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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）
紡ごう ワイズのこころ

休会 0 名

関東東部部長 金丸満雄（東京ひがし）

東京江東ワイズメンズクラブ
60 周年祝会プログラム

今期、関東東部の会員増強事業主査を務めております千葉クラブ
の徳永です。
すでにご高承のとおり、2019 年 7 月より、東日本区では 2022 年
のワイズ設立 100 年をゴールとする中期会員増強運動「Change!22」
がスタートしております。本運動は 5 人以上の新クラブ結成やフェ
イスブックの作成等により、2022 年に東日本区発足時の会員数 1,246
名を目指すもので、関東東部としても我が事として全員で会員増強
に取り組んでいきたいと考えております。
こうした中、関東東部 11 番目のクラブとして、現在、船橋市を活
動拠点とする（仮称）千葉ウエストクラブの設立に向けた準備が進
んでおります。千葉クラブの全面的な支援の下、昨年 12 月に設立準
備委員会を立ち上げ、7 月には設立準備会と名称を変え、具体的な
事業内容等の検討が進んでいる状況にあり、何とか今期中の設立を
実現したく、引き続きご支援、ご協力を賜れば幸甚に存じます。
また、会員増強に関しては、金丸部長が今期 20 名の入会を目標と
して掲げておりますが、すでに東京ひがしクラブで 4 名、東京ベイ
サイドクラブで 2 名の入会者があり、11 月には川越クラブで 1 名の
入会が予定されております。東京江東クラブにおかれましても、山
﨑会長の強力なリードの下、新入会員 10 名の獲得に向けて各種取組
みがスタートしており、関東東部としても大きな期待を寄せており
ますので、引き続き宜しくお願い申し上げます。
最後になりますが、この度のクラブ設立 60 周年と先日の記念パー
ティーのご盛会、誠におめでとうございます。小生も参加させてい
ただきましたが、皆さんの熱気にすっかり圧倒されてしまいました。
特に、迫力満点のあのオールブラックス「ハカ」
、そして真之介さん
作詞・作曲記念ソングの合唱は深く印象に残りました。準備もきっ
と大変ではなかったのではないでしょうか。次の 70 周年、そして
100 周年に向けて、東京江東クラブのますますのご発展を祈念申し
上げます。

内広義会員 3 名

東日本区理事 山田敏明（十勝）

		
主題

浩一（千葉クラブ）

21 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）

関東東部会員増強事業主査

9 月会員数
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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！！ ）

みんなで伝えよう、広げよ
う、強めよう、ワイズの輪
徳永

oct

2019 年 10 月 5 日（土） 17：00 ～於 亀戸アンフェリシオン
司会 本間 剛君 大木梨名さん
第1部
60 周年記念還暦寄席 柳亭燕路
第2部
記念式
物故者黙祷
開会点鐘・挨拶 東京江東ワイズメンズクラブ会長 山﨑常久君
祝辞
東日本区理事 山田敏明君／東京ＹＭＣＡ総主事 菅谷
淳様／東京ワイズメンズクラブ会長 加藤義孝君
60 周年記念事業目録贈呈／永年在籍者表彰 柳澤広繁君
閉会点鐘
山﨑常久君
第3部
懇親会
鏡開き
東日本区理事ＹＭＣＡ総主事 菅谷 淳様
関東東部部長 金丸満雄君／東京ワイズメンズクラブ会
長 加藤義孝君／十勝ワイズメンズクラブ会長 池田正
勝君／台中長栄ワイズメンズクラブ会長 ツェン・ワン
ファ君／東京江東ワイズメンズクラブ会長 山﨑常久君
乾杯
関東東部部長 金丸満雄君
台中長栄クラブご挨拶 台中長栄ワイズメンズクラブ会
長 ツェン・ワンファ君／十勝クラブご挨拶 十勝ワイ
ズメンズクラブ会長 池田正勝君
江東クラブ歓迎パフォーマンス／江東ＹＭＣＡスタッフより
しんちゃんと歌おう 大原真之介君
謝辞
60 周年実行委員長 小松重雄君
チクサク 江東ＹＭＣＡリーダー
10 月

