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2017 〜 2018 年度

酒向裕司

とき

2018年1月20日（土）6:30〜

会費

メン、メネット、ゲスト

アンフェリシオン

受付

コメット

3000円

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 1 月報

新年あけましておめでとうございます

1月新年例会
ところ

会長主題

酒向裕司

5000円

会長を拝命して６か月経ちましたが、昨年の出席
率はかなり向上しています。2017-2018 期の主題

駿河幸子さん

は「皆で参加、楽しい例会へ」として、出席率 90％
以上、楽しい例会の実現を目標に掲げました。役員

プログラム
司会

を始めとして皆さんのご協力により、昨年の出席率
は 7 月 86%、8 月 91%、9 月 90%、10 月 91% と、

市崎俊一君

開会点鐘

会長

酒向裕司君

以前より高い出席率を達成し、充実した本例会になっ

会長挨拶・ゲスト紹介

会長

酒向裕司君

は、近隣 5 クラブ、東京グリーン、東京北、東京ひがし、東京ベイサイ

ワイズソング
各種報告

てきているのではと思っています。10 月の本例会で

全員

ドクラブとの合同例会を開催することができ、68 名の参加者の例会を開

ハッピーバースデイ・結婚記念日

催することが出来ました。2018 年も引き続き皆さんの協力を得て、出

新春寄席・落語
メネットオークション

メネット・本間

閉会点鐘

会長

※ハッピーバースデイ
メン：5日

※結婚記念日
12日

山崎常久君

席率の維持ができればと思っています。

柳亭燕路師匠

しかし、様々なクラブ運営を相談する場である第一例会の出席率は低
いことが多く、DBC などの相談がし難い状況が続いています。また、新

剛君

入会者もしばらく獲得することができず、今後のクラブの将来はなかな
か見通せない状況が続いています。

酒向裕司君

わがクラブは 2019 年には 60 周年を迎えます。私の会長の任期はあ
と半年ありますが、今後のクラブ運営、会員増強・新入会獲得、CS や

8日

YMCA サービスに対して一助となる活動ができればと思っています。今

岡田暢雄君

後とも、クラブの充実した楽しい活動に向けてご協力よろしくお願いし
ます。

香取良和・晴美夫妻

今月の聖句

『この日に神はすべての創造の仕事を離れ、安息なさったので、第七の日を神は祝福し、聖別された。』


創世記 2 章 3 節

今月の強調月
12月会員数
24名
内広義会員
2名
休会1名

12月出席者
メンバー
16名
メネット
3名
コメット
2名
ゲスト
4名
メイキャップ
0名

12月出席率
16/21
76%
修正
20/21 95%

TOF

アクティブファンド

ニコニコボックス

前年迄

2,013,830円

前月迄

35,100円

11月分

0円

12月分

15,000円

累

50,100円

残

高

2,013,830円
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計

クラブ役員
会長
酒向 裕司
副会長
宇田川敬司
書記
藤井 寛敏
直前会長
相川 達男
顧問
香取 良和
連絡主事
草分 俊一

ります。ワイズ活動もそのリズムに上手に乗せて出席出来る
ことを願っております。
今年も宜しくお願い致します。

相川達男 学校を卒業して社会人に
なって30年。あと30年生きたとし
て、大人になってからの折り返し地
点。今一度しっかりと根を張り、周
りを見回し、どっしりと成長する1
年としたいと思います。

藤井寛敏 アルコールと仕事は適度に、ゴルフ、テニス、読
書に精を出し、立つ鳥を見習いつつ少しでも跡を濁さぬよ
う。
本間 剛 今年こそ断捨離！！何度となくトライしてきたこ
とではあるが。。。自分の部屋も然ることながら、自分の
PC、スマホ、手帳それぞれ溢れるばかりの情報につき、年始
にあたり、断捨離を。。。ついでに自分の体形(脂肪)にも断捨
離を!? 自身の例会の出席率も気にしてます。。。

