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主 題“ Friendship across the borders ”「 国境なき友情 」
スローガン“ Let us walk in the Light-together ”「 ともに、光の中を歩もう 」
アジア太平洋地域会長 Tung Ming Hsiao（台湾） 主 題“ Respect Y's Movement ”「 ワイズ運動を尊重しよう 」
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「 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 」
関東東部部長 長尾昌男（千葉）
部長主題「 義務を果たして、クラブと関東東部の活性化を図ろう 」

東京江東クラブ会長

2017 〜 2018 年度

酒向裕司

会長主題

主題：皆で参加、楽しい例会へ

東京江東ワイズメンズクラブ 10 月報

NEOワイズメンズクラブ
会員増強事業主任

英語表記はズバリ『Ｅ・Ｍ・Ｃ』
、この意味

（江東・グリーン・北・ひがし・ベイサイド）
日 時

2017年10月18日（水）19:00～21:00

ところ

東京ＹＭＣＡ東陽町センター視聴覚室
1500円

受 付

各クラブ会計

を理解し「会員増強」というキーワードを
皆様と共有し、各クラブが円滑に活動でき
るよう 1 人でも多くのメンバー・理解者を
獲得できるような会員増強を展開していき
たく思います。私のような若輩者が会員増
強事業主任という大役を仰せつかる事は、ワイズは寛容であると

プログラム

司会

言う事です。さらなる発展の可能性は、この大きく開いているワ

相川達男君（東京江東クラブ）

開会点鐘

博（伊東クラブ）

栗本理事の主題『広げよう、
ワイズの仲間』

近隣5クラブ10月合同例会

会 費

榎本

イズの門へ、如何にして導くことが出来るかだと思います。私の

酒向裕司君（東京江東クラブ会長）

ワイズソング・ワイズの信条

主題である「NEO ワイズメンズクラブ」とは今まであったもの



の新しい形を意味します。同じ事を同じ様にやるのではなく、ひ

峯岸友彦君（東京ベイサイドクラブ会長）

会長挨拶

浅見隆夫君（東京グリーンクラブ会長）

ゲスト紹介

酒向裕司君（東京江東クラブ会長）

食前の感謝

村杉克己君（東京北クラブ会長）

と捻り加えた工夫と柔軟性を持ち、刷新するくらいの気持ちで、
もう一度自クラブを ワイズメンズクラブを 見つめ直してもらい
たく思います。地域やクラブにより異なる事もありますが、地元

食事（スマイル）

に根付けるような CS や、ワイズ冠の事業を取入れ、知名度をあ

ゲストスピーチ

げる必要性もあると思います。また時にはクラブの１番の目的を

「歴史に学ぶ防災論：関東大震災は生きている」


会員増強にしてみてはいかがでしょうか？でも、どうであれワイ

名古屋大学減災連携センター教授 武村雅之氏

ズを、YMCA を愛している事には間違いはありません。なぜ私

5クラブ会長挨拶

がワイズを愛しているのかと言えば… それは伊東クラブのメン

各種報告・ハッピーバースデー・結婚記念日

バーが大好きだからです。伊東クラブの事業・活動に誇りと遣り

閉会挨拶・閉会点鐘 金丸満男君（東京ひがしクラブ会長）

甲斐があるからです。

今月の聖句

『わが主に賜った主の御言葉。わたしの右の座に就くがよい。わたしはあなたの敵をあなたの足台としよう。
』


詩編

今月の強調月
9月会員数
24名
内広義会員
2名
休会1名

9月出席者
メ ン バ ー 20名
メ ネ ッ ト 0名
コ メ ッ ト 0名
ビ ジ タ ー 0名
ゲ
ス
ト
名
メイキャップ
名

7月出席率
20/22
91%
前月出席率
修正
%

EMC/E  YES

アクティブファンド
前年迄
9月分
残

高

ニコニコボックス

2,013,830円 前月迄
0円 9月分
2,013,830円 累

1

計

24,100円
11,000円
35,100円
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草分 俊一

