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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 9 月報

9月例会（担当：B委員会）
と

き

9月20日（木）
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ユース育成は長い目で

料

プログラム

開会点鐘 

会長

ワイズソング・ワイズの信条
会長挨拶・ゲスト紹介 
スピーチ 

宇田川敬司君
酒向

会長

裕司君

宇田川敬司君

「カンボジアの現状」
講師

大房

質疑応答
スマイル・結婚記念日・各種報告
閉会点鐘
今月のハッピーバースデー
メン

酒向裕司君・草俊一君

メネット

香取晴美さん

結婚記念日
寺尾夫妻・本間夫妻・駿河夫妻

明良氏

ユース事業主任 山本剛史郎（川越）
ユースは YMCA、ワイズメンズクラブの未
来であり、その支援はいつの日か YMCA、ワ
イズメンズクラブのみならず、社会全体の利益
になると思います。しかしながら、ユース育成
には時間がかかり、短期的には成果が感じられ
ない事業であります。
私自身も 1994 年、学 Y、ワイズメンズクラブの支援を受け、埼
玉 YMCA のフィリピン・ワーク・キャンプに参加したことが、そ
の後の YMCA・ワイズメンズクラブに関わるきっかけでした。当時、
立教大学大学院生であったのですが、本当に様々な偶然から埼玉
YMCA フィリピン・ワーク・キャンプに参加しました。正直言っ
て、それまで YMCA については全く知識もなく、さらにフィリピ
ンという国にそれほど興味もなく、むしろ行きたくない国であり
ました。しかし、そこでトイレ作り、植林活動、そして現地の人
から戦争体験を聞くというピース・セミナーなどを体験するうち
に、YMCA の活動に興味・関心を持つようになりました。その後
は流されるまま、埼玉 YMCA の会員となり、1998 年に川越ワイ
ズメンズクラブ設立の際にチャーターメンバーの一人になりまし
た。つまり、当時の YMCA、ワイズメンズクラブの「罠」にかかっ
てしまったのでした。
相田みつをの詩に次のようなものがあります。
そのときの出逢いが、人生を根底から変えることがある。
よき出逢いを。
私にとって埼玉 YMCA のフィリピン・ワーク・キャンプはそれ
にあたります。そしてその出逢いをサポートしてくれたのはワイズ
メンズクラブでした。ユース育成はぜひとも長い目でご理解、ご
協力をお願いいたします。

今月の聖句

『命のある限り、わたしは主を賛美し
長らえる限りわたしの神にほめ歌をうたおう。
』

詩編 146 篇 2 節

今月の強調月：ユース
8月会員数
21名
内広義会員
3名
休会0名

メ
メ
ビ
ゲ

8月出席者
8月出席率
アクティブファンド
ニコニコボックス
ン バ ー 15名 83%  (15/18) 前年まで
2,177,447 前月まで
10,000
ネ ッ ト 2名
8月分
13,550 8月分
13,550
残高
2,190,997 累計
23,550
ジ タ ー 0名
ス
ト 1名
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直 前 会 長
酒向裕司
連 絡 主 事
草分俊一

納涼例会

プール解体応援
山﨑常久
長月の声を聴き、園庭で子
供達を喜ばせていた仮設プー
ルは解体されました。 詳しく
は YMCA ニュースに草分さん
が書いてくれていますが、 解
体作業に従事したのは園児の
お父さん、お母さんで、これは子供たちが通う園行事に少しでも多