安藤正武 今年は健康に！昨年の7月に熱中症で体への自信を
無くし、9月に高校の友人、10月に妹の夫を亡くした。意気
消沈の暇は無いが、今年は元気に一日一日が過ごせるように
と、願っている。

柳沢広繁 もう一年の抱負は考えられなくなりました。先ず
は一月の例会に出席をする事です、これが毎月毎月続けば良
いと思って居ります、短期決戦。私は結婚して55年に成りま
すが、正月家で過ごす事はありませんでしたが昨年10月頃か
らは正月の計画は立てられず家で過ごす事になりました。お
陰様で正月二日に家族全員、ホテルで食事会をする事が出来
ました。これはこれで又良し。

市﨑俊一 昨年はＡ委員長でありながら、役員会にあまり出
席できませんでした。今年は、なるべく第一例会、役員会に
も出席し新しいＣＳ活動などについて協議していきたいで
す。また個人的には昨年ゴルフ70台の目標を達成したので72
を目指し、週2でラウンドしたいです！
宇田川敬司 来期は江東ワイズに入会して2回目会長になりま
す。前回は、右も左も分からぬまま任期が終わってしまいま
した。今回は、先人方の築いてくださった良いところは伸ば
し、刷新すべきところはよく協議しながらより良いワイズを
目指して行きたいと思います。

山崎常久 ３月に落合から深川に戻ります。家族が増えたの
で（三男坊・福・ボストンテリア）兎小屋がモルモットハウ
スとなりますが楽しく暮らしていければと思います。ちなみ
にモルモットハウスはペット禁止です。

香取良和 残念ながら、クラブに協力できない６ヶ月であっ
た。酒向会長や藤井書記に申し訳ない思いしかない。一月か
ら広義会員として登録していただく。出席の義務は無いが責
任はある。責任には、健康が全て！

クリスマス例会報告
菅原

創

草分俊一 ２018年、戌年！犬のように社会性を『身につ
け！』『堅実になり！』『親しみ深く！』『通行人、子ども
からシニアまでに愛される』ような、『人』に精進して参り
ます。
今年もよろしくご指導の程、お願いいたしますワン！
小松茂雄 今年はあまり出しゃばらず、若い人の意見を聞い
て行きたいと思います。あとＤＢＣの問題を前へ進展してい
ければいいかなと思います。

2017 年 12 月 9 日（土）。毎年恒例のクリスマス例会が行
われました。
例会に先立ち、堺福音教会東京チャペルにて礼拝が行われ、
北先生よりクリスマスのメッセージをいただきました。メッ
セージの中で語られた「金銭的なことも含めてこの世の富を
得て豊かになることも神さまの恵みであるから良いことだ。
しかし、その恵みに感謝する気持ちを忘れると、それを失う
ことが怖くなってしまう。神さまからいただいた恵みに感謝
したい。」という言葉がとても印象に残りました。こうしてク
リスマスを仲間とともに過ごすことができる恵みを改めて感
じるひと時となりました。
その後は、近くのフランス料理店、ビストロ・ド・リヨン
に移動し、例会を行いました。今回は江東ＹＭＣＡ幼稚園の
教職員４名の方にゲストとして参加いただき、楽しい時間を
ともにすることができました。食事のあとは恒例のプレゼン
ト交換があり、持ち寄った思いおもいのプレゼントを交換し
ました。年末の忙しい時期ということもあり、メンバーの参
加者が少なくなりましたが、幼稚園の先生やメネット、コメッ
トを迎えることができ、楽しい例会になりました。