報
９月本例会報告

告
■報告事項
冒頭、長尾部長から、“昨年から EMC 委員会を始めたが、栗
本理事の方針に沿って、今年も引き続き続けていきたい”
、と挨
拶があった。金丸 EMC 主査より、区の方針として“メンバーを
固定して EMC 委員会を続けてほしい”との説明があった。現在、
関東東部は 132 名。15 名以上のクラブは 3 クラブのみ。以下
は各クラブの報告。
・江東クラブ：館内ワークなどの幼稚園父兄との接点を通じて、
会員獲得に繋げようとしている。
・北クラブ：部員構成がアンバランス。会員増強は行き詰って
いる。清泉女子を介してワイズの活動が理解されていくとよ
いと思う。
・グリーンクラブ：神田川船の会だけに興味を持って、ワイズ
に関心を示さないことが問題。夫婦会員という制度を検討し
ている。個人個人が意識をもって会員を探さないと駄目とい
うことで、クラブ内のコンセンサスを得ている。来年 3 月に
45 周年記念例会を企画している。
・所沢クラブ：今年 6 月、8 月に新入会。ただし亡くなられた
方、体調不良の方がいて、増加していない。最近、大会を手
伝ってくれた方が、ワイズに対して好印象を持って入ってく
れることになっている。リーダー OB との繋がりが出来たの
で、それをきっかけとしたい。
・埼 玉クラブ：ワイズの例会には総主事が来てくれるので、
YMCA との接点が充実してきているが、ワイズではない CS
活動（歌声教室など）に来てくれる方の発言力が強くなって、
ワイズ活動にはマイナスとなっている。
・千 葉クラブ：石丸さんが戻ってきて 1 名増。転入は前東京
YMCA 総主事廣田さんなど。新しい人は入っていない。例会
に来られない方には、連絡がないときはマメに連絡してコミュ
ニケーションに努めている。
・ひがしクラブ：5 月新入会。入会以前、以後も例会とイベン
トに参加。若い人は考えずに、中年以降を対象に会員増強を
検討。東陽町センターで子どもダイニングや、災害スタディ
を企画して、会員増強につながるように活動。
・東京ベイサイド：7 月 1 名退会、8 月 1 名入会。
■協議事項
新クラブ設立では、昨年度は千葉県（浦安、柏、船橋）を最重
要地点としてピックアップしたが柏センターは今後の維持が不透
明。今年はさらに絞り込んで船橋を重点的に活動したい。船橋
には YMCA 地域デポがある。チャリティーランも船橋が拠点。
YMCA 会員部の運営委員が小学校を対象に障がい者教室をやっ
ている。昨年は、具体的なつて、手立てがなかった。今年はどう
動くか、積極的な活動が重要。千葉 YMCA の廣田総主事や、船
橋在住のワイズに声をかけて、活動方法を議論する。会合は 11
月を予定。

安藤正武
9 月 21 日（木）午後７時より江
東 YMCA にて菅谷 淳東京 YMCA
総主事をゲストスピーカーとしてお
迎えして定刻の 7 時に開会した。ワ
イン付きの食事のあと、草分担当主
事 よ り 日 本 YMCA 同 盟 で 2013 年
よ り 検 討 さ れ て き た「Branding」
に つ い て 説 明 が あ り ま し た。 小 冊
子をもとに Vision, Value（つながる よくなる 見つかる）
Personality の紹介があり、また YMCA のブランドロゴが新規
に２つ開発されたことの報告がありました。
次に菅谷氏より「東京 YMCA の将来・江東 YMCA の将来」
についてお話をお聞きした。
ご自身の経歴の披露後、東京 YMCA は 2013 年以前の赤字経
営を脱し黒字に転じたこと、中期計画は以下の 4 項目に重点を
置くと述べられた。①若い人を育てながら、会員に戻ってきても
らう。 江東 YMCA をコミューニティーセンターとして安定させ
るモデルとする。②東陽町地域のお年寄りを見守る。地域と専門
学校を結びつけ、お祭りへの参加や学校に地域の人を招く。③
キャンプ場の改修、山手、江東の各 YMCA の改修。④新規事業
としてほかでやっていない事業を考えてゆく。最後に東京都の人
口増加率の予測、江東区の人口推移表などを示されて説明された。
後のプログラムとして、ハッピーバースデイ、結婚記念日のお祝
いのあと、各種報告の中で草分主事からプール解体作業の時の焼
き鳥、サンマなどの差しれ、園内ワークではテレビでおなじみの
「ズッキー」（鈴木ワイズ）の指導のもと 40 名以上の幼稚園父兄
の参加によりエントランス周辺の施設は新築同様によみがえった
ことなどワイズの働きに感謝が述べられた。定刻９時に終了し、
２次会で菅谷総理事と親しく懇談することができた。
参加者：ゲスト菅谷東京 YMCA 総主事、郡司さん（江東 YMCA スタッフ）、相川、安斎、
安藤、市崎、菊地、草分、小松、酒向、島田、鈴木、駿河、藤井、柳沢 （クラブメン
バーは敬称略）