左から衣笠部長、佐竹ユース事業主任、山﨑宴会部長

い時間、携わってほしいという YMCA の思いが込められている作
A 委員会

市﨑

俊一

業で、決してただ働きの強制労働ではありません。 で、私達、ワ

8 月 18 日（土）納涼例会にて、月島スペイン食堂タベルナに集っ

イズも応援すべく、焼き鳥３００本を園庭の隅っこで焼いて、作業を

た。 関東東部衣笠部長の公式訪問と酒向さん昨年度会長慰労会も

終えた保護者の皆様にふるまいました。ファミリー感を大事にする

兼ねており少し気取った場所を探してみたが月島辺りしか思いつか

YMCA らしさの具現化です。 焼きながら感じたことは、いつの間

なかった。 集まったのは総勢 15 名ではあったが、ユース事業主任

にか保護者が友達世代ではなく、自分の子供世代に近いというこ

の東京ベイサイドの元気印！佐竹氏が飛び入り参加してくれたおかげ

と。あ～だ、こ～だ言っても月日は百代の過客にして行きかふ年も

か例年より盛り上がった。もちろん藤井さんバレンタイン賞のニュー

また旅人なり。

スは言うまでもない。酒向さんにはクラブから
“LINE スマートスピー

（参加者：宇田川、相川、酒向、鈴木、山﨑）

カー”なる今時の商品をプレゼント！とても喜んでいただき、何にし

館内ワーク

ようか三日三晩悩んだ私は至極満足でした。
（参加者：藤井、香取、小松、島田、相川、山﨑、酒向、宇田川、安藤メン＆メネット、
駿河、草分、市﨑）

宇田川敬司
恒例のプール解体後、館内ワー
クがとても良いお天気の中実施

東陽町センター夏祭り2018

されました。
リーダーはあの森泉さんのお
宅を TV『ボンビーガール』でリ
フォームした、『 ズッキー』こと
鈴木メン！ ボンビーガール効果か、総勢５０名以上の保護者や子供
たち、ワイズメンが集まりました。
今回は、遊具や外壁のペイントを中心にベンチの補修などを行い
ました。
日ごろ DIY に不慣れなお父さんも子供たちにカッコいい姿を見せ
ることが出来たようです。又、子供たちは、普段では絶対にやらせ
てもらえないペンキ塗りを一生懸命に行っていました。
鈴木メンの注意もむなしく、ジャングルジムの塗装では、中でペ
ンキを塗っている子がいるのに外からどんどん塗ってしまう子もお
り、体中ペンキだらけにしてで脱出する微笑ましい？姿も見られまし

山﨑常久

た。

夏の終わりの風物詩、東陽町センター夏祭りが今年も盛大に開
催されました。 江東クラブの担当は焼きそば３００食を炒めあげて売

気球への意気込み

り切る事。この崇高なミッションにクラブ一丸となり取り組みました。
数年前から YMCA ファミリーの一体感醸成の思惑で学生ボランティ

宇田川敬司

アさんが応援でチームに加わってくれています。 今年の応援は中国

西日本を襲った豪雨によって、被災にあわれた方々に心よりお見

からの留学生の美女２名！このうら若きシャオメイの加勢にチーム江

舞い申し上げるとともに、亡くなられた方やそのご家族にお悔やみ

東のボルテージはメーターを振り切るまで上がりまくり、厳しい残暑

を申し上げます。

にもかかわらず、他の清涼飲料水や冷やしうどんを尻目に完売１番

“気球に乗って、心の晴れ間を取り戻そう！”

乗りの快挙を成し遂げました。応援のお二人の音楽のような澄んだ

７月某日、私たちの江東ワイズメンバーの元に東日本大震災の時

美声の呼び込みの「炒麺！好吃！真的好吃！来来！」のフレーズはロー

に気球の搭乗会という形で一緒に募金活動を行ってくださった、
『バ

レライの精霊よろしく次から次へとお客を虜にしたようで、お二人

ルーングループ 風まかせ』の西澤さん（江東幼稚園の保護者だっ

に心より感謝申し上げると共に、呼び込みに捕らわれた面々に対し

た方）から、「今回の西日本豪雨災害もとても甚大な災害！一緒に

ては、なんて単純な人たちだろうと呆れかえった晩夏の午後でした。

支援活動を！」との強い意気込みのお声かけを頂きました。 当クラ

謝々！

ブの渉外担当香取メンのお力のもと、江東区の後援を取り付け、9

（参加者：宇田川、相川、香取、香取メネ、草分、小松、藤井、山﨑、幼稚園パパ、園児、
留学生１、留学生２）

月 23 日チャリティーランの当日に木場公園で『西日本豪雨災害支
援

熱気球チャリティ搭乗会 inTOKYO』を開催いたします。
当日は、早起きして頂き早めに木場公園にお越しください。都内

で気球に乗れるチャンスは中々ありません。この機会に西日本の災
害復興を願いながら、気球に是非ご搭乗ください！
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江東ワイズ