今月の聖句

『彼自身は荒れ野に入り、更に一日の道のりを歩き続けた。
彼は一本のえにしだの木の下に来て座り、自分の命が絶える
のを願って言った。
「主よ、もう十分です。わたしの命を取ってください。わ
たしは先祖にまさるものではありません。
」
彼はえにしだの木の下で横になって眠ってしまった。御使
いが彼に触れて言った。
「起きて食べよ。
」
』
列王記 上 19 章 4 ～ 5 節

9 月出席者
9 月出席率
アクティブファンド
メンバー
16 名 89% (16/18) 8 月まで
2083025
メネット
0名
9 月分
17600
コメット
0名
0
ビジター
0名
残高
2100625
ゲスト
0名
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誕生日 9 日 菊地茂徳君、19 日 菅原 創君
結婚記念日 29 日 島田徹君 京子さん

ニコニコボックス
8 月まで
31650
9 月分
11700
9 月その他
5900
累計

49250

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

東京の運河でカヌー体験しませんか？
山﨑

１０月１日 ( 火 ) は朝から江東センターをアポなし表敬訪問
し、園は都民の日でお休みでしたが、事務をされていた尾
崎さんと郡司さんに大歓迎いただきました。浅草に行き仲
見世をひやかしロック座を眺めて適宜、買い物したら築地
にシフト。生魚が苦手という御主人に寿司を強要し、場外
市場を一巡りしたら銀座に。銀ブラして日産ショウルーム
のコンパニオンに質問攻撃したら一旦、西葛西のホテルに
戻り、西新宿の新宿サミットクラブで他クラブのメンバー
も交えてしゃぶしゃぶで歓迎会。小生からはラグビーオリ
ジナル釜石 T シャツを記念に贈呈しました。２次会は歌舞
伎町に連れ出しゴジラや風俗店を見せてまわりました。翌
２日はホテルまで車でお迎えして皇居を１周してから東京
駅まで。後は東日本区の板村さんに託しておしまい。

常久

9 月本例会（60 周年記念準備例会）
本間

9 月 19 日（木）金丸関東東部部長公式訪問ということで、
ゲストで、浅見さん ( グリーン )、徳永さん ( 千葉 ) にお越
し頂きました。金丸部長には、“ 紡ごうワイズのこころ ” の
主題を、ワイズの現状も踏まえながらお話いただき、スター
トしたものの、今例会はイレギュラーでしたが、60 周年記
念準備例会に殆どの時間を充て進行しました。
（もちろん事
前にお声掛けはしておりましたが。。。
）記念行事まで、一ヶ
月を切り、そろそろ皆も本腰を入れ、準備に入らねばとの
雰囲気になってきました。（特に私が。。。）小松実行委員長
のもと、プログラムの確認に始まり、出席者の状況、記念
品の確認、記念誌の纏めなど、恥じらいも無く、全て金丸
部長＆ゲストのお二人に、内情をお見せしながら、最終確
認をしていきました。ゲストの皆さんが帰られた後も、居
残り練習よろしく夜半まで、慎ちゃん作曲＆作詞の 60 周
年記念ソングの歌と、ハカのパフォーマンスを慎ちゃん＆
山崎隊長の指揮で猛練習でした。寺尾さんの音響も加わり、
大いに恰好がついてきた感。。でございます。頼まれてた司
会の準備もしとかにゃ。
。と思いつつ、♪カマテ カマテ カ
オラ～ ア～～ウパ～～♪

９月１５日 ( 日 ) の午前中、武蔵野多摩クラブの大輪さん
の題記の呼びかけに応えて大島小松川公園でカヌー体験し
てきました。他クラブからはたんぽぽクラブの小原史奈子
さん他、数名が集い、快晴の水辺でお椀の船に箸の櫂よろ
しく一寸法師体験をしてきました。こう見えて私、会社で
レガッタ漕いでました。戸田や鶴見川で幾多のレガッタを
経験してきた人間にとりカヌーなどチョロいもの、なんて
思っていたら全くの別物で、安定性は悪いは、直進性は無
いは、艇速は出ないはで結構、戸惑いましたが、コツを掴
めば何とかなるもの、楽しく浮かんできました。機会をい
ただきました大輪さん、ありがとうございました。

