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2019 〜 2020 年度
東京江東ワイズメンズクラブブリテン

アジア地域会長 田中博之（東京多摩みなみ）

		

主題 勇気ある変革、愛ある行動！（Innovation with courage, action with heart!）
副題「みんなで力を合わせて、１･２･３」
（Hop，Step and Jump）

休会 0 名

東日本区理事 山田敏明（十勝）

		
主題

紡ごう ワイズのこころ

関東東部部長 金丸満雄（東京ひがし）

7 月総会 （担当：役員会）
と

き

受

付

司

会

2019 年 7 月 25 日（木）
江東ＹＭＣＡ
301・302 号室
会計 島田徹君

ところ

「笑門来福、笑う門には福来る、笑って
いこ～」 私が常日頃から心がけ、友人の誕
生日メッセージには必ず送っている、学校の試験には絶対に出題され
ない非公認四字熟語です。何かするのであっても、しかめ面してやっ
ても笑いながらやっても結果は変わりません。だったら笑いながらやっ
た方が楽しくていいし、人も集まって来るし、又、やろうという気分に
なるのではないか、そう考えています。今年度の江東クラブの活動方
針もまさにそれ。皆で明るく楽しくやっていきながら人を増やせたらと
考えています。ではどのように？ 別に今までと何一つ変わることはあり
ません。今までのウチのクラブの活動を明るく楽しく続けていくだけで
す。御理解いただくべく、今までの私たちの活動を振り返ってみましょ
う。「ワイズは所属している YMCA センターとの関りを親密にして、セ
ンターに関係している人達から新入会員を増やせばいいじゃないか」
何十年も前から藤井さんが声を大にして東日本区に呼びかけてきまし
た。他クラブはどうか知りませんがウチはそうしてきました。センター補
修作業で幼稚園の保護者と一緒にペンキ塗りをしたり遊具を修理した
り、チャリティーランでは合同チームを結成し、練習会や反省会も行い
ました。ワイズカップサッカー大会では会場サポートから当日の豚汁差
し入れを、ワイズガーデンは作業に保護者や園児を誘い、今ではスピ
ンオフとして YMCA キッズガーデンにまで発展しています。ファミリー
スキーやボウリング大会を企画したりYMCA ソフトボール大会に合同
チームで参加したり、新年落語寄席例会に園児を招待したり、カンボ
ジアに卒園児の制服を持っていく事で保護者のワイズへの関心を高め
たりもしてきました。親睦会＆バザーの打ち上げを合同で開催すること
で互いの顔も見えてきています。そうです、今までの皆さんの活動の
おかげで、かつてないほどワイズと保護者の距離は近づいています。
あとは気持ちよく入会していただいて、一緒に楽しくやっていけばいい
だけの事です。そのためにも会費を下げて、１０人の新しい仲間を６０
周年の記念すべき年に迎えようではありませんか。

内広義会員 3 名

国際会長 Jennifer Jones（オーストラリア）

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）

山﨑常久

21 名
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主題 Building today for a better tomorrow（より良い明日のために今日を築く）

スローガン On the MOVE!!（ さあ動こう！！ ）

明るく！楽しく！
大増員！

6 月会員数

jLY

プログラム

開会点鐘
会長挨拶
食前の感謝
食事

総会議事（1） 議長選出
・前年度事業報告・発表・承認
・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
総会議事（2） 議長選出
・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
総会終了

書記 相川達男君
宇田川敬司君
宇田川敬司君
担当主事 草分俊一君

司会 相川達男君
会長 宇田川敬司君
Ａ / Ｂ / Ｃ各委員長
会計 島田徹君
司式 藤井寛敏君
司会 相川達男君
新会長 山崎常久君
新会計 島田徹君
Ａ / Ｂ / Ｃ各委員長

スマイル・結婚記念日・各種報告		
閉会点鐘
新会長 山崎常久君
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

