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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！！ ）

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）

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）

今月の強調テーマ
キックオフ

東日本区理事 山田敏明（十勝）

		
主題

紡ごう ワイズのこころ

『できることを無理なくやろう！』

7 月総会（担当：役員会）

宇田川敬司

日時
7 月 16 日（木） 19 時～ 21 時
ところ
受付

私が今期の会長をお引き受け
した際、会長主題を『形骸化を
ぶち壊せ！』とし、形だけになっ
てしまっている活動は無いか、
これから新たなことを初めてい
くための見直しの年度にしたい
と思っておりました。
しかしながら、昨今の新型コ
ロナウィルスの影響を鑑み、
『で
きることを無理なくやろう！』といたしました。
私たち東京江東クラブは、江東コミュニティセンターや江東ＹＭ
ＣＡ幼稚園のイベント・行事をサポートすることを中心に行ってお
りますが、このような環境下で無理に大きな目標を掲げて活動をす
ることが本当のボランティア活動ではないと思っております。
無理に前進を急ぐことなく、今必要とされていることを確実に行
うことを今期の目標といたします。江東コミュニティセンターに集
う、子供たちやリーダー、地域の方々が何を必要としているのかを
考え活動をしていきたいと思います。
ワイズメンズクラブ全体の問題ではありますが、当クラブもメン
バーの高齢化・減少が問題点として挙げられます。しかし、楽しい
ことや必要とされることをやっていれば自ずとメンバーは増えるは
ずであると信じ、現状のコロナ禍でメンバーの増員に関する対策や
戦略は設けません。
しかし、例会の出席率はあげたいと考えています。コロナ禍で
ZOOM を使った例会を行った際、普段あまり参加されない方も顔を
出してくれる場面も見られました。使えるアイテムは積極的に使い、
クラブ内の活性化を図りたいと考えております。
目標として例会出席率９０％を年間を通して一度は達成したいと
思います。
２期続けた、カンボジア制服寄贈プロジェクトがコロナ禍で危ぶ
まれていますが、何等かの形で進めていきたいと考えています。

6 月会員数

6 月出席者
メンバー 13
メネット
コメット
内広義会員 3 名
ゲスト
ビジター
休会 0 名
22 名

関東東部部長 金丸満雄（東京ひがし）

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
食前の感謝

食

事

江東ＹＭＣＡ３階
会計 島田 徹君
書記 相川達男君
会長 山崎 常久君
本間 剛君
会長 山崎 常久君
担当主事 草分 俊一君

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
総会終了

司会 相川 達男君
会長 山崎 常久君
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 宇田川 敬司君
新会計 島田 徹君

閉会点鐘

新会長 宇田川

スマイル・結婚記念日・各種報告

敬司君

今月のハッピーバースデー寺尾紀昭君（１９日） 島田徹君（25 日）
結婚記念日
該当なし
今月の聖句

『施しをするときは、右の手のすることを左の手に知らせて
はならない。
あなたの施しを人目に付かせないためである。
そうすれば、隠れたことを見ておられる父が、あなたに報い
てくださる。
』

マタイによる福音書 ６章３－４節

6 月出席率
アクティブファンド
ニコニコボックス
68％（13/19） 5 月まで
1116391 5 月まで
65896
6 月分
5590 6 月例会分
0
6 月その他
5590
残高

1121981
累計
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クラブ役員
会長
宇田川敬司
副会長
大原真之介
会計
島田徹
書記
相川達男
直前会長
山崎常久
連絡主事
草分俊一