エストニア交流記
山﨑

剛

常久

参加者；( ゲスト；金丸さん、浅見さん、徳永さん ) 安齋、宇田川、香取、菊地、
草分、小松、酒向、島田、寺尾、藤井、本間、山﨑、大原、相川

エストニアの PARUM クラブのマリアナ会長御夫妻が
ワールドカップラグビー観戦に訪日、それに合わせて日本
のワイズメンとも交流を図りたいとのことでおもてなし。

9月第１例会議事録
日時：９月５日 ( 木 )１９時～

会場：江東センター

参加者：小松、本間、鈴木、香取、駿河、
藤井、寺尾、島田、山﨑
⓪活動報告：ワイズガーデン、納涼例会、東陽町センター夏祭り、区費
部費納入状況、チャリティラン練習会に関し、それぞれ参加したメンバー
から報告がなされた。
• ９月、１０月、１１月、１２月、１月本例会予定：９月６０周年余興練習会、
１０月６０周年を本例会に、１１月リーダー研修会報告、１２月クリスマス、
１月新年寄席という予定で行うことを確認。
• 関東東部レクリエーション（神田川舟の会）
：八王子の周年行事と被っ
ている。行けるメンバーで手分けして参加することに。
• じゃがいも：メンバーの協力のおかげで今年も３８０箱近くを発注できた。
納入日は決まり次第、追って連絡。
• チャリティランボランティア：社会体育専門学校の学生が色々、やってく
れるのでクラブとしては特にボランティアには応募しないことに。江東セン
ターとして４チーム出場することが何よりのボランティア。
• ワイズメンでいることのメリット：部内秘
• ６０周年関連：諸々、細かいことを決定。
• カヌー：武蔵野多摩クラブ大輪氏呼びかけに応じて９月１５日に大島で
体験会。
• その他：メネット文庫に関しては継続性を鑑み、初年度５万円、次年
度以降２万円を目途に支援を継続。原資は未定。
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プール解体報告

チャリティーラン
菅原

相川 達男

猛暑続きの夏が終わり、沢山の子供たちのはしゃいだ声
に包まれた園庭のプールも今年のお役目が無事に終了しま
した。例年の通りその活躍に感謝し園児父兄のお父さんた
ちを中心に解体作業が行われました。夏の間の汚れをみん
なで綺麗に洗い流し、一つ一つのパーツをお母さんたちが
タオルで拭いて仕上げます。綺麗になったパーツ達は来年
の 6 月まで屋上の倉庫でしばしの休憩に入ります。我々江
東ワイズのメンバーには毎年の光景ですが、関わってくれ
るお父さん達には 3 年又は 2 年の限られた期間の大切な
行事です。小さな子供たちの為に貴重な休日に疲れた体を
精一杯使ってのサービスです。そんなお父さん、お母さん
の活躍を少しでも労うために今年も江東ワイズは焼き鳥の
サービスを行いました。朝 8 時 30 分ころから火お越しを
開始、合計 300 本の焼き鳥を焼き上げます。夏が終わった
とはいえ昨今の 9 月初頭はまだまだ残暑厳しい時期です。
煙と熱と戦いながらの約 1 時間半解体作業の終了までに全
量焼き上げ完了。今年はメンバーの都合が合わず焼き方に
回れたメンバーが少なかったためご父兄からも助っ人を招
集。お手伝いのお父さんとコミュニュケーションを取りな
がらの有意義な時間となりました。これを機にワイズを理
解してもらえると嬉しいなと再確認したひと時でした。
参加者

