THE SERVICE CLUB OF YMCA

THE
Y’S MEN’S CLUB
OF
TOKYO-KOTO

Affiliated with the
International Association of
Y's Men's Clubs,
C h a r t e r e d , 19 5 9
Koto YMCA 3-15 Ishijima Koto-ku Tokyo Japan. Phone (03) 3645-7171. FAX (03) 3645-8454

国際会長 Joan Wilson（カナダ）

主題“Our Future Begins Today”
「私たちの未来は、今日より始まる」
スローガン“Together We Can Do So Much More”
「手を取り合えば、もっとおおくのことができる」
アジア地域会長 Tung Ming Hsiao（台湾） 主題“Respect Y’s Movement”
「ワイズ運動を尊重しよう」
スローガン“Solidify Y’s Men Family for Better World”
「よりよい世界のために、ワイズメン・ファミリーの絆を強めよう」
東日本区理事 利根川 恵子（川越）
主題「明日に向かって、今日動こう」“For the Future, Act Today!”
スローガン「手を取り合って、今、行動を !」“Together, Let`s Roll Now.”
関東東部部長 片山 啓（茨城クラブ）
主題「組み合わされ、結び合わされて、造り上げられてゆく」
相川 達夫（江東クラブ会長）
主題「今一度足元を固めよう ! そこからステップアップ !」

2016 〜 2017 年度

東京江東ワイズメンズクラブ 11 月報
理解を深めていきましょう

「11 月本例会プログラム」
と

き

ところ

相川達男

2016年11月17日（木）19：00～20：30
東京江東YMCA

ゲスト会費

無料



受付：駿河幸子さん



司会：宇田川敬司君

★プログラム
開会点鐘

会長

本ワイズ年度も三分の一を終了し、１１月を迎えました。江東
クラブでは通常１１月の例会はＡ委員会の企画する講師例会が行

相川達男君

われますが、本年はユース関係の例会を開催するという事で、先

ワイズソング
ワイズの信条
開会挨拶

会長

ゲスト紹介

日行われたＹＶＬＦ（ユース・ボランティア・リーダーズ・フォーラ

酒向裕司君

ム）に参加した江東センター所属のリーダー２名にフォーラムの

相川達男君

報告や感想を聞かせてもらう事にしました。リーダーとは日頃同

相川達男君、草分俊一君

じセンターで活動をしていますが、お互いの活動内容を詳しく理

スピーチ「リーダー研修報告会」

解する時間がなかなか作れません。そこで各クラブからの資金と

スピーカー：シナモンリーダー、マロンリーダー、ペコリー

ワイズのロースター広告収入で開催支援しているＹＶＬＦに参加し

ダー

たリーダーの報告会を、江東所属のリーダー、江東ＹＭＣＡ幼稚

（粉川美乃里さん、大木梨名さん、篠田樹乃さん）

園のご父兄の方、江東センター主催の子供プログラム参加者の保

スマイル、各種報告、ハッピーバースディ―・結婚記念日
閉会点鐘
（懇親会はGKで行う。）

会長

護者の方を交えて行う事とし、お互いの相互理解を図る機会とし

相川達男君

ました。保護者の方にはリーダー達が子供達に楽しく、実りのあ
るプログラムを過ごしてもらうために、日頃から各種のトレーニン
グや情報収集を行っている様子を理解していただけたらと思いま

※ハッピーバースティ

す。

メ ン 12日 佐藤明生君、13日 藤井寛敏君、22日 安藤正武君

今までにも数年に一度の割合で同様の例会を開催してきました

メネット 21日 中野寿実さん、コメット 14日 本間 里緒さん
※結婚記念日

が、折角与えられている我々の江東センターをみんなでもっと活

2日 中野英一郎・寿実夫妻、 6日 鈴木雅博・けい子夫妻

気ある力強いものにするために、折に触れこのような形でワイズ

13日 小松重雄・敦子夫妻、 22日 柳澤廣繁・フキ子夫妻

理解、ＹＭＣＡ理解、リーダー理解、江東センター理解を深め
ていきたいと思います。

今月の聖句
『王は言った。
「だが、わたしには四人の者が火の中を自由に歩いているのが見える。そして何の害も受けていない。それに四人
目の者は神の子のような姿をしている。」』
10月在籍
26名
内広義会員
1名