新役員 抱負を語る
副会長

3 度目会計は
大原真之介

島田 徹

活動、国際交流、新たに活動を広げ積

年記念祝会を挙行し、ファンドから

い情勢の中ではありますが、この時期

たため、期中から今後の資金不足を

YMCA 活動支援や奉仕活動・地域

昨年度は、山崎会長のもと、60 周

極的に取り組んでいくには、少し難し

この 60 年間に貯めた資金を相当使っ

は素晴らしい江東ワイズメンズクラブ

どうすれば解消できるのか、一人悶々

メンバー皆様とオンラインや距離を

と考えていました。しかし新型コロ

とってのミーティングを通し、顔を合

ナ禍の影響で、収益イベントは、こ

わせられる・話ができることに感謝を

とごとく中止が決まり今期も例年通りの運営であれば、ファ

そして、この素晴らしく、楽しいクラブ活動！の仲間集

100 倍以上に増やすことも考え、永年会費無料を提案すべ

そして何より微力ではございますが、宇田川新会長の助

ある株式運用でさえ大幅マイナスなのに、それ以上のギャ

覚え、来るべき日に備え活動計画や準備の貯蓄ができれば

ンドから再度資金注入がないと、厳しいと思われます。

と考えます。

K 松君からのマル秘情報をもとに資金を錦糸町あたりで

めに勤しんでいきたく思います。

きかと思いましたが、国の年金事業の 100 年安心プランで

けになる様、役割に務めていきたく思います。どうかよろ

ンブルは、もってのほかと考えを改め確実に使途不明金を

しくお願い致します。

増やさず節約に努めてまいりたいと思っています。

副会長

直前会長＆関東東部国際・交流主査
酒向裕司

山﨑

らくはコロナの影響で活動がままな

川会長と相談しながら「9 月にやる

川新会長をフォローして務めを果た

す。病弱な会長なので病室に通うこ

今期副会長を拝命しました。しば

常久

やり残しがてんこ盛りなので宇田

らない状況が続くと思います。宇田

夏休みの宿題」を楽しもうと思いま

していきたいと思います。

とも多くなると思いますので、アル

またブリテン編集も昨年度から継

コールでの消化器の消毒にも務めま

続して担当させていただくことにな

す。又、会長の体調が優れないとき

りました。ブリテンは皆さんの記事が最も大切です。最近

には酒向＆大原副会長と連携して会の運営に支障が出ない

いますが、皆さん嫌がらずに引き受けてください。更に昨

お願いします。

は記事をお願いするメンバーに苦労することが多くなって

よう努めますので、皆さん、御協力いただきたく、宜しく

年度から Zoom 例会も行うことになりましたが、セッティ

国交主査では IBC・DBC 未締結クラブが関東東部には幾

ングなどは積極的に協力していきたいと思います。

つかあるので、現在、締結しているクラブ会長のお力を拝

一年間、よろしくお願いします。

借して、評議会や懇親会の席で時間を設けてクラブ会長か
ら IBC・DBC の楽しさを伝えていただき、興味を持ってい

書記

ただく事から始めます。勿論、私自身の豊富な国際経験も
ミッチリと伝えていくつもりです。

相川達男

2020 ～ 2021 宇田川年度の書記

在京新年会をどのようにしたらよいか？

を拝命いたしました相川でございま
す。と言っても実は３期連続の書記

在京新年会幹事代表

ナウイルスの影響でクラブの活動が

からは全てのイベントが中止、冬に

も恐らく相当の期間制約を受ける事

るのではないか？来年も引きずりそ

続投でございます。前期は後半コロ

鈴木雅博

コロナの終息を願いますが、４月

思うように出来ませんでした。今期

向かって１０月に入ると第２波が来

が予想されます。その様な状況下で限られた活動を円滑に

うです。コロナをを吹き飛ばし新年

行えるようにメンバーの皆さまに必要な情報を出来るだけ

会にしたいですが、毎日２００人を

早くお伝えするように心がけたいと思います。コロナ禍に

超える陽性者が減少することを願い、

於いて ZOOM 例会等の新たな活動のスタイルも生まれてき

さすが江東クラブと言われる打倒コ

ましたが、その都度流れに対応したクラブ運営が出来るよ

ロナ新年会を企画します。

うに、又このような状況だからこそ必要とされる新しい活
動を皆さまと共に模索していきたいと思います。１年間よ
ろしくお願いします。

2

私 が 篠 田 さ ん と お 会 い し た の は、 江 東

「トンちゃん」中年おやじの私がそう呼ん

YMCA 幼稚園の保護者の方としてでした。

でも嫌そうな顔もせず、いつもニコニコの

とても控えめで、いつもにこにこやさし

笑顔で答えてくれた篠田メネット。あまり

い笑顔が印象的な方でした。三人の娘さ

にも早すぎるお別れにただ愕然とするば

んたちが順番に入園され卒園されるま

かりです。長らく病と闘われている事は

で、長きに渡りその笑顔で幼稚園をお支

半年ほど前に聞き知りました。篠田メン

えくださいました。江東バザーでは会場

が三人のお嬢様と共にご自宅で日々献身

係をされていました（私の記憶が正しけ

的な看護をされている事も聞いていまし

れば、どの娘さんのときも会場係だった

た。6 月の初めに篠田メンから頂いた電話

のではと思います。三女、美咲ちゃんのと
盤にごみの片づけ、会場の掃き掃除等々、赤ちゃ
んをおんぶされ、テキパキと動かれている様子が今
でも思い出されます。それから、ワイズメネットと
して豚汁や焼きそばの野菜切り。やはりどの場でも
縁の下の力持ち的なお働きを率先して担っておられ
ました。ご葬儀で頂いた、お嬢様方のメッセージ「自
分のことは後回しにしていつも人のため、家族のた
めに一生懸命。誰かが喜ぶことばかりを考えて真心
を尽くしてきた生き方を誇りに思います」に篠田さ
んの全てが言い尽くされていました。
今は、闘病の苦しみからも解放され、天国であの
優しい笑顔でご家族をはじめ全ての人々を見守って
くださっていることでしょう。篠田