２０１８年８月役員会議事録
２０１８年８月３０日

江東ＹＭＣＡ

江東ワイズ

19：00～

①9月8日

①９月８日プール解体、補修ワーク確認
例年通り実施

②災害支援気球係留ボランティア打ち合わせ

２０１８年９月６日

プール解体ヤキトリ

江東ＹＭＣＡ

館内補修ワークの確認

☆ヤキトリ 9：30集合
☆補修ワーク 13：00 スタート

②9月講師例会に関して

９月23日開催
③９月本例会に関して

２０１８年９月第一例会議事録

確認

父兄50名参加予定

担当 Ｂ委員会「カンボジアの現状」大房明良氏 9月20日
③西日本豪雨支援の気球係留、チャリティーランに関して

当日はオープン例会とするため参加者の人数が把握できない為、食

9月23日

事を無しとする。幼稚園父兄の参加も声がけする為18：30開始と

木場公園

☆気球

⑤区民祭り出店の件に関して

する。

集合5:30

19：00～

☆チャリラン

本年は出店せず。

18：30～
集合8:30   

⑥インド・クマールさん来日の件

④区民祭りに関して

10月例会を10/18→10/16に変更してお迎えする。

今年度は不参加とする。
⑤チャリティーランに関して ワイズランナー
菅原さん、宇田川さん、鈴木さんを予定。

⑦藤井さん祝賀会の件
希望の会場が抑えられていない為、日延べも含めて会場を再検討。
⑧関東東部部会の件 9月29日 浦和バプテスト教会13：30～ 9/15までに

