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東京江東クラブ会長
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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 3 月報

International

3月本例会（担当A委員会）

Beer

山﨑

と き： 2018年 3月15日(木) 19：00～21：00
ところ：江東 YMCA 301・302 号室
幸子さん
プログラム

司会

市崎 俊一君

開会点鐘

会長 酒向 裕司君

会長挨拶・ゲスト紹介

会長 酒向 裕司君

ワイズソング

全員

ワイズの信条

宇田川 敬司君

食前の感謝

草分 俊一君

食事
関東東部部長挨拶
スピーチ

長尾 昌男君

「はしの話」

スピーカー

茨城クラブ

片山

啓君

誕生日・結婚記念日 スマイル 各種報告
閉会点鐘

常久

ご 存 知 の よ う に IBC と は International
Brother Club の略称で国際兄弟クラブの事で
あります。私は International Beer Club と勝
手に名付け一緒にビールを飲むことを楽しんで
います。韓国大邱クラブとも IBC を結んでいま
すが、ここでは台中長栄クラブとの IBC の事だ
け書くことにします。
台中長栄クラブの良さ。人の良さに尽きます。
明るくフレンドリーで会うことを心から喜んでくれているのを感じ
られ、こちらもついつい引き込まれて嬉しくなれます。交流のきっ
かけは藤井さんが IP として活躍された際に台中長栄クラブのフラ
ンク蔡さんが役員として一緒に活躍された事。それ以来、何度かク
ラブメンバーの交流を重ね、横浜国際大会で正式に IBC の締結と
なりました。その後も交流は続き、前回の台北国際大会には台中長
栄のメンバーが運営に携わっているとのことで、こちらからも大勢
で参加し、大いに交流を深めました。この４月には１６名もの方々
が来日していただけることとなっていて、今から歓迎プログラムを
練るのに楽しい時間を過ごしています。
IBC を締結していないクラブや、せっかく締結していても交流が
盛んでないクラブがあるような噂を風の便りに聞きました。簡単に
海外旅行に行ける御時世ですが、IBC を通じての国際交流は、深さ、
楽しさが桁違いです。ワイズの楽しさの一つですので、是非、一緒
に Beer を飲んで、交流を深めていただけると私の懲罰的巻頭言も
救われます。かしこ

会 費：ゲスト・ビジター 1000 円
受付： 駿河

Club

会長 酒向 裕司君

※ハッピーバースディ
メン 10日 香取良和君、22日 安斎克成君
メネット 23日 藤井祥子さん
※結婚記念日
1日 安藤正武・正子夫妻
3日 市崎俊一・幸絵夫妻
23日 菅原 創・陽子夫妻

