 水の音。

国際大会

小さなプールはきっとお風呂状態 !? 年

韓国

８月18日 （土） 納涼例会

少さん、年中さんのプールの時間でした。

麗水（ヨス）

酒向直前会長慰労会

８月25日 （土） 東陽町夏まつり

梅雨明けの 7 月 2 日、東日本区ワイズ
メネット会からの

東陽町セン

９月６日 （木） 第一例会

絵本のプレゼントに伺いました。

９月８日 （土） プール解体

準備の整った年長さんのお部屋へ。今年は、江東幼稚園には、
【ち

館内補修ワーク

９月20日 （木） 本例会

いさいおうち、そらいろのたね、パンちゃんのおさんぽ、たのしい

９月23日 （日） YMCAチャリティーラン

おりがみ全書】の四冊が贈られました。

９月27日 （木） 役員会

木場公園

今日について先生のお話、お祈り、私たちの紹介、絵本贈呈、
先生の読み聞かせ、そしてお礼のお歌のプレゼント！かわいい恐竜

新年度クラブ会費納入のお願い

の歌でした。 帰りには、かわいいハイタッチ攻撃にあいました。 贈
呈式の間、みんなのお行儀のいいこと！びっくりしました。お話声は

７月になりワイズも新たな年度になりました。クラブの運営はメン

聞こえるのですが、お祈りも、お歌も一所懸命！お話を聞くキラキラ

バーの会費で支えられています。クラブの健全な運営のために会費

した目、どなたがおいでになっても大丈夫。素敵な子供たちです。

の納入をお願いします。 全期分、又は前半期分を７月中に、半期

国内事業の「子どもたちに、 絵本を贈りましょう」は 2003 〜

分納の方は後半期分を１月中に納入いただくようにご協力ください。

2004 期から 1４年間続けています。 いろいろなゲーム、アニメ，

会計宛て現金で納入いただくか、下記口座にお振込みをお願いい

メディアが発達する中で、わくわくしてページをめくる喜びを味わっ

たします。

てほしいとの思いから、始められました。雨の日には、絵本を読み
ましょう。 寝る前にちょっと絵本を読んで夢の中へ。 僕も私も、パ

振込口座

パもママも、先生も、じぃじもばぁばも一時、物語の中の人になれ
るのです。

普通預金
口座名義

お伺いしたのは、園児のばぁば……香取晴美さん、鈴木けい子
さん、卒園生……市崎幸絵さん、ばぁば予定・島田京子さんと藤

みずほ銀行
東陽町支店（店番 670）
ＮＯ 1095292
東京江東ワイズメンズクラブ

井祥子でした。完
２０１8 ～２０１9 事業分担表
Ａ委員会（市崎委員長）
主にクラブ内に関する事業、
東日本区献金関連及びファンド事業
◆ドライバー・クラブ例会を楽しくするために例会での
スマイルの材料とする
◆江東ＹＭＣＡ以外のＹＭＣＡ関連支援
◆お年玉つき年賀切手の管理
◆ LT（leadership training）
、新入会員のオリエンテー
ションを企画準備実行する
事業