参加の関東東部部会報告
酒向裕司
9 月 30 日関東東部部会に参加しました。香取さんはエントリー
していただいたのですが、残念ながら体調不良により欠席となり
ました。場所は千葉市美術館、昭和 2 年に銀行として建築され
た古い建物をそのまま生かして、周りを囲むように鞘堂方式で美
術館と市役所に平成 7 年に改築したものです。部長の開会点鐘
に始まり、ゲストやクラブ紹介へと続いたのですが、元々古い銀
行のロビーが会場だったため、声が反響して何を言っているのか
全然わからない。江東クラブが呼ばれたのも気づかず、周りから
言われて手を上げるような状況でした。しかし、東日本区の会員
増強主任の榎本さんは声が大きくてよく聞こえており、話し方で
全然違うものだと気づかされました。記念講演では美術館沿革と
浮世絵師鈴木春信の魅力について美術館館長の河合氏から講演が
あり、席のレイアウトを多少変更したものの明瞭には聞こえずに
少し残念なものになりました。しかし、鞘堂方式の改築など、興
味深い内容でした。
懇親会では、復帰した石丸さんはじめ千葉クラブの方々と旧交
を温めることができました。また、各クラブのアピールタイムで
は、10 月の 5 クラブ合同例会を紹介することができ、貴重な機
会となりました。部会は 6 時半の早い閉会だったので、DBC 十
勝クラブの山田さんとゆっくりと 2 次会をすることできました。
参加の皆様、運転手をしてくれた相川さん、ご苦労様でした。

（参加：相川、酒向）

チャリティーランレポート
菅原

創

９月 23 日（土）
、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。うす曇りのちょっと涼しいくらいの、ちょうど

参加者：相川、安斎、草分、小松、酒向、駿河 （敬称略）

第1回関東東部EMC事業委員会報告
会長

酒向裕司

2

オール江東

いいレース日和となりました。江東センターからは、幼稚園の保
護者チームが３チームとサッカーの保護者チーム、ペガサス６の
計４チームが参加。江東クラブからは中野と菅原が出走しました。
結果は、かろやかチームが 16 位、ペガサス６が 24 位、すこ
やかチームが 26 位、
さわやかチームが 36 位と健闘。かろやかチー
ムの 16 位は、江東センターとしては過去最高記録となりました。
夕方からは業務用スーパー３階にて懇親会があり、ランナーと
その家族及び関係者が大いに盛り上がりました。ランナーの皆さ
んとは、前の週に行われた練習会から交流してきましたが、これ
からもさまざまな機会に江東センターに集まる方々と交流し、活
動を支えていきたいと思います。

1万円支援
10 ジャガイモ：10月25日午後搬入予定
11	会員増強：12月クリスマス例会に入会候補者の２ファミリーを招待予定
12	新規事業：ワイズガーデンにチューリップの球根を植え付け予定。
幼稚園園児にも参加してもらう。費用はワイズ負担。
13 60周年：60周年行事の在り方について意見交換を開始する。
出席者

香取、小松、駿河、草分、相川

私のお気に入りのお店
島田

信州に墓参りに行くたびに訪れる小諸の「丁子庵」を紹介しま
す。上信越道小諸インターより１０分ほどで信州そばの名店「丁
子庵」に到着です。古民家のような土蔵作りの店は平日でも混ん
でおりますが、小上がりは空いていることが多く、そこに座るこ
とも気に入っています。いつも車ですので一杯飲むことはありま
せんが、季節の天ぷらの盛り合わせと盛りの良い信州そばは絶品
です。山で採れたであろう山菜の苦みを楽しみ、秋にはキノコの
食感を楽しむ。そこに日本の四季を感じ日本人で良かったと思う
のは私だけではないと思います。また信州の青首大根を使った「辛
みそば」や、くるみダレの甘みを楽しむ「くるみそば」も美味し
そうでした。
（くるみそばは見ての感想ですが…）
信州では軽井沢に泊まりますが、旧軽ロータリーの「川上庵」
もお勧めです。そばの美味しさもありますが、焼酎の蕎麦湯割は
とても濃く身体に良い感じがします。（川上庵は六本木にもあり
ますよ！）
信州に行くと蕎麦ばかり食べるもので家族には不評かもしれま
せんが、アウトレットに長時間付き合うのですから許してもらい
たいものです。

