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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
スローガン On the MOVE!!（ さあ動こう！！ ）

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）
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）

Ｓｅｒｖｉｃｅ）

8 月例会（納涼例会）
（担当：Ａ委員会）
2019 年 8 月 10 日（土）
グリルテラス日本橋
東京都中央区日本橋室町 1-4-1 日本橋三越本店本館 屋上
ＴＥＬ 050-3468-4921
メン 6000 円 メネット 4000 円
コメット（小学生以下 1000 円）
島田徹君
小松重雄君
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今更ではありますが、毎年 8 月はＣＳ（Ｃｏｍｍｕｎ
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こと地域社会奉仕の強調月間です。ＣＳはワイズメンにとって核
とも言うべき最重要の活動ですが、クラブとして新たな事業を立
ち上げたり、従来の活動を維持していくことが大変な労力を要す
る事も確かです。私たちの東京江東クラブは東京ＹＭＣＡの江東
センターを活動の拠点としていますが、1 つのセンターに 1 つの
ワイズメンズクラブと言うＹＭＣＡとワイズの結束が強固な物に
なれる、見方によっては大変恵まれた環境に置かれています。そ
のおかげも有って東京江東クラブは、江東ＹＭＣＡ、江東ＹＭＣ
Ａ幼稚園と連携して様々な地域奉仕事業を行う事が出来ていま
す。
「ワイズカップサッカー」
、木場公園の花壇のお世話を園児に
お手伝いいただく「チャイルドガーデン」
、災害復興支援のため
に公園での「気球体験搭乗会」又、ＹＭＣＡサービスとも言える
江東ＹＭＣＡ幼稚園の様々な行事への協力、支援などワイズの存
在意義を実感できる活動が沢山有ります。余談ですがこのような
クラブだからでしょうか直近 10 年の間に東日本区の地域奉仕事
業主任を 3 名（3 年間）がお引き受けしています。
ところで、そもそも地域奉仕活動とは？ とロースター（ホー
ムページ）を紐解いてみると「各クラブは、区のＣＳに参加する
とともに、関係ＹＭＣＡと協力して、その地域社会の求めに応え
る奉仕の実践を心がける。従って、ＣＳとは、大は地球社会の、
小は近隣社会の隣人への奉仕活動であるといえる。
」とあります。
要するにワイズの信条に有る「自分を愛するように隣人を愛そう」
という事が原点となり近隣、地域の皆さんのために活動をすると
いう事です。簡単なようで難しい事とも言えますがこれからも地
域に愛される江東クラブでありたいと思います。

休会 0 名

東日本区理事 山田敏明（十勝）

		

相川達男

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）

2015-2016 地域奉仕事業主任

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）

地域に愛される
江東クラブに

7 月会員数

AUG

会

費

受
司

付
会

プログラム
山崎常久君
山崎常久君
藤井寛敏君

開会点鐘
会長挨拶
乾 杯
食事・歓談

ハッピーバースデイ・結婚記念日

スマイル

令和元年の夏……1 分間スピーチ
各種報告

閉会点鐘

山崎常久君

ハッピーバースデイ
メン
市﨑俊一君
メネット 菅原陽子さん、小松敦子さん
結婚記念日 なし

今月の聖句

『そしてその人に、
「手を伸ばしなさい」と言われた。
伸ばすと、もう一方の手のように元どおり良くなった。』
マタイによる福音書

7 月出席者
7 月出席率
アクティブファンド
メンバー
16 名 89% (16/18) 6 月まで
2261375
メネット
1名
7 月分
21000
コメット
0名
ビジター
0名
残高
2282375
ゲスト
0名
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ニコニコボックス
6 月まで
7 月分
10000
7 月その他
11000
累計
21000

12 章 13 節

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

!
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7 月本例会、総会報告
相川達男

7 月 25 日（木）今年のキックオフ例会、クラブ総会が開
催された。開会点鐘はその時点での会長、宇田川さんです。
山崎新会長ご推薦の「今半のミニすき焼き」の食事を堪能
した後、第 1 部の総会議事が議長に選出された宇田川会長
の進行で始まりました。宇田川会長の事業報告、ＡＢＣ委
員長の報告、島田会計による決算報告が成され万事承認さ
れました。役員の交代式が藤井元国際会長の立会いで行わ
れた後、第 2 部の総会議事へと進み山崎新会長が議長に選
出され、新会長の方針、事業計画、新ＡＢＣ委員長の方針、
島田新会計の事業予算案が発表され概ね承認されました。
予算案に関しては一部修正の案が出され次回例会時に報告
と新たな承認を受ける事となりました。新年度からの新た
なメンバー会費の変更も決定され、新たな体制での江東ワ
イズがスタートしました。
出席者 宇田川、香取、菊地、草分、小松、酒向、島田、
菅原、鈴木、駿河、寺尾、藤井、柳澤、山崎、相川

