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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）

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）
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）

9 月本例会

金丸関東東部部長公式訪問（担当：B 委員会）

渡辺大輔

日

ワイズメンズクラブ東日本区ではユース事業として、
YIA（Youth Involvment and Activities：ユースの参画、活動）
、YEEP（Youth
Educational Exchange Program：ワイズ子弟の高校留学生交換事業）
、STEP
（Short Term Exchange Program：ユース海外短期交流プログラム）を行っ
ています。
YIA 活動は、AYC/IYC の補助や、部主催ユース事業の補助、オープンフォー
ラム・Y などが行われています。YEEP は、ワイズ子弟の高校生交換留学と
言うことで年齢（15 ～ 18 歳）の幅も狭く派遣が難しく、しばらく東日本区
からの派遣が行われておりません。
STEP は、ワイズメンの活動に理解のあるユース（18 ～ 25 歳）が 3 ～ 12
週間の短期でワイズメンの家庭へホームステイするプログラムです。東日本
区からは昨年久しぶりに東京八王子クラブから派遣が行われました。また、
受入れでは近年、2019 年にはパハニさん（スリランカ）
、2016 年にはエスベ
ン君（デンマーク）
、2015 年にはマトベイ君（ロシア）が来日しております。
また、東日本区が主催しているユースボランティア・リーダーズフォーラ
ムです。ユースボランティアリーダーズフォーラムというのは、今年 32 回目
で、東日本区エリアの YMCA より経験２年未満のリーダーが一堂に会し２
泊３日で研修を行います。毎年各クラブより２万円拠出いただき、その運営
費並びに、参加者の交通費の補助として使わせていただいております。
今年度は、北海道、盛岡、仙台、群馬、とちぎ、千葉、埼玉、東京、横浜
の各拠点からリーダー、カウンセラー、スタッフ合わせて４８名でした。
先日行われた北海道部大会では、この夏に仙台で行われた AYC に参加し
たユース２名の報告会が行われました。是非、各クラブでユースをご招待い
ただき、参加したプログラムの報告会などを通じて交流を持っていただけれ
ばと思っております。
2020 年 8 月 10 ～ 16 日には、デンマークで IYC が行われますのでその際に
は各クラブからの推薦お待ちしております。
最後になりますが、ユース事業へのご支援、ご協力いつもありがとうござ
います。はっきりとした結果はなかなか見えづらいと思いますが、今後とも
よろしくお願いいたします。

21 名
内広義会員 3 名
休会 0 名

東日本区理事 山田敏明（十勝）

		
主題

2019-20 ユース事業主任

8 月出席者
8 月出席率
メンバー
14 名 78% (16/18)
メネット
0名
コメット
0名
ビジター
0名
ゲスト
0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！！ ）

強調月間は「ユース」です

8 月会員数

sep

アクティブファンド
7 月まで
2282375
8 月分
10650
特別支出
▲ 210000
残高
2083025
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 月 19 日（木）
9
18 時 30 分～ 20 時 30 分
江東ＹＭＣＡ
301・302 号室
会計：島田徹君

時

ところ
受 付

プログラム
司 会
開会点鐘
ワイズソング・ワイズの信条
会長挨拶・ゲスト紹介
ゲスト挨拶		
60 周年行事準備委員会開催

相川達男君
山﨑常久君
酒向裕司君
山崎常久君
金丸関東東部部長
小松 60 周年行事委員長

ハッピーバースデイ・結婚記念日
ハッピーバースデイ
メン
酒向裕司君・草分俊一君
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

今月の聖句

『
「自分を低くして、この子供のようになる人が、
天の国でいちばん偉いのだ。
」
』

マタイによる福音書 18 章 4 節

今後の予定（9 ～ 10 月）
９月１９日（木）
９月２３日（祝）
９月２６日（木）
１０月３日（木）
１０月５日（土）

本例会 金丸関東東部部長公式訪問
チャリティーラン
役員会
第１例会 ６０周年準備
関東東部部会 江東６０周年記念祝会

ニコニコボックス
7 月まで
21000
8 月分
0
8 月その他
10640
利息
10
累計
31650

クラブ役員
会長
山﨑常久
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

納涼例会・宇田川前会長慰労会の報告

をしているとき、山﨑さんから「しめはラーメンですね！」
と私にとって、とっても魅力的なお言葉が。
本間さんは次の日のご予定のため、残念ながらお帰りに
なられましたが、その他のメンバーで山﨑さんご推薦のラー
メン屋さん「京都銀閣寺ますたにラーメン」に徒歩で向い
ました。
夜の日本橋散歩。途中、日本橋の横に来年 2020 年東京
オリンピックの五輪オブジェを見つけ皆で記念撮影、少し
蒸し暑い夜でしたが、まったりとした時の流れの中を少し？
酔いのまわった方々との散歩はなんだか特別なときとなり
ました。
山﨑さんお勧めの「ますたにのラーメン」は期待を裏切
らないとても美味しいラーメンでした。是非、皆さんにお
勧めしたいと思います。
いつもでしたら次の日の事を考えてしまい二次会に参加
させて頂くことに躊躇する私ですが、夏休み中とのことも
あり最後まで加わらせて頂きました。日本橋の夜散歩、有
名ラーメン店での夜食、ワイズならではの納涼会二次会、
三次会となりました。