今月の聖句



『わたしは父にお願いしよう。父は別の弁護者を遣わして、永遠にあなたがたと一緒にいるようにしてくださる。
』
ヨハネによる福音書 14 章 16 節

2月会員数
23名
内広義会員
3名
休会1名

1月出席者
メンバー
16名
メネット
0名
コメット
0名
ゲスト
0名
ビジター
0名

2月出席率
13/20
65%

今月の強調月

BF・メネット

アクティブファンド

前年迄

2,013,830円

2月分

0円

修正
残

高

2,013,830円

1

ニコニコボックス

前月迄

68,500円

2月分

10,500円

累

79,000円

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

２月例会報告

2月役員会報告
香取

2月22日（木）江東YMCA

良和

藤井寛敏
１
２

3月本例会プログラム 1面参照
ワイズ杯サッカーの件
3月5日（日） 前日仕込み サッカー保護者に依頼
当日 ワイズ約7名、メネットに声がけ
３
グリーンクラブ45周年 3月21日 出席予定 9名
４	４月本例会（館外）4月8日（日）台中長栄クラブと合同例会
昼食候補 神谷バー、上野がんこすし、夕食 銀座ライオン
５ 	5月例会（メネット例会）5月12日（土）レストランで昼食か
大村メネット事業主任、布上メネット主査出席予定
報告・協議
・EMCシンポジュウム報告 酒向 3面参照
・台中長栄クラブ訪問 報告 藤井 3面参照
・台中長栄クラブ来日の件
	予算IBC、DBC の20万を充てる、香取より10万寄付の意向
	酒向会長、IBC山崎、相川、藤井を中心に企画、全員の参加協力を
要請
4月7日（土）歓迎ディナー 7時 門前仲町 花水木
		 8日（日）合同例会 都内ツアー by bus
		 9日（月）軽井沢 草津温泉（？）by bus
		 10日（火）鎌倉 by train or bus
		 11日（水）午前中shopping ホテルで見送り
・6月納会（役員会担当）
6月25日（土）5：30役員会 6：30開会
・東日本区大会 6月2日（土）3日（日）沼津
メン、メネットに参加要請
・次次期会長選任の件
次次期会長選考委員会にて候補者を3月本例会までに決定
・次期役員選任の件
宇田川次期会長を中心に候補者3月本例会までに決定

久しぶりの岡田さんと共に

今月は TOF の月であり、食事は赤ワインとフランスパン。
宇田川次期会長が、本人も活躍している消防団についてス
ピーチを行なった。火事の消火もさることながら、近年は地
震など災害の多発の対し、自治体にとり消防団は欠かせない
存在である。団員は準公務員に属し、わずかでは有るが手当
が出ている。宇田川さんは地元で実際の死者が出た火災現場
で消火活動に携ったり、地域の防火訓練や江戸三大祭りであ
る、深川の水掛祭りでは、夏の猛暑にも拘わらず制服に身を
包み、消防訓練と称し消火栓からホースで 54 基の全神輿に水
をかけるなど私の知り合いの消防団に属する人の中では最も
真摯に誇りを持って活躍されている。消防団の始まりは、８
代吉宗の時代、大岡越前が創設した「町火消し」が起源であり、

出席者：宇田川、香取、草分、酒向、駿河、藤井、本間（文中、出席者敬称略）

1720 年には「いろは 48 組」ができ、現在の東京 23 区制は
江戸火消し制度に由来する東京には無くてはならない制度で

4部合同EMCシンポジウム参加報告

ある。今月の例会は久しぶりに楽しく盛り上った例会であっ

酒向裕司

た。

2018 年 2 月 17 日に東新部、関東東部、あずさ部、湘南沖

それは、３年ぶりに岡田さんが出席し、柳沢さんとの掛け

縄部の 4 部合同 EMC シンポジウムが開催されました。冒頭に

合い。役者が２人そろうと一挙に盛り上がり、厳しい寒さも

東新部 LT 委員長の長澤さんから「EMC に関する様々な意見

感じず帰路についた。

を出してもらって議論したい」
、更に東日本区理事の栗本さん

出席者：相川、安斎、安藤、市崎、宇田川、岡田、香取、菊地、草分、小松、酒向、駿河、
藤井、柳沢（メンバーの敬称略）

より「Extension を是非実現して行きたい」との挨拶があった。
また、会員増強の展望として、東新部部長の伊藤さんより「東

2月第一例会報告
2月1日（木）19:00～

新部では 20 年で半減している。多摩みなみクラブ設立の際に

江東YMCA

は、当初の候補者が結局入会しなかった事例があり、そのバ

藤井寛敏

リアが何かを共有したい」
、Extension 委員長の太田さんより
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1月役員会の報告および討議
A 2月本例会の件 ブリテン1面参照
B	次期クラブ役員など選考の件 次期クラブ役員は宇田川次期会長を
中心に、次次期会長の選考は酒向会長とABC委員長で3月本例会ま
でに選考。
C 各種献金額決定の件
D	DBCの件 熊本ジェーンズクラブに酒向会長から書状を認める。
E ・3月本例会（A委員会）の件 1面参照
・4月本例会（B委員会）（館外例会）の件 4月8日にIBC 台中長
栄クラブとの合同例会
		 相川（B委員会）と山崎（IBC担当）で企画する。
・5 月本例会（メネット例会）の件5月12日（土）でメネットに検
討依頼
・次期会長・部役員研修会 3月4日、5日 宇田川次期会長出席予定
・東京グリーンクラブ45周年 3月21日 現在までの参加予定者9名
F	IBC台中長栄クラブ訪日の件 4月7日 歓迎会、仲町の花水木 8
日合同例会，9日軽井沢、10日京都（日帰り）（2月8日藤井が台中
訪問時に提案予定）
2 区民祭り 会計報告
105,154円の利益、
1月新年例会会計報告
残金6,700円 寺尾君に感謝。
3 その他
・未納会費の件 酒向会長からメールで支払いお願いする。
・前野さん、北牧師2月3月例会4月館外例会に出席声がけ、前野さ
んにはコマ演技披露要請（草分君）