朋子さんの人

篠田 朋子さんを偲んで

きには会場係チーフであったかと）
。バザー終

にトンちゃんも出てくれました。少し声が細

生に少しでもご一緒できたこと、神様に感謝です。

くなった気はしましたがいつもの明るい口調で
一生懸命おしゃべりをしてくれたのが最後となり
ました。篠田家の 3 人姉妹と私の子供達がほぼ一緒
の学年だったために江東ＹＭＣＡ幼稚園の保護者と
してワイズの仲間として 10 年以上のお付き合いが有
りました。ワイズカップサッカーの活動で大きな鍋
からトン汁をよそって子供達に配る姿が今も思い起
こされます。何事にも一生懸命で全力投球。何より
も家族が大好き。いつものニコニコ。正直で真っ直ぐ。
そんな素敵なトンちゃんどうぞ安らかにお休みくだ
さい。
そして、文末に篠田メンからのメッセージを付け
加えさせて頂きます。「ワイズの活動も、仕事に打ち
込めるのも家族の健康があってこそです。どうぞご
家族の健康に気をつけてあげて下さい。
」

駿河幸子

江東ワイズ

2020 年６月

相川達男

第１例会議事録

江東ワイズ

2020 年６月４日（木）江東センター 19：00 ～
今回、
初の試みとして、通常の例会と ZOOM を組み合わせて開催。
通常出席者 7 名、ZOOM 参加者 5 名の新しい形での例会となり
ました。取りあえず成功。

2020 年６月

本例会議事録

2020 年６月 18 日（木）江東センター
19：00 ～ ZOOM 参加可
議題
１．決算案、予算案 島田会計
島田会計より決算案、予算案が提示され参加メンバーによって
審議された。
最終的な調整の後、7 月第 1 例会で最終報告をいただき、7 月
本例会で承認を得る予定。
２．
「新型コロナウイルスで困っているリーダーを江東クラブで
支援しよう」
現在 4 名の申請者有り。最終面談の後支給をする。
３．7 月以降の予定に関して
7 月 キ ックオフ 役員引継ぎ等
通常年通り予定す
る。ZOOM も可。
8 月 納 涼例会等 会食を兼ねて開催できるように予定す
る。
東陽町センター夏まつりは中止。
４．本年度の振り返り 次期に向けて
山崎会長より発言。コロナの影響大で、予定していた活動が十
分に出来なかったが、来期の宇田川年度に繋げてお願いしたいと
の事。

議題
１． 6 月以降の江東クラブの例会等の開催方法に関して
本年はコロナウイルスの状況から納会（飲食）は取りやめ通常
の本例会として開催する。7 月以降に関しても引き続きコロナウ
イルスの状況を観つつ江東センターでの開催と ZOOM を併用し
て開催する予定。
２．「新型コロナウイルスで困っているリーダーを江東クラブで
支援しよう」
ＹＭＣＡスタッフの協力をいただきリーダーの状況確認中。現
在 4 名から支援の希望が出ている。
３．決算案、予算案
島田会計
18 日本例会にて、決算案、予算案共島田会計より提示いただ
き審議する。
４．2021 年 1 月在京新年会ホストに関して
鈴木委員長
2021 年 1 月 9 日（土）開催予定。会場は東陽町ＹＭＣＡ、社
会体育保育専門学校を予定。催しの詳細内容などは 11 月までに
決定をする。

出席者 : 島田、鈴木、本間、山﨑、駿河、草分、宇田川、酒向、大原、
相川 ZOOM: 藤井、小松、寺尾

出席者 : 山﨑、酒向、駿河、草分、鈴木、宇田川、相川
ZOOM 参加者 : 藤井、本間、島田、小松、大原
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YMCA ニュース

雨の日遊び

▼東京ＹＭＣＡ

2020 年度 オンライン芸術祭
毎年、
「会員芸術祭」として様々な作品の展覧会を東陽町センター
にて実施してまいりましたが、今年度はコロナウイルス感染拡大防
止の観点から、「オンライン芸術祭」を開催いたします。東京ＹＭＣ
Ａホームページの中でフォトギャラリーとして作品をご紹介いたしま
す。どんな作品でも結構です。作品の写真をお送りいただき離れて
いても皆さんで楽しむことができればと思っています。
７月下旬にオー
プン予定です。
● 第
 ３４回インターナショナル・チャリティーラン ９月１３日（都立
木場公園）
● 国際協力一斉街頭募金 ９月２６日（新宿駅周辺）
● ６月１