大原真之介

盛夏真っ只中の 8 月 10 日、宇田川前会長の１年間のご
活躍と感謝慰労を主旨とした納涼例会が行われました。場
所は日本橋三越の本館屋上「グリルテラス日本橋」銀座の
ど真ん中で行なう本格的な BBQ 体験です！！最高のお肉と
最高のビール、そして会場スタッフによる焼き加減や焼き
方サポートの体制も整っており、暑気を吹き飛ばし！鋭気
まさにを養う！まさに「最高！！」
（矢沢永吉さん風）に楽
しい会でした。
6 月まで獅子奮迅のご活躍をされた宇田川前会長、江東
YMCA 幼稚園の在園児・卒園児の想いを乗せたカンボジア
くま T プロジェクトは記憶に新しいところですが、日本中・
世界中 “ 必要 ” とあれば、何処へでも駆けつけハッピーをお
届けする行動力の凄さ、またどんなに大きなことでも小さ
なことでも真剣に、耳を傾け、心を砕き物事に取り組んで
いくお姿は、仲間でありながら、心よりリスペクトするも
のであり、ワイズとして活動できる喜びはここにあるのだ
と背中を見せて教えて下さった思いがございます。宇田川
前会長本当に１年間お疲れ様でした！！！！
納涼会にて親睦も深まり今後に向けての話は付きないも
ので、現会長の山崎さんと共に始動した「山崎プロジェクト」
の実現に向けて、この日３次会のこってりラーメン屋さん
まで引き続いていったことは、翌日のお腹の痛さの副作用
を伴いました、これもまた心地の良いものでした。

東陽町センター夏まつり報告
相川達男

毎年恒例のＹＭＣＡ東陽町センターの「夏まつり」が 8
月 24 日（土）に開催されました。
江東クラブは例年通り「やきそば」の提供を担当という
事で指令を受け、クラブから選りすぐりの精鋭が集結しま
した。朝一番の作業はキャベツ切りの仕込みからスタート、
かつて区民祭りで鍛えた腕には 300 人分の仕込みはあっと
いう間です。特に香取メンの包丁さばきは絶品で、新入会
員の大原メンへ手ほどきもしながらキャベツの大きさ、芯
の取り方、包丁の角度など細かな指導が成されていました。
バックヤードの焼き方では、鉄板の手入れから始まり 10 時
頃から試作を兼ねた第 1 回目の調理が始まりました。今回
は 1 回の仕込み量が麺 4 ｋｇで 9 回の焼き予定です。いつ
ものことながら、1 回目は麺の蒸しがもう少し長い方がい
いとか、塩コショウをもう一振りとか、ソースをもう少々
とか、Ｋ松メンの細かな指示が飛びます。当日は 35 度を超
える猛暑の中での調理、ジリジリと照りつける太陽と鉄板
からの熱気で気絶しそうになりながら、体温調整のための
「生ビール」を注入し続け順調に作業続行。ＹＭＣＡの日本
語学校で学ぶベトナムからの留学生も応援に参加してくれ
初めて焼く日本のやきそばを体験してくれました。東陽町
センターが縮小され、過去に比べると決して集客状況が多
いとは言えませんが、東陽町の様々なプログラムに参加す
る子供達や、日頃は江東センターに通う子供達が遠征して
参加してくれるなど、ＹＭＣＡを楽しもうという人たちが
次々と訪れて 300 食のやきそばも閉会を待たずに完売する
事が出来ました。東陽町夏まつりの楽しみの一つに周りの
クラブとの交流がありますが、今回もひがし、グリーン等
のクラブと隣同志で和気あいあいと楽しい夏のひと時を過
ごす事が出来ました。私も 50 半ば、いつまで炎天下でやき
そばを焼くことが出来るのか一抹の不安を覚えながら、心
地よい汗をかけたことに感謝の一日でした。

納涼例会二次会

－日本橋夜散歩からラーメン屋さんへ
駿河幸子

今年のワイズ納涼例会、日本橋三越屋上での高級感ある
バーベキューを楽しんだ後、山﨑さん・酒向さん・菅原さん・
本間さん・草分さん・大原さん・駿河で二次会へと向かい
ました。
三越からあまり離れない場所の創作ダイニングのお店で
（すみません、お店の名前は不明です）和気あいあいとお話