10月出席者
メンバー 21名
メネット 0名
コメット 0名
ビジター 4名
ゲスト
2名
メイキャップ 0名

10月出席率
20/25
80%

（ダニエル書 3 章 25 節）
アクティブファンド
前年迄
2,169,921円
10月
0円
残 高
2,169,921円

前月出席率
修正
%
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ニコニコボックス
前月迄
23,000円
10月分
0円
累 計
23,000円

会長
副会長
副会長
会計
書記
直前会長
連絡主事

クラブ役員
相川 達男
小松 重雄
酒向 裕司
駿河 幸子
本間 剛
宇田川 敬司
草分 俊一

同盟総主事の山田公平氏による「若者たちの未来とワイズメン」

10月本例会報告（江東3クラブ合同例会）


島田

というワイズメンとして大変興味深いものでした。

徹

懇親会を終え時間を見ると夜 7 時、区民祭り初日はとうに終わ
り、翌日の仕込みも終了との連絡を受け、翌日の区民祭り 2 日目
を頑張るぞと思いつつ帰途につきました。

じゃがいも入荷
宇田川敬司
夏に周年行事でお伺いした、十勝からのじゃがいも。どんなと
ころで、どんな人たちが作っているのか、本当の意味での『生産
者が見える』じゃがいもを今年も送って頂きました。

10 月 20 日（木）19 時から東京 YMCA 江東センターにて東京

台風などの気候の影響を受け、一時はちゃんと来るのかと不安

ひがし東京ベイサイド、東京江東の 3 クラブ合同例会が行われた。

なところもありましたが、問題なく届き、ほっと胸をなでおろし

スピーチは、築地仲卸 3 代目 生田興克氏による築地移転の核

ました。今年は発注業務、集金業務を江東センターにご協力いた

心、そして魚の話。最初にご出身の名門暁星高校の事件の話から

だき、今までの方法から変えることで、良い形で完売 ! となりま

盛り上がり、豊洲への移転に関しては、知事の判断で延期になっ

した。じゃがいも到着の日には、センターの職員の皆様、幼稚園

ているが、世界 3 大市場のニューヨーク（フルトン）、パリ、東

の先生方、虹の会の皆様、ワイズメンと皆でトラックから降ろし、

京を比べても、築地は鮮魚を扱うには唯一空調が無く、カモメや

終わったぁというところで、蒸し上がったじゃがいも ! やっぱり

カラスの侵入が可能な建物と豊洲の密閉された建物どちらが適し

十勝のじゃがいもは美味しい ! と実感いたしました。

ているか……結論から言えば、豊洲は安全である。

ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。

次に、日本の EEZ（排他的経済水域）が世界 6 位の大きさがあ

ワイズ参加者：相川、宇田川、草分

り、世界 3 大漁場がその中にあるため魚資源には不足はないが、
将来の魚資源を守るための規制が必要である。例えば、まぐろの

区民祭り

漁獲量において、境港に揚がるまぐろの乱獲（全まぐろの漁獲の

篠田秀樹

うち、0 〜 1 歳の子まぐろが 75% にもなり、飼料にしかならない
のなら、規制して大きくなるまで待った方が高価格で将来の不足
もない）を心配していた。ちなみに 1 歳のまぐろは㌔ 550 円、7
歳なら㌔ 5000 円、売上も各々 27 億円と 2235 億円であり、どち
らが得でしょうか ? 是非とも魚を大切にしましょうと結ばれた。
打ち上げは、「花の舞」で乾杯し親睦を図りました。
出席者：相川、安齋、市崎、宇田川、香取、草分、小松、酒向、島田、駿河、中野、
藤井、柳沢、鈴木、菅原、篠田、香取メネット、ゲスト：ひがしクラブ 7 名、
ベイサイドクラブ 8 名、宇田川母