『求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そう
すれば、見つかる。門をたたきなさい。そうすれば開かれる。
だれでも、求める者は受け、探す者は見つけ、門をたたく者
には開かれる。
』


6 月出席者
6 月出席率
アクティブファンド
メンバー
13 名 72% (13/18) 5 月まで
2259397
メネット
1名
6 月分
1960
コメット
0名
ビジター
0名
残高
2261375
ゲスト
0名
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5 月まで
6 月分
累計

マタイによる福音書
ニコニコボックス
91950
1960
93910

7章7～8節

クラブ役員
会長
宇田川敬司
副会長
山崎常久
会計
島田徹
書記
相川達男
直前会長
酒向裕司
連絡主事
草分俊一

副会長抱負
副会長

えることができました。 今年度は山﨑会長の
もと、東京江東クラブが６０周年を迎える年に
なります。 令和最初の年度、会長の『メンバー
大増員！』の目標を達成すべく、お力になれ
るように頑張って参りたいと思っております。 昨年度か
ら始まった、カンボジア制服寄贈プロジェクトも江東セン
ターを巻き込み更に活発な活動にしていきたいと思います。
リーダーシップある、山﨑会長の斬新な発想に、私自身つ
いていけるか心配ではありますが前進あるのみ！

市﨑 俊一

個人的には今年度もあまり活躍できる自信は
ありませんが、山﨑会長を陰ながら陰ながら応
援していく所存です。会長に万が一のことが
あった場合に備え、なるべく例会や行事にも参
加できるよう頑張ります！！

副会長とＣ委員長を拝命して
副会長／Ｃ委員会委員長

役員抱負

酒向裕司

2019-2020 年度の山崎会長の元、副会長と
C 委員長を拝命しました。ブリテン委員を継続
していて、昨年度の編集委員長の山崎氏が会長
になったので、ブリテンはお手伝いしないとい
けないなと思っていたので、自主的にブリテン
編集委員長を引き継いだのですが、C 委員長も拝命するこ
とになりました。ブリテンは皆さんの記事が最も大切です。
最近は記事をお願いできるメンバーに苦労することが多く
なりましたが、皆さん、嫌がらずに引き受けてください。
また、副会長は安藤さんに代わり引き受けることになりま
した。役不足は否めませんが、一年間、よろしくお願いし
ます。

2019-2020
書記

Ａ委員会委員長 相川達男

突然のご指名ではございますが。。
。今期Ａ委
員長を務めさせて頂く相川でございます。そも
そも「Ａ委員会は何をするんだったっけ？」と
言うところからの委員長なので自分でもかなり
不安なのですが、以前の資料を見ると「ＥＭＣ」
「ファンド（献金）管理」「ＬＴ」などクラブ内部の運営を
円滑にする事が主たる役割となっています。即ち、
「ＥＭＣ」
で新入会員いっぱい獲得して、
「ＬＴ」でワイズのトレーニ
ングをするという正に今の江東ワイズがやるべき事が山盛
りの委員会という事です。どうか皆さまの絶大なるご協力
をお願いいたします。

江東クラブ書記職相川の抱負

B委員会委員長 ズッキー

相川達男

令和元年山崎さんを会長にいよいよスタ－
ト で す。 私 が 会 長 の 時 は 東 日 本 区 の 中 で は
YM( ヤングマン ) でどのクラブから羨ましいと
言われ早 10 年、当時のメンバ－も皆さんも活
躍していますが高齢化に向かっています、やは
り江東らしい、山崎さんの元、元気のある楽しいクラブに
するため、若手をメンバ－沢山増やしていくことを目標に
1 年間活動していきます。

昨年の宇田川年度に引き続き、本年度山崎年
度でも書記を務めさせていただくことになりま
した相川です。実は昨年度も思い描いたような
十分な職務を果たせていないのですが、2 年目
の再チャレンジという事で見守っていただきた
いと思います。昨年の反省①議事録等の配信に遅れ、抜け
が多々あった。②次月の予定の配信が遅かった③皆さんの
例会、行事への出席を促す策が全然出来ていなかった。等々
他にも反省点山盛りです。こんな私ですが、クラブメンバー
30 名を目指す山崎会長のアシスト頑張りたいと思いますの
で宜しくお願いします！！