参加者

2

藤井、香取、小松、酒向、草分、大原、相川

ワイズガーデン

Change!2022 ニュース講読のお願い

本間 剛

「Change! 2022」は、ワイズ創立 100 周年となる

7 月 6 日（土）長梅雨の合間の曇り空の下、木場公園の
所定の川沿いのポジション、約 2,240㎡の土壌に、恒例と
なったキバナコスモスの種を約 3.6㎏植えました。
2 か月ほどで花が咲く品種なので、9 月初秋には、黄色の
花でいっぱいになり、通る人々の目を楽しませることと思
います。区役員会など他の行事と重なる中、休会中の石井
さんの助っ人も有り、早々に種を撒き終え、ワイズガーデ
ン後のひと時のメンバーでのコーヒータイム。
毎度のオヤジ話で盛り上がったけど、思いのほか蚊が多
かった。
。
。

2022 年をゴールとする東日本区の会員増強運動です。
目標とする人数は、1997 年に東日本区が発足した時

の会員数 1246 名です。この目標を達成するために、

会員増強に関連するニュースを発信しようと、東日本区
では「Change! 2022 ニュース」を毎月 15 日に発行

致します。是非お読みいただき会員増強活動のヒントに
していただければ幸いです。

この《ニュース》を読むことによってお互いに刺激をも
らい、与えあうために会員の皆様からも、会員増強に関

参加者；石井、香取、草分、小松、本間

連する記事の寄稿・投稿をお願いします。

・新クラブを立ち上げている
・こんな会員の誘い方がある
・新入会員の感想

・新しい会員増強のヒント

など、どのようなテーマでも随時受付けますので、記事
をお寄せください。

記事の送り先は、編集長の下記のアドレスへお願いいた
します。

itami@tailor-itami.com

なお、ワイズドットコム、会員全員メール（ロースター
に登録のある方）で配信しております。また、東日本区
ホームページにも掲載されます。

Change!2022 推進委員会

東京江東ワイズメンズクラブ
2018～19 決算書

2019～20

収入の部

予算

大項目

項目

数量

通常会費

通常会費(年６万円）

特別例会

特別例会 ６回

553,100

ファンド事業

じゃがいも

991,808 ジャガいも・アスパラ等

その他

寄付金等

20

金額(円）
1,200,000 担当主事除（40歳代48000円）

８月第１例会議事録

日時：８月１日 ( 木 )１９：００～２０：３０

数量

金額（円）

会場：東京 YMCA 江東センター

20

1,176,000

参加者：宇田川、大原、草分、小松、酒向、島田、菅原、寺
尾、山﨑
・８月の予定確認。納涼例会は三越屋上ビアガーデン。６０周年
も近いので役員会も開催。
・６０周年の行事内容話し合い。会場がアンフェリシオの大きな部
屋と決まったので、それに沿ったプログラム組み。幾つかの案が
出される。決定は後日。
以上

656,299
1,050,000

91,299 区民祭

200,000

前期繰越金

307,126

251,402

収入の部計

3,143,333

3,333,701

支出の部
大項目
負担金
各種献金

東日本区費

20

300,000 担当主事分含

20

300,000

８月役員会

議事録

関東東部関係

115,750 部費，部会費、ＣＳ，ＹＶＬＦ

115,250

２０１９年８月２９日

東日本区各種献金

168,900 ＣＳ，ＢＦ，ＴＯＦ，ＡＳＦ，ＦＦ，

197,050

江東ＹＭＣＡ 19：00 ～

ロースター

ロースター・広告費

47,400

47,400

通常例会

食事代・講師謝礼

256,640

269,200

特別例会

特別例会費用

476,534

525,000

ファンド事業

じゃがいも

689,468 区民祭含

820,000

クラブ事業費

Ａ委員会

交際補助金

会長・クラブ交際費

50,000 研修会、主事補助

50,000

その他

江東センター使用料

50,000

50,000

記念品、通信費等

21,600

21,600

ホームページ関係

25,661

30,000

予備費

10,000

50,000

251,402

199,201

①プール解体、館内ワークの件
9 月 7 日（土）9：30 集合 ヤキトリ300 本を提供
館内ワーク 鈴木メンをリーダーとして作業 園庭の新調した
時計のポール塗装
②チャリティーラン（9 月 23 日）の件
9 月 4 日（水）9 月 11 日（水） 木場公園で練習会実施
③ 60 周年に関して
3 部の催しに関し、ラグビーのハカを披露する メンバー 10 人
程度
大原メンより60 周年記念ソングのお披露目、皆感動の出来栄
え！
！
④ジャガイモの件
ジャガイモの入荷価格上昇につき販売価格を改定。
⑤カンボジアの件
本年もハンドキャリーで現地へ。渡航費用をクラブで捻出する
為に策を協議。
「ひがし」での活動報告時の広告掲載を条件に企業（ワイズ
メンバーなどの）より広告収入を検討。
以上