関東東部部会参加報告


相川達男

区民祭りは朝から多くのメンバーが集合し、天候にも恵まれ順
調な滑り出しとなりました。小さな応援団が大活躍で、かわいい
声で「いらっしゃいませ !」と多くのお客さんを呼び込みました。
また多くのメネットや宇田川さんのお母様も花を添えてくれまし
た。
最終日は麺が無くなって 14 時には終了。終了後は残った食材
で恒例の「賄の野菜炒め」を作って締めくくり、17 時には洗い

秋晴れの爽やかな風が吹く 10 月 15 日に本年度の関東東部部会

〜片付けも完了しました。

が開催されました。奇しくも当日は我らが江東クラブ最重要行事

今年の売り上げは最盛期の 3 千数百食には及びませんが、相川

の江東区民祭りの開催日、しかも今回の部会の会場はホストクラ

会長が目指した「メネットや教職員になるべく頼らずにやりたい。

ブの御膝元である茨城県のつくば市であったために部役員の方々

売り上げが減ってもメン主体でやりたい。」という願いは達成で

には申し訳ないのですが、当然のことながら江東クラブからの参

きました。速報のため多少の誤差はありますが、当初目標の 2 千

加者は必要最低限の人材になってしまいました。参加者は直前部

食を大きく上回る約 2 千 8 百食を 2 日間で売り上げました。

長の鈴木さんとメネット、元国際会長の藤井さんとメネット、メ

皆さん準備からの 3 日間どうもお疲れ様でした。打ち上げで

ネット事業主査の島田メネット、会長の相川の 6 名となりました。

たっぷり飲んで下さい !

参加の 6 名で相川の車に同乗し、茨城県つくば市へ 1 時間ほどの

参加者：相川会長、安齋、安藤夫妻、宇田川一家、香取夫妻、菊池、草分、小松、
酒向、篠田夫妻、島田、菅原一家、鈴木夫妻、駿河、中野、本間、ポール一家、
柳澤、山崎、市崎メネット、応援（石井）（敬称略）

ドライブ。会場のつくば国際会議場は関東東部 20 周年の記念部
会にふさわしい立派な会場でした。講演は元 YMCA アジア太平
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区民祭り
山崎常久
恒例の江東区民祭り、
『焼そばのカトリ』のお手伝いとして参加。
ワンマンなオーナー社長に『口を動かすヒマがあったら手を動か
せ』と厳しくこき使われる。好天のせいで売れ行きは上々。早々
に具材が底を。
『麺が足りません』、
『追加したからもっと焼け』
『肉
、
が足りません』、『買ってくるからもっと焼け』、『キャベツが足り
ません』
、
『切ってこい。もっと焼け』
。飽くなき利益追求の姿勢
に平成のヌルさを恥じたシャイニーサタデー。

チャしののめ秋祭り。このお祭りは都内最大級の Y のお祭りで
来場者数も 5000 人近くありました。今回、江東ワイズからは会

区民祭り（ポップコーン編）

長の相川さんとお祭り担当プロデューサーのわたくし中野の 2 名
宇田川敬司

で参加してきました。二年ぶりの参加だったので Y の職員や先
生に挨拶回りをしたところ、「久しぶり ! 元気にしてた ?」ですと

心配していた天候にも恵まれ、（株）香取のお手伝いとして区

か「待ってたよ ! うちのブース手伝ってくれる ?」など皆さんに

民まつりに参加させて頂きました。昨年からスタートしたポップ

暖かい声をかけて頂き、朝からやる気倍増でした。今回の受け持

コーンは、大変好調で 2 日間で 800 食を超える販売をすることが

ちはフランクフルト。小さな鉄板で 400 本のフランクがあっとい

できました。ルゾンカ、菅原、宇田川の各コメット戦力になり、

う間に売り切れてしまいました。フランクチームにはしののめこ

彼らの元気な声が後押しになり、良い結果に繋がりました。効率

ども園の園長先生や職員もいたこともあり、在園卒園児の家族が

的な販売方法も確立出来てきましたし、来年は 1000 食 !!