参加者：香取、草分、小松、酒向、菅原、駿河、寺尾、中野（文中敬称略）

プール解体＆園内ワーク
山﨑常久

9 月の声を聴き園庭に鎮座ましますプールは役目を終えて解体
されます。毎年の事ですが、江東センターの一体感を醸すため
に、業者に完全委託するのではなく、園児のお父様方に解体作業
を手伝っていただき、ワイズもその存在感を示す意味もあり、後
方支援で焼き鳥を焼いて差し入れします。煙に燻されながらテ
キヤ業に。同時進行でズッキー鈴木は午後から行われる館内補修
作業の準備に余念がありません。駿河園長の心のこもった差し入
れもあり中年オヤジ軍団は冗談を言っては笑いこけながらミッ
ション 300 本を焼き上げました。昼食をはさんで午後からはズッ
キーの指示の下、館内のペンキ塗り作業。今年は壁や遊具のペ
ンキ塗り直しと木製の椅子とテーブルの補修です。バックレた
U,A,I,S,K&K（敢えて名前は伏せます）に恨み言を言わず、ひた
むきで無口な高倉健のようないぶし銀の渋さをもつ 3 名だけが
館内ワークの手伝いと香取さん差し入れの秋刀魚 30 尾を焼いて
ワークに勤しむご家族に差し入れしました。好きな色を塗ってい
いという条件下、ジャングルジムが 4 色に彩られたのが YMCA
らしく、めったに笑わないいぶし銀の男たちの頬を緩ませていた
のが心に残ります。

９月第一例会報告
書記
９月７日

19:00〜

９月本例会確認

２

９月９日プール解体（ヤキトリ提供）9:30集合
同 日午後

略

園内ワーク

終了後飲み物提供

参加者約40名

メインロビー周辺塗装ほか、

ワイズ紹介パンフ配布

３	９月23日

チャリティーラン確認

４	９月30日

関東東部部会

窓口相川

集合10時

河
５

10月以降の例会の件
・10月近隣５クラブ合同例会（C委員会）

委員長小松を中心に企画中

・1 1月例会（A委員会）ユース報告、本田由希香さん、辻岡朱理さん
（VYRF）、景山美帆さん（全リー研）交流会は餃子屋を予定
・12月クリスマス会

12/9 (B委員会)

説教を北先生に確認中[草分]OKな

・１ 月新年例会（役員会）
オークションを行う
・２月本例会（C委員会）

香取、安齋、小松、酒向、駿河、草

会長
６

本年はブースをひがしと分

・会員増強

レストランリヨン予約

9/16（土）

出席予定者

宇田川次期

酒向会長、相

女性会員の獲得案（会費を下げて）（小松）、会費下げに若
複数人を同時獲得案（相川）

・木場公園ボランティア団体の会合に香取、草分出席

活動の内容を当局

と打ち合わせをしながら検討する。（植栽、防災関係）

消防に関する内容

・60周年

8	熊本ジェーンズDBC：ジェーンズ、十勝とのトライアングルDBCを本格

2018年初頭頃から具体的な記念事業の検討を開始する（案と

してコピー機、園庭時計など）

的に進めたい旨ジェーンズより打診あり。第一例会で協議。
9	ソフトボール大会：10月9日

予定講師

注文明細確認（酒向、草分）
会員増強委員会

幼稚園児の父兄

予定調整中

メネットオークションは今回も開催の予定
7	2月本例会：宇田川さんに講師をお願いの予定

食事なし

干の異論あり

手配中（草分）
燕治師匠、アンフェリシオン

TOF例会

川、小松、

ユース交流（ＹＶＬＦ、全リー研報告を予定）

6	1月新年例会： 1月20日

目ネット

5,000円を予

その他

	関東東部

焼きそば目標2400食：詳細は10月第一例会で協議
北先生お願い済み

燕治師匠暫定OK（寺尾）
アンフェリシオン地下

仮題「消防の話」

・じゃがいも

かち合う
11月例会

場所
会場

定

滞りなく準備中

分、相川

5	クリスマス例会：12月9日

ビストロリオンを計画

（島田）

相川達男

4

委員長市

崎を中心に企画中

9月役員会報告（9月28日）

3	区民祭り打ち合わせ：10月28、29日開催

コース確保

出席者：相川、香取、草分、小松、酒向、駿

ら礼拝は北先生の教会、祝会は近くのフレンチ

2	関東東部部会：参加予定者確認

藤井寛敏

江東YMCA

１

参加者：酒向、相川、市崎、宇田川、香取、草分、小松、島田、鈴木、駿河、山﨑（敬称略）

1	10月合同例会確認：小松Ｃ委員長より詳細確認

徹

出席者：相川、安斎、宇田川、市崎、草分、小松、酒向、小松、島田、鈴木、駿河、藤井、
柳沢 ( 文中メンバーは敬称略 )