酒向裕司 最近は体力低下を感じることが多いので、毎日1万
歩、体重減量5kgを目標。。
島田 徹 昨年は、26年ぶりに会社が変わり、新たな変化に
対応するには、歳を取りすぎているかと少々心配でしたが、
何とかなりそうです。今年は、ワイズだから経験出来たと友
達や周りに自慢できるような楽しい企画を提案したいなぁと
思っています。奉仕と出席を第一に27年目の島田です。
菅原 創 今年は「たくさん仕事してたくさん休む」を目標
にしたいと思います。ここ２、３年、仕事の忙しさに振り回
されてきましたが、この忙しさにもようやく慣れました。や
るときはやる、休むときは思いっきり休みます。
駿河幸子 昨年の夏、夫の病気が分かってから私自身の生活
リズムに変化が起きました。
そのリズムに少々振り回された昨年後半でしたので、今年
は夫の病気療養のリズムと私の生活リズムを調和させ、心地
よいハ－モニ－を奏でられる様な一年を送りたいと思ってお

参加者：ゲスト 北牧師、軍司さんと尾崎さん（江東 YMCA スタッフ）、安藤さん、
若澤さん（同幼稚園先生）相川、安藤、宇田川、香取、草分、小松、酒向、菅原、島田、
駿河、藤井、本間、島田メネット、菅原メネット、菅原コメット、
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12月第一例会報告
12月8日

19:00〜

藤井寛敏

１． 12月クリスマス会

プログラム

12月号1面参照

２．12/23 東陽町クリスマスオープンハウス
模擬店出店うどん・そば各100食
ワッフル券

食材

クリスマス例会で販売

３．	12/29 忘年会

精華楼

ベイサイドクラブより協力要請あり

５．１月以降の例会の件
・１月新年例会（役員会）
・２月本例会

2/15

・３月本例会

・DBCアンケート

7時から忘年会

10名はいきそう

（出席者：宇田川、香取、駿河、藤井）

1面参照

私の好きな店

講師：宇田川、食事なし

(A委員会)

６．その他

香取、草分

6時から役員会

４． 1/13 在京ワイズ新年会

て理解をいただくようワイズメンズクラブの紹介と合わせお
話をさせていただきました。マラリア症による死亡の 70% は
5 歳未満の幼児で発生していること、そして防蚊ネットによる
予防と比較的わかりやすいこともあり、同じ年頃のお子さん
を持つご父兄の皆さんは熱心に聞いていただきました。結果
として 45,000 円の献金をいただきました。我がクラブの献
金と合わせて、東日本区に送る予定であります。この会を企
画し、運営していただいた駿河さん、ありがとうございました。

講師例会 検討依頼

市﨑 俊一
当たり障りのないところで私の好きなお店をご紹介いたし
ます。
【代々木 今半】東京都渋谷区代々木1-45-4代々木山陽ビルB1F
03-3370-8565
牛タンしゃぶしゃぶがお勧めです。レモン塩であっさりと 2，
3 皿いけます。20 年位前このビルの上に会社があったのでそ
れ以来通っています。あの（浅草 今半）の弟さんのお店でこ
こ 1 軒だけしかありません。
【四季の味 ほり川】東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急ホテルセ
ンチュリーサザンタワー19F
03-3320-6552
あの日本料理のほり川なのですが、ここのお鮨カウンター
は、刺身も握りも本当にハズレがありません。もう 20 年近く
通っています。銀座や池袋にも同じ系列店がありますが、こ
こがお勧めです。
【合点承知之助 四谷本店】東京都新宿区三栄町1-1XeビルB1F
03-3226-9967
四谷 YMCA 同盟の近くです。日本酒、焼酎とも名酒銘柄豊
富で刺身も料理もボリューム満点で美味しいです。3 千円で全
銘柄飲み放題ですが、酔いつぶれると怒られます。
【薩摩 牛の蔵 四谷店】東京都新宿区四谷2-1-1 SK四谷ビル B1F
03-6273-2934
ここも同盟に近いです。全室個室で空調が良く臭くなりま
せん。お肉も美味しいですが、見た目より意外と安いのでお
勧めです。
【4匹のこぶた】東京都江東区枝川1-12-1 080-4422-4404
地元江東区より 1 軒、豊洲から 15 分位かかる住宅街ですが、
ここの韓国料理は絶品です。正直体質的にニンニク NG の私
ですが、ここのチャプチェやセンマイ刺し､ ねぎチーズチジ
ミ他全ての料理が本当に旨いです。ちなみに元日本代表Ｊリー
ガー李忠成のお姉様のお店です！