3,143,333

3,333,701

出席者 山崎、香取、小松、島田、寺尾、酒向、草分、宇田川、大原、相川

ＥＭＣ・リーダー親睦

0
88,000

80,000

80,000

80,000

Ｂ委員会
ワイズカップサッカー

0

ＹＭＣＡ諸大会

135,752 サッカー、ソフト，Ｃラン

その他Ｙサ事業

108,506 プール設置、解体他

ワイズガーデン

130,000
30,000

45,619

20,000

Ｃ委員会
109,250 編集、印刷、封筒，切手

119,000

ＤＢＣ／ＩＢＣ

112,851

200,000

次期繰越金
支払いの部計

0

ブリテン
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江東センター＆幼稚園の報告

オール東京の報告
▼夏まつり

▼キャンプ：

プールデイキャンプ（8/ ５：年中～年長対象）
：園庭のプールを
活用し、リーダーといっぱいプールで遊び、休憩時間にはスイカ割り！
卒園生の中学生のジュニアリーダーが数名、リーダー予備軍として
お手伝いしてくれました（写真❶）。
わんぱくデイキャンプ（8/ ２１- ２３：年中～小学１年生対象）：
暑い 3 日間でしたが、水遊びを中心に公園へ出かけ、様々な体験を
しました（写真❷）
。
海あそびキャンプ（８/ ７～９：小学生対象）
：神奈川県三浦半島
に行ってきました。台風の影響でシーカヤックができませんでしたが、
磯遊びなどの海のプログラムを楽しみました（写真❸❹）。
どろんこサマーキャンプ （8/1 ５-1 ７：小学生対象）：信州の高
遠にあるキャンプ場に行ってきました。テント泊、カレーライスつくり
などなど、多彩なプログラムを体験し楽しみました。

会員部主催のオール東京のイベントが８月２４日（土）
、東陽町
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、スタッフが一丸とな
り模擬店を出店したり、イベントを盛り上げてくださいました。江東
ワイズは『焼きそば』の模擬店を出店。約３００食、無事に完売し
ました。益金はＹＭＣＡが行う社会貢献活動のために用いられます。

▼第 10 回キッズワールドカップ in 韓国

８月５日～９日、東京ＹＭＣＡとパートナーシップ関係にあるソウル
ＹＭＣＡの主管により、ソウルＹＭＣＡのキャンプ場にて開催されま
した。アジアを中心に 4 カ国のＹＭＣＡが招待され、東京ＹＭＣＡ
から８名（江東コミュニティーセンターサッカークラス所属の小学生
６名とインターナショナルスクールの児童２名）が参加しました。国
を越えて試合や懇親プログラムを通して交流を深めました。東京ＹＭ
ＣＡチームは 3 位に入賞しました。

▼サッカークラス

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
ました。（8/20-22：小学校３年生～６年生）（写真❺）
成績は、・u- １０（３年生～４年生）は優勝・２位・４位 / ・u１２（５年生～６年生）は準優勝
■ 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/ １
2）
（写真❻）
・u- ６（年中～年長）の大会に出場をしてきました。
■ クワガタカップ
（伊豆大島）に出場してきました。（7/2 ３-2 ６）
（上
の写真）
・2 年，3 年生混合チーム：４位 /・２年生Ａチーム：５位 /・２年
生Ｂチーム：６位
■

❶

❷

❸

❹

❺

❻

編・集・後・記

▼江東センター＆幼稚園の予定

ソフトボール大会：１０月１４日（祝：月） 大宮グランド
今年は江東センターが主管を担当します。運営のお手伝いを募集し
ています！大会委員長は鈴木ワイズメン！です。リーダー、保護者、
ワイズメンでチームを構成いたします！是非、ご参加・応援を !
■ バザー１１月１０日（日）
■ センター おとな・こどもクリスマス会：１２月７日（土）
■

▼オール東京の予定

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
江東クラブからは菅原さん、
鈴木さんがランナーとしてエントリー。
「こ
どもラン」もあります。是非、お越しください。
■

■ ついに我が家も犬を飼う事になった。犬は飼い主に順位を付けるらしい、当然現在の私の順位は最下位。犬が居なくても昔か
ら変わらぬ安定のポジション。ワオーン！ Ｔ．Ａ
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