鈴木実行委員長のもと開催。ワイズより

3

第31回インターナショナルチャリティーラン

ＹＭＣＡニュース

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（土：祝）
、都立木
場公園で開催されました。 前夜からの大雨で一時は開催が危ぶ
まれましたが、設営の頃には薄日が差し始めて涼しい駅伝日和
となり、約 300 人のランナーと伴走者が力走！！
レース前の「こどもラン」には幼児・小学生 450 人とその保護
者あわせて 700 人が参加したほか、沿道をうめた応援者、ボラ
ンティア・スタッフ約 170 人を含めると来場者総数は 1,500 人
を越え、にぎやかな大会となりました。また香取ワイズのご尽
力により、今年はスターターとして都議会議員の山﨑一輝氏が
来場、閉会式には山崎孝明江東区長も激励に駆けつけてくださ
いました。
江東ＹＭＣＡ＆江東幼稚園＆江東ワイズの協働４チーム、サッ
カークラス（ペガサス）の保護者有志の１チームが江東 YMCA
からエントリーをしました。江東クラブからエントリーをして
下さった菅原さん、中野さん、ありがとうございました。また
ボランティアでサポートをして下さった酒向会長、香取さん、
小松さん、駿河さん、寺尾さん、早朝からありがとうございま
した。写真２面参照

江東コミュニティーセンター＆幼稚園の報告
プール解体

９月９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。
『プールさん！今年の夏も子
どもたちのためにありがとう！』
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
鳥を振舞いました。

修繕ワーク

全国区になりました「ズッキー」
（鈴木雅博氏：江東ワイズ、卒
園児保護者、在園児祖父幼）
」のご指導の下、幼稚園の１階ロビー
の壁、園庭の遊具、机や椅子のペンキ塗りをしました。お父さん、
お母さん、子どもたち 50 名、ワイズメンや先生方 15 名、今年
は大勢集まりました。幼稚園窓口にはタイルを張りました。一
番大事で大変な『養生』から始め、どうにか終えることができ
ました。床のレンガの上のペンキの「あと」は養生の甘さの爪
痕です。最後には香取ワイズからの差し入れの『秋刀魚』をワ
イズメンに焼いていただき、秋の味覚を堪能して終えました。

江東コミュニティーセンター＆幼稚園の予定
江東バザー

11 月５日（日）です。日程のお間違いがないように！

コミュニティーセンター
12 月２日（土）

クリスマス会

オール東京

ソフトボール大会

10 月９日（祝：月）
、第 34 回会員ソフトボール大会が開催され
ます。
大会委員長はずっきー鈴木ワイズメン！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、ご参加を！！応援のみでも OK!!!

国際協力一斉街頭募金

９月９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た
ち 29 名やリーダー２名、スタッフ３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 184 名が呼びかけを行い、215,717 円が
寄せられました。

全国ＹＭＣＡリーダー研修会
（神戸ＹＭＣA余島キャンプ場）
10 月７日（金）～９日（月）

ソシアスフォーラム

11 月 25 日（土）
・江東コミュニティーセンター＆幼稚園

編・集・後・記

▲早いもので神無月も中盤に差し掛かり、秋らしい日が多く
なりました。ワイズの活動も、チャリティラン、ソフトボー
ル、ワイズポテト、区民祭りと季節を感じさせる内容が続き
ます。個人的には春夏秋冬、ラグビー三昧なのですが、グラ
ンドで肌で感じる季節も悪くないです。今年は川越祭りに
行ってみようかな、なんて考えています。（TY）
▲今月の最大のイベントはチャリティーラン。そのスター
ターに江東区長を頼まれたが、公務でスターターには、山崎
一輝都議、そして閉会式には、山崎区長が出席された。お陰
で華を添える事が出来たが、私は都議を送り、閉会式前に帰
宅、翌日電話で区長にお礼をしたら「肝心の、香取さんがい
なかったじゃない」「ゴメンナサイ」でした。（YK）
▲ついに10月は酒向会長の目標の出席率９0％以上の91％を
達成しました！！
本例会が都合の悪い人でも役員会や第一例会に何とか都合を
つけて顔を出してくれています。酒向さんは今のところ対外
行事皆出席です。10月11月で何とか100％を実現したいもの
です。（HF）

今後の予定

今後の予定 スケジュール表に入れましょう
10 月 28（土）、29 日（日） 区民祭り
11 月 2 日（木）
第一例会
11 月 5 日（日）
バザー
11 月 16 日（木）
本例会 リーダーと共に
11 月 18 日（土）
第 2 回関東東部評議会
11 月 30 日（木）
役員会（予定）
12 月 7 日（木）
第一例会
12 月 9 日（土）
クリスマス例会
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