「YMCA にワイズ候補を紹介してもらうように協力をお願いし
ている。
」との説明があった。東京 YMCA 副総主事の星野さん
よりはポジティブネットの説明があり、
「ワイズと YMCA が同
じ方向を向いて活動していきたい」との説明があった。
次に、パネリストの発題として、4 名から話題提供があった。
所沢クラブの澁谷さんからは「C（クリスチャニティー）の大
切さについて」、東京多摩みなみクラブの石田さんより「ワイ
ズが直面している諸問題、寄付文化になじめない人への対応」
、
EMC 活動に求められること、ボランティア活動の力学的側
面と持続可能性」について、クラブ設立の際に作成した資料
に基づいて説明があった。また、武蔵野多摩クラブの大輪さ
んより「何故ワイズにはいらないのか、ワイズの集まりが多
すぎる問題、ブリテンのが必要、ただの老人会になっている」
との指摘があった。また横浜クラブの古賀さんより「YMCA
のブランディングへの共感」の話があった。その後のディス
カッションでは、主に礼拝や聖句、食前の感謝などのクリス
チャニティーの問題について議論された。クリスチャンとし

出席者：相川、香取、草分、小松、酒向、駿河、藤井、山崎（文中メンバー敬称略）

ての儀式があるために、それが入会に対するバリアになって

2

いるとの指摘があった。江東クラブでは、YMCA 幼稚園に子

I

供を入園させている父兄が多いために、あまりバリアを意識

B

C

したことはないが、もう少し他の議論をして欲しかったが、
時間がなく討論終了。
最後に 4 部と参加者全員で変革に対する決意表明をして、
シンポジウムは終了となった。今後も議論を深めていくこと
は重要と思うが、会員減に歯止めがかかるかどうか。江東ク
ラブは江東クラブとして今後の活動方針を深めていくことが
重要と感じた。