10月本例会を16日（火）に臨時変更しお迎えする。
⑦藤井さん祝賀会
打ち合わせ続行中。

その他

⑥インド

出席者

クマールさん来日の件

クラブ単位で申込み

宇田川、酒向、本間、鈴木、菅原、草分、相川、佐藤、西澤（気球

チームより）

ス
ユー
集！
間特
調月

出席者

ジャガイモ受付開始、申し込みは宇田川さんまで。
 0月8日東京ＹＭＣＡ会員部ソフトボール大会開催。委員長は鈴木
1
メン。

宇田川、安藤、藤井、香取、小松、島田、鈴木、駿河、山崎、相川

リーダーとしての、この夏の思い出
こ かわ み の り

粉川美乃里（シナモン）

強

柳町英佑

現役最後の夏キャンプ。 今年は 4 本

参加しました。 夏キャンプを終え感じたこ

眠い目をこすりながら子どもたちは初

とは、
「子どもとリーダーのパワーは凄い」

めての経験と再会を楽しみに、 大型フェ

「やっぱりキャンプって楽しい」でした。

リーに乗り込み伊豆大島へと向かいまし

今回、どのキャンプにも初めて経験す

た。 早朝に伊豆大島に到着するとマリン

るリーダーがいました。1 日目はワクワク

ズの子どもたちやコーチの方々に歓迎さ

した気持ちの中にどこか不安を抱えた姿

れ、初めての子どもたちは恥かしそうに、
そして二回目の子どもたちは久しぶりの

がありました。しかし私が見ていて思ったのは、｢初めて｣ の壁を
越え、2 日目以降は子どもに向き合い、「リーダー自身が心から楽

再会ができたことに、とても嬉しそうでし

しんでるな」
「自然と声が出て江東らしいあたたかい雰囲気が出て

た。いつもと違う場所と雰囲気の中で行われる大会でしたが、３年
生が２年生に声をかけチーム一丸となり一生懸命に取り組み、よい

いるな」と思いました。

手も自信がつき、少し表情が変わっていました。 参加賞にクワガタ

んな楽しいキャンプ初めて｣ ｢楽しかった｣。

最終日に子どもたちが言いました。｢また明日も泊まりたい｣ ｢こ

経験の場になりました。 大会が終わる頃にはどこか不安げだった選

た。 大会終了後には伊豆大島の綺麗な海をみんなで楽しみました。

リーダーたちの輝く姿と子どもたちの笑顔や成長が見られるキャ
ンプは本当に楽しいです。

年でサッカーリーダー２年目となり、子どもたちともより深く関われ

豊かな素敵なリーダー達と可愛い素敵な子ども達と過ごしたキャン

をもらった子どもたちは、普段見慣れないクワガタに興味津々でし

キャンプはあっという間に終わってしまいましたが、江東の個性

ゴーグルをつけ海に潜ると魚が見える程とても綺麗な海でした。 今

プの思い出はずっと私の心の中に残り、永遠に終わることはないで

一緒に様々な経験をし、私自身も少し成長をすることができたよう

す。

な夏の体験でした。

お ぐら あ す か

小倉明日香（ぱく）

ひらさわ

平澤

私は、この夏初めて江東センターの「海

だい

大（ボール）

私は、この夏初めてリーダーとして３つ

あそびキャンプ」に参加しました。 正直、

のキャンプに参加しました。 普段は週に１

リーダーになって約３ヶ月の私には、とて
も不安なことばかりでした。しかしリー

回、実習としてサッカーをやっています。

電話がけをしていくうちに、早くみんなと

が初対面でした。 そのような中、３，
４日

なっていきました。

りましたが、楽しみでもありました。

キャンプでは、ほとんどの子どもたち

ダー会での話し合いや子どもへの直前の

間一緒に過ごすということで緊張感があ

キャンプに行きたいという気持ちが大きく

キャンプを通して思ったことは、子ども

キャンプ中は毎日ぐっすりと眠れるほど子どもたちと共に体を動か

しました。

たちに自分の声をうまく届けることの難しさです。 普段とは違った

細なことでも褒めること」
「叱る時はしっかりと」という姿勢で、どの
ように声かけをしたら子どもたちの良さを引き出せるかについてとて

しまい、なかなかまとめることができませんでした。あらかじめやる

この 4 日間を通して、子どもたちの笑顔を見ている時が 1 番嬉
しいと感じました。多くの時間をかけてキャンプの準備をしてきたこ

もたちが話を聞いてくれるようになってくるので、キャンプはすごい

て、メンバーと素敵な経験をしていきたいと思います。

も生かしていきたいです。

環境の中で生活していくということで、自然とテンションが上がって

今回、リーダーとしての子どもへの接し方を特に学びました。「些

ことを決めていても、子どもたちの圧に負けてしまい、言われるが

も考えている先輩リーダーたちの後ろ姿がとても参考になりました。

ままの時もありました。しかし、日を追うごとに、だんだんと子ど

とへの達成感を味わいました。 私はこれからもリーダーの一員とし

なと思いました。
この夏でリーダーとしていい良い経験ができたので、サッカーに

3

ＹＭＣＡニュース
メ ネ ッ ト 会 長 を お 受 け し て 	
 

熊本ジェーンズクラブ便り	
 
30 周年を迎えるにあたって	
 
江東センター＆幼稚園の報告

石井	
  美津子	
 
今年度、メネット会長に就任する
ことになった石井こと前田美津子で
す。昨年度、菅原陽子メネット会長
のもと会計を担当した時点で、次年
度の会長を引き受けるのではと、か
すかな覚悟は芽生えておりました。
今までの良き伝統は踏襲しつつ、
なるべく参加し易く、楽しく、充実
感を持ちながら、社会貢献の出来る
江東幼稚園
会であれば、と願っています。
８月２８日（火）から夏季保育が始まりました。そして９月３日
日常は、設計・教育の仕事で忙しくしておりますので、土日の
から２学期のスタート。
限られた時間でのメネット会の活動になると思います。私の本来
真黒に日焼けした子どもやお母さん！？が戻ってきました。
の性格は、ちょっと抜けていて、面白いことが好き、でも足りな
いのは忍耐・努力です。
夏まつり
この何かと足りない私の資質を、メネットの皆様のそれぞれの
会員部主催のオール東京のイベントが８月25日（土）、東陽町
良き個性で補っていただき、充実した一年間をともに過ごせてい
センター１階 ＹＭホール＆アトリウムで開催されました。各コ
ければと願っています。
ミュニティーセンター、在京ワイズ、委員、リーダー、スタッフ
メネットの皆様、メネットとともに歩んでいらっしゃるメンの
が一丸となり模擬店を出店したり、イベントを盛り上げたりしま
皆様、どうぞ、よろしくお願い致します。
した。
江東ワイズは『焼きそば』の模擬店を出店しました。約300
食、無事に完売しました。朝早くからありがとうございました。
Y M C A ニ ュ ー ス 	
 