９月２３日、
秋分の日。木場公園にて、
毎年恒例のチャリティー
ランが行われました。１周約１．
３ｋｍのコースを１周ずつ、１
チーム６人で走るレース。各チームからの参加費は、障害を持っ
た子どもたちがキャンプに参加するために使われます。
今回は東京全域から５０のチームが参加し、江東からは４チー
ムが参加。江東ＹＭＣＡ幼稚園の保護者と先生方、リーダー、
そしてワイズの混成チームで走りました。ワイズからは鈴木ワ
イズと菅原が参加。園児や保護者の大声援を受けながら、タス
キをつなぎました。
晴天で日差しが強く、暑い一日になりましたが、風も強く吹
いており、スタート直後の上り坂が向かい風というコンディショ
ン。みな最初の坂でペースを乱し、かなりバテながらも頑張り
ました。レースに参加するのは初めてという保護者も多く、出
走前は、緊張した表情でしたが、走り切った後は、やり切った
達成感からか、みなとてもいい表情でした。
このレースは、走ることで障害を持つ子どもたちのために役
立つことができるということだけでなく、仲間とこころを一つ
にすることができた充実感や、多くの方から声援をいただいた
嬉しさなど、いろいろなことを感じることができる貴重な機会
です。これからも参加していきたいのはもちろんですが、ＹＭ
ＣＡがこのレースを開催し続けられるように、ワイズのみんな
で支えていきたいと思っています。

山崎、鈴木、香取、草分、駿河、相川

館内ワーク
鈴木

創

チャリティーラン練習会

雅博

山﨑

館内ワークを 9 月 7 日に行いました今年も多くのご家族
の方にご参加いただきいろいろと仕事をして頂きました。
毎年ではありますが、園庭にジャングルジム、ブランコや
その他の遊具を塗装して頂きました。相変わらず子供たち
はペンキだらけでしたが、楽しく良い経験が出来たのでは
ないかと思います。今年は今までと違い木材を準備して椅
子や、テーブルを造ってもらい、余ったペンキで好き好き
に色を付けてもらいました。また、普段経験できないイン
パクトドライバーで組立も体験し、面白いワークが出来た
と思っています。来年も沢山の方に参加して頂きたいです。

常久

チャリティラン練習会
を９月４日 ( 水 ) １９時
から木場公園で行いまし
た。今年の江東センター
のユニフォーム、赤いシャ
ツで揃えてまずは準備運
動から。本番と同じコースを歩いてからヨーイドンで一斉に
走ってみました。走り終えたら魔法の水が用意されていて、楽
しく美味しくいただきました。魔法の水が足りない面々は近場
の餃子太郎に再集合し、さらなる魔法の水を流し込んでいまし
た。プラスマイナスで言うと明らかにマイナスですね。そんな
状況でしたが、何よりの収穫はワイズに入ってくれそうなお父
さん達と大いに親睦を深められたことです。この調子で１０名
入会の目標に邁進しましょう！
（参加者：宇田川、草分、菅原、駿河、山﨑）

今後の予定（10 〜 11 月）
１０月２４日（木）
１１月７日（木）
１１月１０日（日）
１１月２１日（木）
１１月２８日（木）
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役員会
第 1 例会
江東バザー
本例会 ユース例会
役員会

江東センター＆幼稚園の報告
プール解体：９月８日（土）、朝からプール解体が始まりました。

在園のお父さんたちがプールのボルトを外し、柵やパネルを取り除き、
そしてお母さんたちが各パーツをきれいに水洗い、水滴を取り除い
た後は、バケツリレー方式で屋上の倉庫へ！これが大変！！！
そしてその裏方で、汗！と煙！にまみれながら、ワイズメンの方々に
焼き鳥を焼いていただき、保護者の方々に美味しい焼き鳥を振舞い、
疲れを癒してくれました。

長組の教室で贈呈式を行い、参加していただいたメネットから子ども
たちひとり一人に本を贈呈し、文庫に本を収めた。メネット文庫は１
階ロビーの畳のところにつくりました。