7 月 19 日大会初日
開会式 祝辞 仙台市長 郡 和子氏ほか / 国際会長就任式
公開講演会 「復興と防災の未来」
第１部 宮城県知事 村井嘉浩氏「東日本大震災からの復興と防災
への取り組み」
第 2 部 危機管理教育研究所代表 国崎信江氏「あなたと子供を災
害から守る方法」
ワイズ・YMCA アワー
報告 「各地での災害支援レポート」仙台

YMCA 総主事 村井伸夫
氏 / 日本 YMCA 同盟主事 光永尚生氏
直前アジア太平洋地域会長主催 晩餐会
「さとう宗幸 ミニコンサート」青葉城恋唄他
仙台すずめ踊り、日本両区メネットによる踊り
7 月 20 日（大会第 2 日）
4 グループに分かれての震災関連のエクスカーション

アジア太平洋地域会長主催晩餐会
ユースによるパーフォーマンス
カルチャーナイト
アジア太平洋各区、韓国エリアによるパーフォーマンス
7 月 21 日（大会第 3 日 最終日）
IBC 締結式
国際表彰・各種報告
表彰 ベスト理事賞・エルマークロー賞・ブースター賞
報告 国際報告 国際書記長 ジョーズ ベルギース／アジア太平洋
地域報告 同書記 利根川恵子ワイズ／ユースコンボ―ケーショ
ン報告 ユース代表
プロモーション
第 29 回アジア太平洋地域大会 2021 年 台湾 高雄市
第 74 回 国際大会 2020 年 デンマーク オーデン市
東京駅着後、IBC 台中長栄クラブ 4 人と夕食会
（参加者：相川、安斎、宇田川、小松、酒向、藤井 & メネット、山崎）

関東東部評議会
山﨑常久

7月18日地域会長杯争奪ゴルフ大会

藤井寛敏

大会の前日、利府ゴルフ倶楽部にて約 20 名の参加者で行われ
た。小生は当日の東京から組の山崎さん、ハワイからのセトさん
と吉田紘子さんと 4 人で回った。セトさんは 82 歳と思えぬ豪快
なショットを連発、山崎さんはベストショットでないにも関わら
ず小生のベストショットをオーバードライブし、年の差を痛感し
た。表彰式は国際議会が終わった国際議員や大会準備のため前泊
の東西のワイズが参加した前夜祭の席上で行われ、幸運にも小生
が優勝、田中会長よりカップと賞品を頂いた。あとホテルで IBC
蔡さんと交流。

震災に耐えた松島を巡って
（語り部クルーズ→東松島→松島)

東 京 の 迎 え 盆、 ７ 月 １ ３ 日 ( 土 ) １ ３ 時 よ り 東 陽 町
YMCA ホールで２０１９－２０２０年度第１回関東東部評
議会が開催されました。金丸部長の人柄の出た柔らかい雰
囲気の評議会でした。プログラムに従い部長挨拶と方針演
説、各主査挨拶、活動報告、会計報告と審議がなされ、承
認を経て一休み。再開は小松さんの江東６０周年の PR から。
金丸部長の絶大なサポートを受け、関東東部部会の懇親会
をからめての開催であること、柳亭燕路師匠の落語が余興
であること、会場までのバスがあることが発表されました。
次に各クラブの今期の活動方針が各会長よりなされ、簡単
な質疑応答で評議会は終了。クラブ数が多いので時間がか
かりますね。各クラブ何分と制限を設ければもう少し間延
びしない会になると思います。１７時からは場所を近場の
ホテルのレストランに移して懇親会。ランダムにスピーチ
タイムがありましたが、経験値によってなじみの差が出て
しまうので、簡単な自己紹介を義務付けたらよかったと思
いました。
（参加者：小松、山﨑）

宇田川敬司

アジア大会２日目のエクスカーション。某クラブの S 竹君か
ら声が掛かり、前日から引き続きマーシャルで参加。しかし、S
竹君はエクスカーションで見ることはありませんでした ( 笑 ) 閑
話休題 語り部クルーズでは、なぜ松島の島々が津波の影響をや
わらげた話や旧野蒜駅のでは実際に来た津波の高さに目印があり
恐怖を感じました。震災から８年が経ちましたが、今だ海岸線は
空き地が多く復興の道のりは長いと感じました。松島散策では、
牡蠣どんを発見！甘辛い味付けに舌鼓打ちました。