12月まで延期

・会員増強 新年例会に候補者に参加呼びかけ、YMCAロビーに新年
例会参加呼びかけのビラを貼る（草分）

・新規事業

チャイルドガーデン

12月号参照

・区民祭り決算を年内に決算に終わらせる
・香取広義会員希望の件
・中野休会の件

同意

同意

同意

2018年1月より

2018年１月より

・コミューニティー委員会主催のスキー親睦会へ50,000円補助
意（リーダー関係費用の補助として）

同

出席者：相川、香取、草分、酒向、島田、藤井 （メンバーの敬称略）

東陽町センタークリスマスオープンハウス
山崎常久

恒例のクリスマスオープンハウスで蕎麦うどんをクラブで
担当しました。高齢のメンバーが目立つ各クラブのブースに
手伝いに数名ずつの学生ボランティアが加わっていて、社会
のエンジンの中間層が少ない様は現代日本の少子高齢化と中
間層のボランティア活動への無関心を具現化していて笑うし
かないのですが、何といっても今年の特徴はお客さんの絶対
数の少なさで、YMCA の地域社会との隔絶も実感できて、ワ
イズ＆ YMCA の今後の活動方針について考え直す良い機会と
なったような気がしました。
（安藤メン＆メネ、香取、小松、酒向、島田、菅原メン、メネ、コメ、藤井、山﨑、
ヘルプで石井、山﨑従姉妹、日大学生２名）

忘年会の報告

ロールバックマラリアPR

柳沢広繁
昨年の 12 月 29 日（土）平成最後の忘年会がわが江東ワイ
ズの何時もの例会のあと利用している一流の中華料理店『精
華楼』で開催されました。私は体調の関係でクリスマス会も
欠席、忘年会もその週の初め迄不在（入院）にして居りまし
たので当日も欠席の返事を出して居りましたが、二日ほど前
に都合が付きましたので、変更して出席させて頂きました。
会は特別の決まりもなく、出しゃばりコマッチョの何とな
くの司会ではじまり、直前に行われた役員会の報告の後、島
田さんの乾杯の音頭でスタート、遅れて来た人ごとに乾杯を
繰り返し、総勢 16 名と久しぶりに沢山のメンバーがそろい
ました。飲むほどに、おいしい料理を食するほどに席を変え、
普段例会後の 2 次会には出ない人も交えての久しぶりの交流
の輪が広がり、文字通り 1 年間たまった垢を落としました。

藤井寛敏
12 月 13 日、江東幼稚園にて園児一斉引き取り日に約 100
名のご父兄を前にして我々ワイズ国際協会が全世界のワイズ
で国連の運動のもとで進めているロールバックマラリア（マ
ラリア蚊による死亡撃滅運動）について防蚊ネットを展示し

出席者：相川、安斎、安藤、香取、菊地、草分、小松、酒向、島田、菅原、駿河、寺尾、
藤井、本間、柳沢、山崎（敬称略）
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ＹＭＣＡニュース
報

告

オール東京スキー実技トレーニング（尾瀬＆妙高高
原）

子どもクリスマス会・大人クリスマス会

12月14日（木）～17日（日）、志賀高原ユニット、尾瀬ユニッ
トに分かれ、スキーの実技トレーニングが行われました。
バス３台に分乗し、スキーキャンプの理解、スキー指導の理
解と体験、安全について、ソング＆ゲーム・・・・など多くの
発見と理解をしてきました。