1 家族で一度に 2、3 本ずつ買っていく。これこそが飛ぶように
売れるということだろう。そうこうしている内にひがしクラブの
クレープの手が足りないと応援要請が来て、途中からクレープ焼

YMCAソフトボール大会とわたし

き隊に。楕円になったり、焼きすぎてワッフルのようにサクサク

中野英一郎

になったりと四苦八苦しながら、最後は綺麗に焼くことができた。
最後はみんなで恒例の打ち上げに ! 最高の 1 日をプレゼントして
頂きました。
参加者：相川、中野、ポール

熊本ジェーンズ・上村さんとの懇親会
篠田秀樹

YMCA のソフトボール大会に参加するのは今年で 9 年目。当
時は元館長兼園長先生よりお誘い頂きリーダーやワイズの方に
色々と楽しませて頂きました。今ではわたしがワイズとして参加
し、リーダーや在園児や卒園児やその父兄を楽しんで頂く側とな
りました。今回、江東幼稚園の在園児・卒園児の父兄は合わせて
6 家族 23 人の方々が参加して頂けました。最初はリーグ戦、江
東幼稚園は残念ながら全敗。ところが、ここで終わらないのが
YMCA のソフトボール大会の面白いところで敗者復活戦があり
ます。昨年などは、敗者復活戦からの準優勝 ! 今年も期待がかか
ります。敗者復活のリーグ戦…今年はこちらも全敗でした。悔し
がる在園児・卒園児たち。昨年 MVP ピッチャーだった卒園児の

11/4（金）の晩、海舟にて上京中の熊本ジェーンズクラブの上

トムリンソン君も悔し涙を。「YMCA は青少年育成の場 !」負けっ

村眞智子さんと懇親会を開きました。この場で同クラブの 30 周

ぱなしで終わっては面白くありません。「肩を落としている子供

年のお祝いをお渡ししました。本来は式典に駆けつけてお渡しす

たちのために一肌脱ごう !」敗戦チームの中から YMCA 南セン

るのが筋ですが、残念なことですが誰も出席できないためこの場

ターのリーダーチームにエキシビジョンマッチを申し込みまし

でお渡しすることとなりました。

た。ここでは子供達やママ達も総動員でバッターボックスに立っ

懇親会では、東西交流会、今後のアジア地域委員の件、西日本

て頂いた。結果は 4 − 2 で勝利。みんなの笑顔が戻りました。来

区の会員増強が順調なクラブの参考例、小池東京都知事と蓮舫民

年も多くの家族と楽しみたいと思います。

進党代表との違い、東京オリンピック、豊洲市場問題等多岐にわ

ワイズ参加者：草分、鈴木、中野

たる情報交換も行い、親睦を大いに深めました。少し肌寒い晩で
したので温かい鍋を食し、ほろ酔い気分で再会を誓い閉会しまし

やっぱりYMCAが好き

た。

−グランチャしののめ秋祭り−

出席者：上村眞智子さん（熊本ジェーンズ）、相川会長、藤井、小松、篠田
※敬称略

中野英一郎
オープンして以来、昨年度を除いてずっと参加してきたグラン
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これでいいのか