30 周年実行委員長	
  	
  時任	
  幸四郎

キャンプ

江東クラブの皆さま、はじめまして。来期、ジェーンズクラブ
は創立 30 周年を迎えますが、平成 28 年 11 月に予定しておりま
す周年祭などの記念事業に向けた 30 周年実行委員会の委員長を
拝命いたしました時任です。
今まで 5 年毎に周年祭を行って来ましたが、30 周年となると私
自身もチャーターメンバーの一員として、何か感慨深いものがあ
ります。今期から実行委員会を開いて、メンバーの皆さんと構想
わんぱくデイキャンプ（8/21〜23：年中～小学２年生対象）
を練り、計画を立て、そして記憶に残るような周年祭を実施した
暑い3日間でしたが、「子どもたちはわんぱく団」の団員にな
いと思っています。
り、水遊びや公園でのレクリエーションなど、様々な体験をしま
した（ディレクター談）。
特に交流の面では、手始めとして 4 月にＩＢＣクラブの釜山世
海あそびキャンプ（8/10～13：小学生対象）
宗ウィメンズクラブを、メンバー11 名で訪問して交流を深め、30
シーカヤックがメインプログラムでした。4日間大きな天候の乱
周年行事へのお招きをしました。また、今年の 10 月に予定して
れもなくシーカヤックを満喫できました！（ディレクター）
いる、DBC クラブの京都トゥービークラブと熊本での交流会で
どろんこin道志キャンプ（8/15〜17：小学生対象）
は 30 周年に向けてのアドバイスを頂きたいと思っております。
沢登り、川あそび、天然プール、火起こし……と、多彩なプロ
昨年から江東クラブさまともブリテンを通して交流させていた
グラムを体験し楽しみました。
３本のキャンプが無事に終了いたしました。多くの子どもたち
だいており、改めて感謝いたします。今期で 56 期となられる貴
が参加をしてくれました。また多くのリーダーの関わりがありま
クラブから見ますと、まだまだ若輩クラブではありますが、ジェ
した。この夏、子どももリーダーも大きく成長をしたことと思い
ーンズクラブの 30 周年へ向けて、貴クラブともさらに深い交流
ます。
が進めばと考えておりますし、さらには、これからの私どものワ
イズ活動が拡がり、深化させていくきっかけになればと考えてい
ます。
サッカークラス
この 7 月には第一回実行委員会を行い基本構想を作っていきま
全国YMCAサッカー大会に出場し、御殿場の時之栖へ行ってき
すが、
メンバー全員が参加して、
多くの皆様にもご来熊いただき、
ました。（8/20〜22：小学校３年生～６年生）
来年の
30
周年を楽しみたいと思っております。
成績は、
・u-１０（３年生～４年生）は優勝・３位
・u-１２（５年生～６年生）は優勝