蔡さん子息の結婚披露宴

私の好きな店
精華楼

江東区千田1-2

IBC の台湾エバーナイスクラブの重鎮の蔡さんの子息の結

小松重雄

婚披露宴に招かれ、メネットと共に 2 月 9 日台中のホテルへ。

私が今回紹介したいお店は、もうワイズで忘年会や納会な

蔡さん夫妻と奥さんの弟（アメリカから帰国）とマレーシア

どでお馴染みの江東 YMCA より徒歩 5 分にある中華「精華

の蔡さんの友達家族と夕食。翌日は会長の江さん主催の昼食

楼」です。創業者夫婦とその息子さん夫婦で月～土曜日の

会で小松さんと仲の良い林さん夫妻、頼さんなど懐かしい友

AM11：00 〜 PM22：00 迄営業しています。主に厨房はは

人たちと旧交を温めた。食後、日本人が設計したといわれる

息子さんが担当しています。江東区にある中華「虎」で修業

台中市のオペラセンターを見学のあと何さんがご自分の薬局

した後、ここで存分に腕を振るっています。何と言ってもす
べてにこだわりの食材を使用していることです。

藤井寛敏

に隣接してオープンしたセブンイレブンのお祝いに。

わがワイ

そし

て大急ぎでホテルに帰り、夕方から披露宴に出席した。最近

ズのＦ君は麻婆豆腐、Ｋ君はカニレタス炒飯、もう一人のＫ

オープンしたといわれる大きなホテルで友人、知人 800 名の

君は白菜のクリーム煮と大体店を訪れると定番の注文をしま

出席者、ワイズ関係も 100 名を超えているという。三々五々

す。でもこの店の一番人気は担々麺。これ以上は何も求めない、

食事が始まり、暫くして新郎新婦と蔡さん夫妻に抱かれた生

奥深い最高の味です。是非メンバーの中でまだ食べていない

後 4 か月の美娘の晨寧（Chen Ning）ちゃんが舞台に上がり、

人がいたら如何でしょうか？きっと病みつきになること間違

出席者に披露された。最初に小生があいさつ（もう一人仕事

いないと思います。尚ランチタイムになると日替わり定食を

関係と思われる人で挨拶は 2 人だけ）お二人にお祝いの言葉

求めてかなり店が混雑しますので、時間をうまく調整したほ

を述べ、ワイズを通しての蔡さんとのお付き合いの始まりに

うが良いかと思います。この機会に皆様も深川の名店に足を

も触れて素晴らしい友人を海外に持った喜びとワイズという

運んでみては如何でしょうか！因みに Tel は 3647-8261（「美

組織に感謝の気持ちを述べた。翌日は Big 蔡さん（元台湾区

人の奥さんにも惹かれて」は影の声）

の理事）主催の昼食会に招かれ、そのあと 3 人の新家族と母
親と共に住むために新築したお宅へ、豪華な住まいに驚く。

オ－ル江東YMCAスキ－キャンプ

夕方三々五々集まったクラブの皆さん 20 名ほどを加えて、近

安齋克茂

くのレストランで食事会、4 月に来日するメンバー 16 名の皆

江東 YMCA コミューニティーセンターに連なる人たち訳

さんも出席し、口々に 4 月の日本への旅行を楽しみにしてい

50 名による掲題スキ－キャンプが２月３日（土）
・４日（日）

るようで、日本での再会を約した。翌朝蔡さん手配の車で台

シャト－塩沢スキ－場で行われた。

北へ、帰国の途に就いた。改めて IBC の素晴らしさを実感し、

二日とも天候に恵まれ子供たち同士、あるいはファミリ－

今期の国際会長のスローガン「国境なき友情」の実践の 4 日

で楽しく過ごした。このキャンプの参加者は、近隣に住む江

間であった。

東 YMCA 幼稚園の園児のファミリ－であるため、江東ワイズ
メンズクラブでは CS 活動費として同行するリ－ダ－の費用の

3月、4月の予定

補助金として５万円を提供した。
私は、体力的にはスキ－は無理だと思いましたが、旅館の

3月 1日（木）第一例会

山文のオヤジさんにも会えるし、雪景色を見るだけでもいい

		 4日（日）ワイズ杯サッカー大会

かと思って参加しました。また、子供の頃雪国に疎開をした

15日（木）本例会

経験があり、そのころの楽しい雪遊びや雪景色が一種のノス

21日（祝）東京グリーンクラブ45周年記念例会

タルジアとなっており、西行が桜を好んだように、私は雪景

22日（木）役員会

色が大好きなのです

24日（土）富士クラブ30周年記念例会

今回のキャンプに参加した子供たちとファミリ－は少しで

4月 5日（木）第一例会

も自然を知り、畏敬することを学んでほしい。夕食後は、リー

		 7日（土）台中長栄クラブ歓迎会

ダ－や父兄と親睦会が和気あいあいと行われ楽しい時間を過

		 8日（日）台中長栄クラブとの合同例会

ごした。この参加者の中からワイズを理解し、入会する人が

		 9日（月）台中長栄クラブと軽井沢ツアー

出ることを期待して帰途についた。全員バスに乗れないので

10日（火）台中長栄クラブと鎌倉ツアー

ワイズ車や電車で参加した。（写真は 4 面の YMCA ニュースに）

11日（水）台中長栄クラブ見送り

参加者：相川、安斎、安藤 & コメ＆マゴ２、宇田川、酒向、鈴木＆コメ＆マゴ（敬称略）

3

ＹＭＣＡニュース
江東コミュニティーセンター＆幼稚園の報告

３．毎年 2 月に設定されている、
いじめのない社会を目指すキャンペー
ン
「ピンクシャツデー」
に全国 YMCA が協力して取り組んでいます。
2 月 28 日の当日、東京 YMCA でも子どもたちや学生、教職員な
どが、ピンクの服や小物を身につけたり、寄せ書きをするなど、各
部署にていじめ反対のアピールを行いました。