江東ワイズ ③

ケ セラ セラ〜
本間 剛

今回は、「これでいいのか 江東ワイズ」と題して、メンバーの皆さまとクラブについて、ブリテンを通して、再確認しあっておりますが、
「これでいいのか」に対しては、これでいいのだ、と今の私は思ってます。（少しラテン過ぎますか ? 良い意味で、ケセラセラであります。。。）
先日、例会でも、この話題になりました。答えは有りませんが、皆同様にクラブの行く末を憂いておりました。以前は、例会でも熱い議論
を重ねる機会が多かったのも諸先輩方から伺いました。数年前に、東日本区の計らいで、若手メンバーでワイズの将来について、議論を重
ねる機会が有りました。思いのほか、狭い自クラブの領域での交流しか出来ていないことや、それぞれの熱い思いを共有出来た貴重な機会
でした。その貴重な経験を、クラブ内で、共有 & 浸透出来なかったのは、大変残念で、自分の力不足を痛感した時期でもありました。その後、
思うように自クラブの例会にも参加出来ず、ワイズ活動から遠のきがちだった特にこの一年あまり。参加するたびに思うのは、人との繋がり、
温かさです。営業職という仕事柄、人と会う機会は多い方かと思いますが、プライベートな付き合いも勿論有りますが、どうしても仕事ベー
スの付き合いになりがちです。クラブに参加するとその隔ては無く、また諸先輩方から、自分には持ち合わせていない考えを貰えたりします。
同世代の付き合いでは得られない貴重な機会とも思っておりますが、その機会を逸していた一年だったかとも思っております。仕事の得意
先を見ていても感じます。忙しい経営者ほど、次の一手を打ちにどんどん人と会う。忙しければ忙しいほど、人とのかかわりを求めていく。
成功者ほど誘いを断らないように思います。引き続き、自分も極力、人との出会いは大切にしたいと思っています。江東クラブがその出会
いの場で在り続ける限り、存続する事と思っています。必要であれば変化もします。“ いまどきの若いものは。。” とよく耳にしますが、ワイ
ズのユース活動を通じて、エネルギーに溢れる若者との数多くの出会いが有ります。こちらが後ずさりするほど、現役の政治家や大人より、
よほど日本の将来を熱く語っております。国際交流を通して、価値観の違いを感じたり、自分（自国）の立ち位置を感じたり教わることは、
山ほど有ります。その機会を数多く持っているのが、ワイズであり、YMCA だと思います。自分はテレビで育った世代に付き、受け身の傍
観者で有ることが、自然と多いのかもしれません。とかく、自分の行動を顧みず、画面内のコメンテーターの動向よろしく、評論家然とし
てしまうのかもしれません。そんな自分を含め様々な価値観 & 年齢層で集まったメンバーでワイワイ、ボランティア活動出来るのは、楽し
くないわけないと思います。楽しければ、人も集まってきます。出会いも増えます。気づくと早、10 数年経ったワイズ活動ですが、根本は
変わらずと思います。
・ポール・ルゾンカ氏の再入会について
入会手続き終了、バザー後に歓迎会を行う。
・クラブ退会者との今後のつながりについて
・東陽町クリスマスオープンハウス
12 月 23 日（金、祝日）担当は菅原さんにお願いする
・江東 YMCA バザー
当日 11/6 は 8 時集合、飲酒厳禁
・区民祭りの評価について
次期に記録として残しておく

ＹＭＣＡ ニュース
▼【江東バザー】
１１月６日（日）です。日程のお間違いがないように！
＊そば＆うどん！チャーハン！！焼き鳥！！！を出店します！！！！
＊お餅つきの『つき手』もいかがですか。
▼ソフトボール大会
１０月１０日（体育の日）
、第３３回会員ソフトボール大会が出版健康保険組合
大宮運動場にて開催されました。１５チームからエントリーがあり、
コミュニティー
センター以外では、芝浦交流プラザ、高等学院、日本語学校、ﾎﾃﾙ専門学校、
ぐんまＹＭＣＡ、埼玉ＹＭＣ A など２１６名の参加がありました。秋晴れの中、
白熱した試合が行われ、賛助会のジョンソンコントロールズ株式会社が優勝の
栄冠に輝きました。
①江東センター＆幼稚園からは今年も２チームがエントリーしました。
②リーダー！園児！卒園児！保護者！ワイズメン！スタッフ！でチームを構成 !!!
③朝早くからのご参加ありがとうございました！
④今大会の実行委員長は江東ワイズメン鈴木雅博さんでした！
▼今後の主な行事日程
・クリスマス会：１２月３日（土）
江東コミュニティーセンター、大人＆こどもクリスマス会は、
１６：３０ころ～１７：３０ころです。ご予定ください！
▼キャンプ
・スキーキャンプ
１２月２７日（火）～３０日（金）、尾瀬戸倉のゲレンデでスキーキャンプを開
催いたします。
・デイキャンプ＋１泊
１２月２１日（水）～２３日（金）、１日目はデイキャンプ。２日目は１泊のお泊り。
宿泊先は高尾わくわくビレッジです。
＊お子様！お孫さま！・・・・・冬休みに価値ある体験を！！！ 是非、ご参
加ください。
【オール東京】
・ソシアスフォーラム：１１月２６日（土）・山手センター
・オール東京スキー実技リーダートレーニング：１２月１５日～１８日・妙高高
原＆尾瀬戸倉
11 月月第一例会報告