江東センター＆幼稚園の予定
担当主事	
  草分	
  俊一	
 
▼会員芸術祭
プール解体＆園内ワーク

第１８回目となる会員芸術祭が６月２２日～２７日の間、東陽町セン
９月８日（土）ＡＭ～プール解体 ／ＰＭ～園内ワーク
ターで開催されました。
園児の保護者とのよき交わりのとき！特にお父さんたち！！
▼今後の主な行事日程
一緒に汗を流し！乾杯し！！語り会いましょう！！！
【江東】 ・幼稚園は７月１６日（木）終了式
講師はＴＶおなじみの『ずっきー』こと鈴木ワイズです。
・お楽しみ保育（お泊り保育）：７月１７日（金）～１９日（日） 山中湖 C
ワークの内容は、園庭遊具・外階段手すり・木製塀のペンキ塗
り、園庭の木製机・椅子・すのこの修理です。
・夏季保育：８/２６～２９、プール解体＆園内ワーク：９月５日（土）
・休館日：８月９日（日）～１６日（日）
■ 幼稚園
始園式：９月３日（月）
【オール東京】 ・夏まつり ：８月２９日（土） 東陽町センター
■ センター バザー：１１月１１日（日）
・第２８回ユーズボランティア・リーダーズフォーラム：９/１１～１３
日程のお間違いがないように！
・第２９回チャリティーﾗﾝ：９月２３日（祝：水）
都立木場公園
■
センター クリスマス会：１２月１日（土）
・ソフトボール大会：１０月１２日（祝：月）

ユニクロサッカーキッズin東京ドームに出場してきました。
（8/20）
u-６（年中～年長）の大会に出場をしてきました。

オール東京の予定
6 月第一例会報告	
 

6 月 4 日（木）19：00～	
  	
  	
  	
  於	
  江東センター3F
第31回ユーズボランティア・リーダーズフォーラム

出席者：石井、宇田川、香取、小松、篠田、島田、鈴木、中野、
９月７日（金）～９日（日）山中湖センター
藤井、本間、草分、会進行：宇田川副会長
第32回インターナショナルチャリティーラン
◎協議、決定事項
９月23日（祝：日）
次期からは第一例会と役員会を兼ねる。呼び方は従来通り第一例
都立木場公園
会とする
江東ＹＭＣＡ＆江東幼稚園＆江東ワイズの協働により、今年は
ホームページ作成：今期予算をつけ検討する。	
 
４チームをエントリーしました。
関東東部部会特別委員会を設置する。
江東クラブからは菅原さん、宇田川さんがランナーとしてエン
トリーをしました。
6メン、メネット、コメット、マゴネット……子どもたちが参加
月本例会報告	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  書記：石井
する「こどもラン」もあります。是非、お越しください。
秀夫
ソフトボール大会
6 月 18 日（木）19：00～	
  於	
  江東センター3F
10月８日（祝：月）、第35回会員ソフトボール大会が開催され
出席者：相川、安斎、石井、宇田川、香取、草分、酒向、篠田、
ます。大会委員長は鈴木ワイズメン！です。
島田、鈴木、中野、藤井、会進行：宇田川副会長
リーダー、保護者、ワイズメンでチームを構成いたします！
◎報告、協議事項
是非、ご参加を！！応援のみでもOK!!!
・広義、休会、退会の報告申請、ロースター修正報告も完了。
・ホームページ作成について：旧管理者の寺尾氏に了承を得た。
・次期予算案の説明があり、
質疑については一部修正し確認する。
編・集・後・記
◎決算案報告と質疑：篠田会計担当

30 周年実行委員長就任挨拶をする時任委員	
 
（2015.6 月例会）
クワガタカップ（伊豆大島）に出場してきました（写真は右上）
（7/25〜28）
・4年生 優勝
・2，3年生混合チーム 敢闘賞

2018年9月

今後の予定

  9月  6日（木）
  9月  8日（土）
  9月20日（木）
  9月23日（日）

第一例会
プール解体（ヤキトリ）・館内補修ワーク
本例会（カンボジアの現状講演）
西日本豪雨災害支援気球係留・
チャリティーラン
  9月27日（木） 役員会
  9月29日（土） 関東東部部会
10月  4日（木） 第一例会
	
 
10月  8日（月・祝日）会員部ソフトボール大会
25
周年記念例会にはくまモンもお祝いに来場
10月18日（木） 本例会
（2012.5 月記念例会）
10月25日（木） 役員会
10月28日（日） 藤井さん祝賀会

経験したことの無いような台風の被害、被災地には心からお見舞

7 い申し上げます。どんな風にも吹き飛ばされない体づくりのため
月の予定	
 

2今日もビールを流し込む！！
第 1 例会、16 本例会、25 関東東部評議会、31~アジア大会
メタボのＴ．Ａ

4

4

8 先月の原稿の集まりが良かったので今月は手綱を緩めました。失
月の予定	
 
敗でした。

（T.Y）