江東ワイズ 60 周年
60周年記念例会実行委員長

1959 年 10 月 18 日 に 設 立 さ れ、60 周 年
になる東京江東ワイズメンズクラブ、当時の
チャーターメンバーの平均年齢は 27 歳、会員
数は 25 名と聞いています。ほとんどが江東
YMCA に繋がるレクリエーションを通じて会
が構成されていたようです。あれから 60 年が経過して現在
の会員の平均年齢は 60 代、会員数は 21 名、ほとんどが卒
園児の父兄と変貌いたしましたが、活動事業は変わらず伝
統を維持しています。特に地域奉仕活動は、クラブの看板
事業といっても過言ではありません。現在八ヶ町連合運動
会の始まりは「記録会」のネーミングで近隣の子供達を集め、
徒競走のタイムを低学年は 80m、高学年は 100m とサイズ
のメンバーが各々ストップウォッチで計測しタイム優秀者」
を表彰していました。このイベントはしばらく継続いたし
ましたが、最終的には八ヶ町町会に委嘱される形となり地
域貢献に大きな役割となりました。これから 70 周年、80
周年と江東ワイズの歴史は刻まれますが、YMCA と協働で
社会貢献の活動の輪をより一層広めて行くでしょう。来る
10 月 5 日の記念祝会には世界や日本全国からワイズが集ま
りますが、“ 江東ワイズ ” らしさを出席者に存分に発揮する
場にいたしましょう

2 期目の会計に臨んで
会計

島田徹

昨年、Ｋ取さんから、
『島田君は仕事から会
計は得意なんだから最適だよ』と言われ、軽い
気持ちで引き受けてしまい、期中では、金銭出
納帳と手持ち現金が全く合わず、メンタルが弱
い私が本気でうつ病になるのではと心配しまし
たが、記入ミスが判明し何とか決算にこぎつけたところで
す。
前期は、食事を館外で行うことが多かったので、飲むの
は嫌いではないので、最後適当に締めることが多く、出納
帳と現金のチェック時にあれっ？と思うことがあったので、
今期はそうならないように適度に飲むようにしたいと思っ
ています。

山﨑会長年度の抱負
直前会長

小松重雄

宇田川敬司

昨年度、皆様にお支えいただき、会長としての役目を終
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東京江東ワイズ

2019 年～ 2020 年

委員会分担表

事業

責任担当

補佐

事業

責任担当

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

小松

市崎

ワイズ
サッカー

大原

草分

DBC

小松

香取・藤井

じゃがいも

宇田川

相川・駿河

ユース

大原

宇田川・山﨑

IBC

藤井

山﨑・宇田川

各種献金

島田

柳澤

菊地

佐藤・草分

ブリテン

酒向

スマイル
管理

プール
組み立て解体

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

岡田・草分

新規事業

宇田川

香取

備品管理

柳澤

草分

ワイズ
ガーデン

草分

香取・本間

会員親睦

寺尾

新会員
獲得
新会員
幼稚園

本間

LT

佐藤

藤井

夏祭り

小松

菅原

オープン
ハウス

小松

菅原

① 7 月 13 日関東東部評議会の件
出席予定者 山崎会長
江東クラブからの議案提案は無し
②今期決算、来期予算案に関して
島田会計より経過報告有。7 月例会で再確認。
③ 8 月納涼例会に関して
8 月 10 日（土） 錦糸町又は日本橋のビアガーデンで予定
④来期（山崎年度）ＡＢＣ委員会メンバー検討
おおよその案決定 第 1 例会で発表
⑤ 60 周年行事に関して
アンフェリシオンの会場確定。次回以降詳細検討。