コースNo2

藤井寛敏

（大会 2 日目は 4 つのコースに分かれ震災被災地をバスで訪
れる企画で、
）私は No2 の「津波の現実と再建」のコースに参加
した。南三陸町の戸村地区では近くの地区で家を流されたという
語り部の佐々木恵子さんに説明を受けた。同地区の戸村小学校の
300 余名の児童は校長先生の指示の下、いち早く訓練通り、裏
の高所に無事に移動し、1 段高い五十鈴神社で一夜を明かしたそ
うである。その後、我々は、近くのホテル観洋で昼食を摂った。
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ここは震災直後クラブの有志で当地に住むメンバーの菅原さんの
親戚を見舞い、近くの海岸の清掃作業をした後泊まったホテルで、
まだ営業再開直後であったので宿泊客は警察官と自衛隊員しかお
らず、少しでもお金を落としてくれるとありがたいというホテル
のスタッフに従い小宴会をしたホテルである。その後石巻に移動
し、例の校庭にいた 78 名の児童のうち 74 名と 11 名の教員の
うち 10 名が亡くなった大川小学校の跡地を訪れた。ここでの語
り部は別の小学校で教員をしていた方で、ご自身のお嬢さんをこ
の大川小学校で亡くされたという。津波当日の状況の説明は無念
を抑えての説明であった。戸村小学校のように日ごろの訓練によ
り他の多くの児童が助かったと聞くが、様々な事情が重なったの
であろうが大川小学校のような例を聞くと何ともやり切れない気
持ちになった。

Grand Marshal

御免でエクスカーションと AP ナイト。３日目の出番は９時半か
らだからゆっくり行きましょう、と、のんびりしていたら現場は
大変な事に。初顔合わせの時に 2 回も自己紹介するのは変だか
ら IBC 締結セレモニーが終わってから登場する段取りを打ち合
わせたのだけれど全体にそれが伝わっておらず「山﨑が来てな
い！」
「あいつ、飲みすぎて起きられないんだ！」等々の大騒ぎ
になっていたようです。皆さん、失礼しました。決して飲みすぎ
でも寝坊でもなく自信をもってのんびりしていました。さて、閉
会式。ここで壇上の方々の思い付き提案が連発され往生しました
が、笑ってごまかして原稿の大幅カットで凌ぎました。HCC の
皆さん、こんな Grand Marshal でゴメンなさい。けど、
流石はジェ
ニファー新国際会長、私たちが最後の台詞を言うまでは席を立た
ず、セレモニーの全てを見届けていた姿が印象に残りました。皆
さん、お疲れ様でした。再見！

DBC・IBC交流会

山﨑常久

第 28 回アジア太平洋地域大会で総合司会＝ Grand Marshal
を務めさせていただきました。当クラブの藤井さんバランタイン
賞受賞祝賀会ではっちゃけていたら目立ってしまったようでまさ
に青天霹靂、正直、冗談言ってもらっちゃ困るでしたが、生来の
楽天的な性格で深く考えずにいいですよと返事をしてしまったの
が後の祭りの始まりでした。原稿があればなんとかなるだろうと
高をくくってのぞみ、１４日に初顔合わせと日本語台本確認を行
い、１６日に英訳原稿を利根川さんからいただき、読んでみてそ
の仕事の大変さにオッたまげましたが、今更、後には引けない。
久しぶりに窮地に立たされました。原稿のフォントを大きくして
プリントアウトして、読めない単語、発音の怪しい単語をスマホ
で確認してカタカナ振り仮名だらけの原稿を自分用に作り直し、
流れをイメージしたのが仙台に発つ前日の晩。さらに差し込み要
請を受けましたが適当にいなし、はやぶさの中で再確認。ゴルフ
して前夜祭で飲んで適当に挨拶して結構な二日酔いで当日が来て
しまいました。９時過ぎに会場入りして相方の渋谷さんと振り分
けを打ち合わせて、いざ本番。なんとかなるもんですね。幾つか
の急な要請を頓智でやっつけて初日を凌ぎました。２日目は御役

小松重雄

仙台で開催された第 28 回アジア太平洋地域大会に参加して
いた DBC の十勝クラブと IBC の台中長栄クラブと交流の時を持
ちました。
十勝クラブは、山田東日本区理事が大会実行委員長ということ
で、今回は 12 名参加していました。来年の東日本大会も控えて
いるのでメンバーの活気を充分に感じさせられた交流会となり酒
量も増え、2 日目の仙台の夜は和やかな雰囲気の中お開きとなり
ました。3 日目は、江東から参加の 8 名で仙台名物 “ 牛タン ” の
名店で昼食と堪能。最近このような機会での会食が少なかった中
で、会員同士の良い意味での親睦の場であったと思います。帰り
は新幹線の同じ車両にて帰京。新たに京都プリンスと IBC 締結
を結んだ台中長栄の 4 名のメンバーと東京駅近くの居酒屋にて
IBC 交流。ブリしゃぶも台中の方々にとても好評で来年の台湾区
理事就任式のことで大いに盛り上がりました。ただ、この就任式
と東日本大会が同時期の為、クラブ内の調整が必要になることを
再確認した今回の IBC 交流会となりました。
出席者 相川・安斎・宇田川・小松・酒向・藤井夫妻・山﨑
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ＹＭＣＡニュース