館内ワーク：９月７日（土）13：00 ～ 16：00 江東センター

館内のワークをしました。
子ども、卒園生、お父さん、お母さんとワイズの方々、コミュニティー
委員、先生…総勢７５名が集まりました！今年もずッきーワイズ（鈴
木ワイズ）の指導のもと、園庭の遊具、椅子、机、雛段をペンキで
塗り、園庭の椅子、机の修繕をしました。また植木の剪定も行いま
した。そして、今年はずっきーより木の寄付があり、子どもたちは椅
子を電子ドリルで作成致しました。子どもたちは（大人も）、髪の毛
から洋服までペンキだらけに！親子で楽しい時間を過ごしました。

オール東京の報告
第 20 回アジア・太平洋ＹＭＣＡ大会：9 月 2 日～ 6 日の 5 日
間、日本ＹＭＣＡ同盟東山荘にて開催されました。アジア 21 カ国か
ら約 400 名が集り、東京ＹＭＣＡからは会員、職員、
ユースボランティ
アリーダー合わせて 18 名が参加しました。
「自然の恵みに抱かれ、
平和に向かって共に生きる」のテーマのもと、スティーブン・リーパー
氏（元広島平和文化センター理事長）による基調講演、
グループワー
ク、テーマ別のワークショップ、エクスポージャー（フィールドトリッ
プ）などのプログラムが持たれ、アジア・太平洋ＹＭＣＡ同盟の新
役員選挙も行われました。また本大会前の 8 月 31 日～ 9 月 2 日の
3 日間、
、35 歳以下のユースを対象とした「ユースアッセンブリー」
がオリンピック記念青少年総合センターで開催され、東京ＹＭＣＡか
らは 8 名が参加しました。

国際協力一斉街頭募金：９月１４日（土）、新宿駅周辺で今年もオー
ル東京国際協力一斉街頭募金が行われました。江東センター＆幼稚
園からは子ども１８名、リーダー２名、スタッフ２名が参加しました。
集められた募金は『バングラデシュの子どもたちの教育支援』のた
めに用いられます。総勢２３３名が呼びかけを行い、３３８，
７８８円
が寄せられました。
第３３回インターナショナルチャリティーラン：障がいのある子
どもたちを支援する「東京ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティー
ラン」が９月２３日（月：祝）、都立木場公園で開催されました。
５０チーム、約３４０人（伴走者含）のランナー、レース前の「こど
もラン」には幼児・小学生約５００人とその保護者が参加したほか、
沿道をうめた応援者、ボランティア・スタッフを含めると来場者総数
は１，
６００人を越え、今年も大変にぎやかな大会となりました。
江東センター＆江東幼稚園＆江東ワイズの協働４チームがエント
リーをしました。そして一チームが隠しタイム賞をいただきました。
江東ワイズからエントリーをして下さった、菅原さん、鈴木さん、応
援に来てくださいました、香取さん、小松さん、山﨑さん、ありがと
うございました。

江東センター＆幼稚園の予定
幼稚園：運動会：１０月１４日（月）
センター：大人・子どもクリスマス会：１２月７日（土）
江東バザー：１１月１０日（日）です。日程のお間違いがないように！

オール東京の予定
神田川船の会：１０月１２日
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）
ソフトボール大会

◇１０月１４日（祝：月） 、第３６回ソフトボール大会が開催されます。
◇大会委員長は鈴木ワイズメン！です。
運営は江東コミュニティーセンター！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、ご参加を！！応援のみでも OK!!!
運営お手伝いを募集
中です！！！

「子
メネット文庫：2018 年、江東クラブのメネットが解散する時に、
どもたちのために色々な本を購入してくださいね」との支援金を江東
メネットからいただきました。そして教諭たちは大事に支援金を使う
ため、そしてどのように子どもたちにつ伝えるかを約一年間の準備期
間を費やし、
「メネット文庫」と命名、完成させた。９月１７日、年
編・集・後・記

■

日本列島各地で甚大な自然災害が頻繁に起こっている。天気予報で明日川が氾濫すると言われても何も打つ手がない。
他の動物と同様にせいぜい高いところに登るしかない。大自然の中ではどんなテクノロジーも最後は通用しないのかもしれない。
恐るべし大自然 ＴＡ
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