出席者：相川、宇田川、香取、小松、草分、酒向、篠田、島田、菅原、鈴木、藤井

10 月

役員会議事録

本間

剛

10 月 27 日 19：00 〜 21：00 江東 YMCA
1、ジェーンズクラブ 30 周年に対し、祝電を送る
10 月３クラブ合同例会のスマイル会長名で祝電発送。スマイルに加算して
合計 3 万円で 1 １月 4 日東京来訪中の上村さんに小松さんより手渡し。
2、11 月 17 日本例会（ユース交流）について
Ａ委員会鈴木さん、宇田川さん中心に計画進行中。チラシを幼稚園父兄、
ＹＭＣＡプログラム参加者父兄に配布。近隣クラブ等へも案内する。話題に
全国リーダー研修会の内容も盛り込む。
3、江東ワイズメンバー間のバディー制度提案（提案者 篠田さん）について
11 月より試験運用開始。役員会案の一部：酒向－ポール：酒向－市崎：篠
田－佐藤：安齋－藤井
香取－寺尾：香取－安藤：島田－楢原：鈴木－中野：小松－菊池：山崎－
相川など
4、新年例会に関して 開催予定 2017 年 1 月 14 日（土）
時間：会場共に協議持越し。集会所以外で落語、懇親会を一環で出来る場
所も探す。
5、ルゾンガ・ポール氏再入会に関して
10 月より再入会手続き完了。⇒バザー後の懇親会（東陽町・花の舞）にて、
歓迎会を予定。
6、クラブ退会者のクラブ行事への関わり方に関して
7、東陽町クリスマスオープンハウス（12 月 23 日開催）に関して
参加可能者を以後確認。
8、11 月第一例会日程の件 11 月 3 日（木）祝日のため
11 月 2 日（水）19：00 ～に臨時変更
9、江東バザーの件
江東の担当
ヤキトリ、うどん、チャーハン、警備、
ポップコーン（メネット） 8：00 集合でお願いします。
懇親会は、17：00 ～ 東陽町・花の舞にて開催
バザー中は、あくまでもアルコール禁止！！！

酒向裕司

11 月 2 日（水）19：00 〜 21：00 江東 YMCA
・熊本ジェーンズクラブ３０周年 祝電を送る。
・10 月２０日の３クラブ合同例会のスマイルは熊本地震の震災支援に充てる。
スマイルに江東クラブから加えて合計 30,000 円を熊本ジェーンズクラブに託す。
・11 月本例会（ユース交流）プログラムなどについて
・バディ（仲間、相棒）制度について
例会などへ参加を促すため、会の運営が潤滑になるように江東クラブ内で
バディを組む。
相川会長が提案、承認。会長が案を作成
・新年例会 1 月 14 日（土）に変更
会場探索中（落語と食事が同時にできる場所）

出席者：

藤井、香取、小松、鈴木、篠田、酒向、宇田川、本間、駿河、草分、相川

編・集・後・記

同じメンバーで3年以上？役割分担もきちんと、酒向委員長は紙面の構想・
依頼。修正・追加・アイディアは藤井さん。二人が協議し「こんなもんで、
いきますか」。ここで香取の役割、発注業務である。生３杯……さしみと
……酒と肴の注文係。（香取）
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