６日に開催された学校法人東京ＹＭＣＡ学院理事会・評議
員会の議を経て、学校法人東京ＹＭＣＡ学院理事長が徳久俊彦
氏から若槻史郎氏に交代しました。
● 新
 型コロナウイルスの影響を受ける青少年支援緊急募金「ＹＭ
ＣＡ子ども・ユース支援 ポジティブネット募金」を開始しました。
全国ＹＭＣＡが共に取り組み、３月末を期限に全国で３億円の目
標額を掲げています。東京ＹＭＣＡでは子どもたちの心身の健康
を守る活動、困難を抱える子どもたちを支える活動、学生やユー
スボランティアの学習等を支える活動に用いていく予定です。ご協
力をお願い致します。
●

▼幼稚園

江東センター＆幼稚園

● ７月から一斉登園となりました。園


●

●

舎、園庭には通常の保育の空気が
流れ始めました。

７月６日から年長クラスのお弁当が
始まり、１３日からは年中クラスの
お弁当も始まります。
1 学期は７月３１日まで保育を行います。

避難訓練年少

▼コミュニティーセンター

● 定例野外教育活動『どろんこ』
・『くれよん』がスタートしました。

それと共にリーダ＾―会もスタート。オンラインリーダー会と来館
しての対面リーダー会をミックスして行っています。

今後の予定

今後の予定（2020 年 7 月～ 8 月）
7 月 16 日（木） キックオフ宇田川年度スタート
7 月 30 日（木） 役員会
8 月 22 日（土） 納涼例会

▼江東センター＆幼稚園
●
●
●

終了式：７月３１日
お楽しみ保育は９月に延期します
この夏はデイキャンプのみです
◎わんぱくクラブＡ：年中から年長：８月７日（金）～９日（日）
◎わんぱくクラブＢ：年中から年長：８月１１日（火）～１３日（木）
◎江東ＤＡＹＣＡＭＰチャレンジ：小１～小６：８月１７日（月）～
１９日（水）
◎江東ＤＡＹＣＡＭＰエンジョイ：小１～小６：８月２０日（火）～
２２日（土）

ステイホームを経験して

役員交代式

今後の予定ですが、新型コロナウイルスの状況によって変更、中止
の可能性が有ります。
随時ＭＬにて予定の変更はお知らせしてまいります。
既にご承知とは思いますが 6 月よりクールビズとなっております。
例会には暑さに対応したスタイルで参加してください。又、我々の
使用する江東ＹＭＣＡは多くの子供達も使用します。入館時の手消
毒、マスクの着用ご協力ください。



相川達男

「何やら得体のしれない病気が中国で流行し始めたらし

ので生活そのものはあまり変わらないものの、日頃家にい

年明け 1 月の中頃だったと思います。今年のお正月はいつ

に居るため親の方が家の居心地が悪く、夫婦で職場に引き

ない子供達（と言ってもかなり大型ですが）が四六時中家

い」そんな報道を何となくテレビの画面で初めて見たのが

こもる場面も有る始末。

もと変わらぬ新年を迎えていましたが、まさかその数か月

しかし、悪い事ばかりではなく外食も出来ない中、娘二

後に全人類がこんな事態に陥るとは誰も想像すらしていま
せんでした。2 月中ごろからはステイホームが唱えられる

人が料理をするようになり、長男は飼い犬の散歩を理由に

機となりました。

トで調べたお菓子のレシピを次々と作り親が言うのもおこ

外出する事から犬との絆が深まりました。特に次女はネッ

ようになり、我が家の 3 人の子供達も大学、高校が自宅待

がましいですが、なかなかの腕前になりました。おかげで

長女は 3 月に大学を卒業、
4 月から社会人となりましたが、

家族全員そこそこの体格を手に入れることが出来ました。

卒業式は中止、就職した会社の入社式も少人数に分散した

コロナの影響で生活スタイルが大きく変わりましたが、

変則的なものになりました。入社後も自宅研修を余儀なく
され、本格的な出社は 10 月からとなっています。

ＺＯＯＭなどのコミュニュケーションツールのおかげで外

ていましたが 7 月に入り少しずつ登校日が増えてきました。

した。何時までこの様な生活が続くのか見当もつきません

出しなくてもあまり不便さを感じない日々を過ごしていま

高校生の次女は終業式も無く、オンラインの授業を受け

が、早くワクチンや治療薬が開発され元の生活に戻りたい

大学生の長男は授業が全てオンラインになり、大学に行く

という思いは日々強くなっていくのでありました。

のは 9 月からだそうです。私と家内は職場と自宅が同じな
編・集・後・記

窓全開でフェイスシールド着用して運転している人がいた。あれって意味あるのだろうか？
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