江東ワイズ

酒向・宇田川

2018-2019 年度納会
菊地茂徳
6 月 22 日（ 土 ） 精 華
楼にて盛大に開催されま
した。一年宇田川会長や
杭の皆様大変御苦労様で
した。そして次期会長の
山崎さん一年楽しくワイズ盛り上げていきましょう。
最後にメンバー一同、安藤さんのご冥福をお祈りします。

参加者 山崎、宇田川、酒向、島田、草分、小松、相川

出席者：相川、宇田川、大原、香取、菊地、草分、小松、
酒向、佐藤、島田、駿河、藤井、山崎、ゲスト：国井

2019年7月第1例会議事録

２０１９年７月４日 江東ＹＭＣＡ 19：00 ～

① 2017 ～ 2018 期決算確認 
島田会計より説明。
② 2018 ～ 2019 予算案確認
島田会家より説明。ほぼ前年通り。
③ 2019 年 7 月 1 日時点メンバー数などクラブ状況確認
半年報内容確認
メンバー総数 21 名 （内広義会員 3 名）
④ 8 月納涼例会、宇田川直前会長お疲れさん会の件
8 月 10 日（土）を予定
近隣ビアガーデン
⑤関東東部部長公式訪問に関して
7 月 25 日
（木）本例会時を予定していたが 9 月 19 日に変更（関東東部部長の都合）
⑥新年度ＡＢＣ委員会の委員長、メンバーの件
後日メールで配信
⑦総会の件
会長、ＡＢＣ委員長の事業報告、会計報告、準備お願いします。
新会長、ＡＢＣ委員長の事業報告、会計予算案の発表準備お願いします。
⑧ 60 周年に関して
10 月 5 日 16：30 亀戸アンフェリシオンに決定 会費 8000 円
着席で開催 催しとして燕路師匠に高座をお願いする。
⑨その他
総会にて会費の改定を議案として審議する。
ＩＢＣ 7 月 21 日夕刻に会食の予定。
出席者 山崎、藤井、小松、島田、寺尾、駿河、草分、本間、酒向、宇田川、大原、相川

■

佐藤
相川・菊池・

バザー

2019 年 6 月 22 日 江東ＹＭＣＡ 17：00 ～

編・集・後・記

相川・菊池・

鈴木

江東ワイズ ２０１９年6月役員会議事録

酒向・相川・
宇田川・草分

今後の予定（７月～９月）
７月１3 日（土） 第１回関東東部評議会 東陽町センター
７月１8 日（木）～ 7 月 21 日（日）

アジア大会 仙台

７月２5 日（木） クラブ総会（本例会）
８月１日（木）

8 月第 1 例会及び役員会

８月１０日（土） 納涼例会 宇田川直前会長慰労会
８月２４日（土） 東陽町夏まつり

ラグビーワールドカップまであと〇〇日。ついに二けた。ゴルフのスコアは三ケタ。

T.Y

■ 帯
 広のＤＢＣクラブの方からお土産を頂いた。朝ドラになぞらえて「夏どら」と言う名のどら焼き。
。。とても美味しかったが素晴

らしい商魂に脱帽。。。見習いましょう！

ＴＡ
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ＹＭＣＡニュース

江東センター＆幼稚園

われた。夏のキャンプを想定し、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、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たい。そしてリー
ダーの更なる飛躍を望んでいる。

▼プール設置

６月８日（土）、朝早くか
ら園児のお父さんを中心
にプール設置作業が行わ
れた。
♡園庭の隅に焼き鳥屋を
設置！
• 園舎の屋上からプール
のパーツをバケツリレー
で園庭へ下す（お父さん中心）
♡炭に火をつける！
• パーツを水洗いする（お母さん中心）
♡焼き鳥を焼きだす！
• パーツを組み立てる（お父さん中心）
• プールの内側を拭く（お母さん中心）
• ♡焼き鳥３００本焼き切る！
• 完成
• 焼き鳥を食べる
♡印江東ワイズの方々の仕事ぶりです！
毎年、この焼き鳥を江東ワイズの方々が、園児のお父さんたちよりも早く
に園に足を運び、そして暑く、蒸し蒸しの中、長時間、炭火で美味しく焼
いてくださり、ありがとうございます。