責任担当

Ｂ委員会（相川委員長）

Ｃ委員会（酒向委員長）

主にＹＭＣＡサービス事業、地域サービス事業
◆ＹＭＣＡサービス
◆江東ＹＭＣＡ以外のＹＭＣＡ関連支援
◆地域奉仕事業
◆ユース関連（リーダー含む）

補佐

事業

責任担当

主にブリテン発行など広報、対外関係事業
◆ブリテン
◆ＩＢＣ、ＤＢＣ
◆ホームページ管理
◆新規事業

補佐

事業

責任担当

補佐

会計

島田

藤井・駿河

ソフトボール

鈴木

草分

書記

相川

酒向

ドライバー

市﨑

駿河

ワイズサッカー

島田

草分

DBC

小松

香取・藤井

ジャガイモ

宇田川

相川・駿河

ユース

本間

宇田川・山﨑

IBC

藤井

山﨑・宇田川

各種献金

柳澤

島田

プール組み立て解
体

島田

菊地・佐藤・草分

ブリテン

山﨑

酒向・相川・宇田川

相川

島田

館内ワーク

鈴木

宇田川

ホームページ

宇田川

市﨑

プルタブ

相川

草分

チャリラン

菅原

草分

新規事業

宇田川

香取

備品管理

柳澤

草分

ワイズ

草分

香取・安藤

草分

会員親睦会

寺尾

相川・菊池

スマイル

管理

ガーデン

新会員

獲得

本間

新会員

幼稚園

鈴木

バザー

宇田川

相川・菊池

藤井

夏祭り

菅原

山﨑

オープンハウス

山﨑

菅原

LT
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ＹＭＣＡニュース
江東センター＆幼稚園

は大型バスでバスプログラムを体験しながら現地へ向かった、
リーダーＯＢ・Ｏ G、スタッフから机上では学べない実技、

プール設置

現場での安全教育を中心に学んだ。この夏、多くの子どもた

今年もプール設置の季節がきた。６月２日（土）
、朝早くか

ちに素敵なＹＭＣ A キャンプの価値を思う存分伝えてもらい

ら園児のお父さんを中心に設置作業が行われた。
■

たい。そしてリーダーの飛躍した成長を望んでいる。

園庭の隅に焼き鳥屋を設置！

①園 舎 の 屋 上 か ら

今後の予定

プールのパーツを

江東センター＆幼稚園

バケツリレーで園

■

庭へ下す（お父さ

●

終了式： ７月 12 日（木）

ん中心）

●

お楽しみ保育（お泊り保育・年長）
：

炭に火をつける！

７月 13 日（金）～ 15 日（日）山中湖センター

②パ ーツを水洗いす
る（お母さん中心）
■

焼き鳥を焼きだす！

●

休館日： ８月 13 日（月）～ 25 日（土）

●

海のキャンプ：８月 10 日（金）～ 13 日（月）

●

定例野外活動【小学生：どろんこ】お泊り会：

③パ ーツを組み立て

８月 15 日（水）～ 17 日（金）
●

デイキャンプ：８月 21 日（火）～ 23 日（木）

●

夏季保育：８月 28 日（火）～ 31（金）

●

始園式： ９月３日（月）

焼き鳥３００本焼き

●

プール解体＆園内ワーク：９月８日（土）

切る！

●

バザー： 11 月 11 日（日）

る（お父さん中心）
④プ ールの内側を拭
く（お母さん中心）
■

⑤完成

東京ＹＭＣＡ

⑥焼き鳥を食べる
江東ワイズの方々の

■

●

仕事ぶりです！

夏まつり
日 時：８月 25 日（土）

毎年、この焼き鳥を

11：30 ～ 15：30

会 場：東陽町センター１階『ＹＭホール 』＆アトリウム

江 東 ワ イ ズ の 方 々 が、

オール東京の行事です。各センター、在京ワイズ、コミュ

園児のお父さんたちよ

ニティー活動委員、リーダー、スタッフが一丸となって、

りも早くに園に足を運び、そして暑く、蒸し蒸い中、長時間、

模擬店を出店したり、イベントを盛り上げたり……。

炭火で美味しく焼いてくださり、ありがとうございます。

YMCA に集う子どもからシニアの方々に、夏の最後の思
い出つくりを提供します！
模擬店！もしくは参加者！？ ご予定ください！
●

第 31 回ユーズボランティア・リーダーズフォーラム

９月７日（金）～９日（日）山中湖センター
●

第 32 回インターナショナルチャリティーラン：

９月２３日（祝：日） 都立木場公園
●

ソフトボール大会：10 月９日（祝：月） 大宮グランド

＊江東ＹＭＣＡ幼稚園のホームページの新着に写真をアッ
プしております。ご覧ください。

編・集・後・記

http://tokyo.ymca.or.jp/kindergarten/

「ブリテン委員」何と我身に似つかわしくない職務であろう

news/2018/06/20180615.html

か。幼少のころは本が好きだったが最近は老眼も手伝って活
字離れも甚だしい。Ｙ編集長の短い脚を引っ張らないよう頑

オール東京夏季実技リーダートレーニング

張ります。（T.A）

何が嫌いって事務作業が大嫌い。パソコンもうまく使えない

毎年恒例の夏季実技リーダートレーニングが、６月 15 日

人間にブリテン編集は地獄の苦しみであります。白髪が増え

（金）～ 17 日（日）の２泊３日、
山梨県南都留郡の山中湖キャ

たらそれはブリテンのせい。額のてかりが増えたらそれはブ

ンプ場、６月 22 日（金）～ 24 日（日）の２泊３日、長野

リテンのせい。毛髪密度が薄くなったらそれはブリテンのせ

県の信濃町にある野尻湖キャンプ場で行われた。夏のキャン

い。あ～～～～～、こんな作業、大っ嫌い。（T.Y）

プを想定し、それぞれ特色のあるキャンプ場へリーダーたち
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