子どもたちを対象とした子どもクリスマス会と大人の方々を
対象としたクリスマス会を同日同時刻の 12 月２日 ( 土 )16：30
～ 18：00 に開催しました。子どもクリスマス会は弦楽四重奏
を聞き、キャンドルサービスを行い、日本基督教団亀戸教会の
堀川 果菜伝道師牧師よりクリスマスメッセージをいただきま
した。大人のクリスマス会は、ゴスペルソングを『聞く！』『習
う！』『唄う！』
、
そして、
今年は子どもたちの前で『発表する！』
ということを新たにチャレンジしました。練習中の保護者は声
もアクションも小さかったですが、子どもの前に立つと、大き
な声でオーバーアクションでゴスペルを披露できました。子ど
もたちのところに行く前には、キャンドルサービスを行いなが
ら堺福音教会東京チャペルの北秀樹牧師からメッセージをいた
だきました。尚、奉げられる献金は国際協力募金に用いらせて
いただきます。

リーダートレーニング

江東コミュニティーセンター＆幼稚園の予定
幼稚園始園式
１月 10 日（水）

オール江東親睦会『ファミリースキー親睦会』
２月３日（土）～４日（日） １泊２日
新潟県南魚沼市吉里＆シャトー塩沢スキー場

オール江東

３月３日（土）
・錦糸町駅周辺

ゴスペルを歌う

ワイズサッカー大会

新規プログラム

『木場公園 チャイルドガーデン』
先月のブリテンで報告しました『チャイル
ドガーデン』に新しい看板が立ちました。
チューリップが咲く春先までには、まだまだ
時間がありますので、まずは看板を見に足を
運んでください。

街頭募金

３月４日（日）

オール東京

か だ ん

この花壇には

きゅうこん

チューリップの球 根 を
う

１,０００コ 植えました。

東京ＹＭＣＡ本部事務局と会員部は、2018 年 1 月 22 日より
下記に移転します。
◎新住所 〒 169-0051 東京都新宿区西早稲田 2 丁目 3 番
18 号 日本キリスト教会館 6 階
代表電話番号：03-6302-1960 ＦＡＸ番号：03-6302-1966

東京江東ワイズメンズクラブ
江東ＹＭＣＡ幼稚園

木場公園サービスセンター

東陽町センタークリスマスオープンハウス

オール東京職員新年礼拝

12 月 23 日、東陽町センター周辺の地域の方々や近隣小学校
の協力のもと無事に終了いたしました。恒例のバザー、模擬店、
被災地応援物産販売、絵画展、ウエルネスセンターの子どもた
ちの発表会などが行われました。収益金は、地域の高齢者プロ
グラムや国際協力活動、青少年リーダー養成のために用いられ
ます。
江東ワイズメンズクラブは恒例のそば・うどんの販売！完売
でした！！
朝早くからありがとうございました。

第12回子育て講演会

１月５月（金）

１月27日（土）10：00～12：00

しののめＹＭＣＡこども園

「育てられた者として、子育ての大切さを語ります！」
リオオリンピック 200M 平泳ぎ金メダリストの金藤理絵さん
に、ご自身の経験を踏まえて講演いただきます。
・参加費：無料、申込み受付中。以下 URL にて東京 YMCA へ。
・URL：https://goo.gl/aEFxk2
・TEL：3615-5568 ・FAX：3615-5578
・e kosodate@tokyoymca.org

2月本例会案内

編・集・後・記

消防の話

▲入会して33年目。戦後の復興を乗り越え日本経済の発展と共
にワイズも活気に溢れていた。
戦後70年、経済の発展と引き換えに、日本人として失ったもの
が多いと思う。ワイズも・・・・（Y.K.）
▲暮に届いた訃報の中に心を通じ合っていた2人の古い友の悲し
い知らせがあった。電話もたまにで何年も会っていなかっただ
けに驚きと同時に何とも言えない寂寥感と無常を実感しながら
年末年初を過ごした。（H.F.）

宇田川敬司君

2月15日（木）19：00～
講師はわがクラブのホープ、地元消防団
の中堅、次期会長の宇田川敬司君による
「消防の話」です。
2 月は TOF 月間ですので食事は Wine & Bread only です。
終了後食事会をします。
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