■山中湖センター編

・参加者：リーダー３５名、スタッフ１４人
・特徴：キャンプ経験の少ない初心者リーダーが多く、キャンプ体験を通し
て、リーダーとして必要な技術の習得や役割の理解をねらいとした
・トピックス：ボートやカヌー、火つけに野外炊事の体験。自然観察のプ
ログラムでは生き物、植物を感じ、身近にあるのを使ってクラフトを行った。
そしてグループタイムを通して隣人へ寄りそうこと、他者とのつながりが人
格形成をしていくことを学んでいった。
＊写真２枚

■野尻キャンプ編（加藤談）

・参加者：リーダー４５名 スタッ
フ７名・ＯＢＯＧリーダー８名、計
６０名
・特徴：水上プログラムのヨット系・
カヌーカヤック系・ローボートなどの操作習得など
・トピックス：他のキャンプではなかなかない、
「火返し」というキャンプファ
イヤーの火を最終的に湖に返すという儀式を行った
この火は、生活で使うランプの火から全て繋がっているものである。

東京ＹＭＣＡ
▼ 6 月 21 日

定時評議員会

公益財団法人東京ＹＭＣＡの役員、評議員が選任された。また同日、山
手センターにて「役員・評議員感謝会」が行われ、長年のご奉仕に感謝し、
定年等で退任される役員・評議員に感謝の盾を贈呈した。
理事：菅谷 淳氏（代表理事） 秋田正人氏 飯 靖子氏 藏知 浩氏
神保正男氏 星野太郎氏 三谷高康氏 山添 仰氏
監事：小町正人氏 進藤重光氏
評議員：古賀 博氏（評議員会会長） 青山鉄兵氏 伊藤幾夫氏 上田
晶平氏 尾崎久美子氏 小原史奈子氏 上條直美氏 東矢高
明氏 中内俊一郎氏 中村基信氏 西川嗣夫氏 長谷川康一氏
林 正人氏 松下欽三氏 桃井明男氏 湯浅 慶氏 渡辺誠二
氏
退任理事 ：宮内友彌氏 若槻史郎氏
退任監事 ：並木信一氏
退任評議員：上原靖弘氏 小原武夫氏 勝田正佳氏 久保田貞視氏 田
中壽夫氏 山崎美貴子氏 山本 和氏

今後の予定
▼江東センター＆幼稚園

・次年度入園希望者対象の説明会：７月６日、８月３１日、１０月５日
・次年度入園希望者対象の見学会：７月２日、６日、
・終了式：７月１１日（木）
・７月１２日～１４日：おたのしみ保育（年長クラスお泊りキャンプ：東京
ＹＭＣ A 山中湖センター）
・ピアノ発表会：８月４日（日） 【深川江戸資料館】
・夏季保育：８月２８日（水）～３１日（金）
・プール解体＆館内ワーク：９月８日（土）
・バザー：１１月１０日（日）

▼東京ＹＭＣＡ

・東京ＹＭＣＡ夏まつり ８月２４日（土） （東陽町センター）
・第２０回アジア・太平洋ＹＭＣＡ大会：９月２日～６日
（東山荘）
・国際協力一斉街頭募金 ９月１４日（土） （新宿駅周辺）
・第３３回インターナショナル・チャリティーラン ９月２３日（祝・月）
（都立木場公園）

▼オール東京夏季実技リーダートレーニング

毎年恒例の夏季実技リーダートレーニングが、６月１４日（金）～１６日
（日）の２泊３日、山梨県南都留郡の山中湖キャンプ場、６月２１日（金）
～２３日（日）の２泊３日、長野県の信濃町にある野尻湖キャンプ場で行
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