江東センター＆幼稚園

今後の予定

お楽しみ保育
年長組の子どもたちが、７月１２日～１４日の２泊３日、山中

江東センター＆幼稚園
・休館日：８月１０日（土）～１７日（土）

り、カヌーなどお友達と協力をしながら楽しみました。

・定例野外活動【小学生：どろんこ】お泊り会：８月１５日（木）

湖のキャンプ場へ行ってきました。 キャンプファイヤー、山登

・海のキャンプ：８月７日（水）～１０日（月）
～１７日（土）

プール開放
夏休みが始まりましたが、園児とお母さんが元気に登園して

・デイキャンプ：８月２１日（水）～２３日（金）

夏に負けぬ子どもたちが気持ちよさそうに遊んでいます。

・始園式：９月２日（月）

キャンプの準備
リーダー会が毎日のように行われています。デイキャン、海遊

・ソフトボール大会：１０月１４（日）

・夏季保育：８月２８日（水）～３１（土）

きます。園庭の大きなプールの開放に遊びに来ています。暑い

・プール解体＆園内ワーク：９月７日（土）
・バザー１１月１０日（日）

びキャンプ（宿泊）
、定例活動「どろんこ」の宿泊活動を予定

しています。

東京ＹＭＣＡ
・認可保育園「ＹＭＣＡ保育園ねがい」
（世田谷区船橋）の運

この夏の経験を糧に、子どもたちと一緒にリーダーも成長し

営を開始しました。

ていきます。

プール解体＆園内ワーク
９月７日（土）ＡＭ～プール解体

７月１日より２８名の園児を迎え、開園に先立ち行われまし

た６月２９日の開所式には、保坂展人世田谷区長をはじめ、近

／ＰＭ～園内ワーク

隣保育園関係者や民生・児童委員、ＹＭＣＡ関係者など、約

園児の保護者とのよき交わりのとき！ 特にお父さんたち！！

７０人の参加がありました。引き続き午後に実施しました内覧

一緒に汗を流し！乾杯し！！語り会いましょう！！！

会には、近隣の方々など３０名余りの訪問があり、スタッフの

ぜひ、ご予定ください。

案内により施設を見学いただきました。

・広島原爆資料館所有「サダコと折鶴パネル展」８月１日～９
日（東陽町センター）

・夏まつり

日 時：８月２４日（土） １１：３０～１５：３０
会

場：東陽町センター１階『ＹＭホール 』＆アトリウム

オール東京の行事です。各センター、在京ワイズ、コミュ

ニティー活動委員、リーダー、スタッフが一丸となって、
模擬店を出店したり、イベントを盛り上げたり・・・・・・・・・・

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２０回アジア・太平洋ＹＭＣＡ大会 ９月２日～６日（日本
ＹＭＣＡ同盟東山荘）

・第３２回ユーズボランティア・リーダーズフォーラム
９月６日（金）～８日（日）山中湖センター

・国際協力一斉街頭募金 ９月１４日（新宿駅周辺）

今後の予定（8 月～９月）
８月１０日（土）
８月２４日（土）
８月２９日（木）
９月５日（木）
９月７日（土）
９月２３日（祝）

編・集・後・記

・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：

納涼例会
東陽町夏まつり
役員会
第１例会
プール解体、館内ワーク
チャリティーラン

月）

都立木場公園

・ソフトボール大会：１０月１４日（祝：月） 大宮グランド

・東京－フロストバレーＹＭＣＡパートナーシップ４０周年記念
会 １０月１９日（東陽町センター）

■ 暑い！暑い！梅雨明けが遅くなったと思ったら、急激な猛暑。体が全然ついていかない。
。。「こんな時は「精華楼」（江東ワイズ
の溜まり場）の冷やし担々麺でも食べて元気出すか！。。」……ほとんど病気である。。。ワイズに毒されている。。。体が弱ってもワイ
ズがチラつく。。。ヤバイ。。。（ＴＡ）
■ 梅
 雨が明けると鰻とタイ料理が食べたくなります。誰か御馳走してください。
（T.Y）
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