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
で新潟県南魚沼市吉
里＆シャトー塩沢ス
キー場でファミリー
親睦会を開催致しま
した。このファミリー
スキーは江東ｺﾐｭﾆﾃｨｰ
活動委員会が主催し、
活動委員の方々が企
画運営をして下さり
ました。年少の子ど
もからシニアの方々
が参加、おお父さん、
お母さん、子どもと
いうファミリー構成
や子ども、お母さん、おじいちゃんという３世代のファミリー構成も
ありました。バスの中、夕食後はリーダーを中心としたゲームや歌で
楽しいひと時を過ごしました。またゲレンデでは初めてスキーをした
子どもも、リフトに乗って滑り降りることができるようになり、ス
キーを楽しむこともできました。江東クラブより、リーダーの経費、
50,000 円の援助をいただきありがとうございました。また多くのワ
イズメンより、夜の大人の親睦会への美味しい飲み物の援助もいただ
きました。この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうござい
ました。

江東コミュニティーセンター＆幼稚園の予定
オール江東街頭募金

３月３日（土）
、10：30 ～ 13：30 ＪＲ錦糸町駅南口広場にて、江
東コミュニティーセンター単独の国際協力街頭募金を開催いたします。
江東コミュニティーセンター＆江東幼稚園に集う方々と一緒に街頭募
金を開催します。
幼児、小学生、リーダー、保護者、委員、ワイズメン、スタッフ・・・
大きな声の呼び掛けと心温まる一瞬を共に感じませんか。お待ちして
おります。

ワイズサッカー大会：３月４日（日）

第 49 回目を迎えたワイズサッカー大会が開催されます。木場公園
の多目的広場で、
江東区内外のチームの１年生～２年生が集結します。また、お昼に振
舞われる恒例の豚汁は子どもたちの楽しみの一つにもなっております。
大会費の援助、豚汁のサービス等、ワイズサッカー大会の支援、あり
がとうございます。

江東 YMCA 幼稚園 卒園式：３月 17 日（土）
始園式：４月 10 日（火）
入園式：４月 11 日（水）
スプリングキャンプ

オール江東スキー＆雪あそびキャンプ

『わんぱくクラブ』デイキャンプ
３月 22 日（木）～ 24 日（土）
、1 日目：北の丸公園、２日目：武蔵
の森公園、３日目：夢の島公園。３日間、様々な公園に出かけます。
＊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。
＊各センターにてスプリングキャンプ・スクールの申込がスタートし
ました。
web 申込みのみとなります。ご不明な点は江東センターまでご連絡
ください。

２月９日（金）～
11 日（日） ２泊３
日、スノーパーク尾
瀬戸倉で実施いたし
ました。子どもたち
80 名、リーダース
タッフ 20 名、総勢
100 名の大家族で白銀の世界を満喫してきました。スキーをする子、
雪あそびをする子、みんな楽しい時間を過ごしました。

東京YMCAの予定

東京YMCAの報告

・liby チャリティーコンサート：３月３日（土）
、阿佐ヶ谷教会にて
・オール東京スキー実技リーダートレーニング ３月 17 日～ 20 日
（妙
高高原）
・第 28 回チャリティーゴルフ大会
4 月 12 日（レイクウッド総成
カントリークラブ）
・高石ともやバングラデシュ奨学基金チャリティコンサート：
4 月 15 日（日本基督教団浅草教会）

１．会員部主催の第 12 回子育て講演会が、1 月 27 日（土）
、しのの
め YMCA こども園を会場に開催しました。リオオリンピック水泳
金メダリストの金藤理絵氏を講師に迎え、｢人は変わることができ
る ～指導・親との関わり｣ と題して講演をいただきました。子育
て世代から学生まで約 112 人が集まりました。
２．
「下町こどもダイニング」が 1 月 29 日（月）
、東陽町センターに
て開催しました。定員を上回る申込があり、小学生 24 名と保護者
4 名が参加しました。学生ボランティアと一緒にゲームや歌を楽し
んだ後、準備にあたったボランティアも交えて食事の時間を持ちま
した。子どもの「孤食」をテーマとした同プログラムは 4 月から月
1 回のペースで、東陽町コミュニティーセンターで継続開催する予
定しています。

4月
IBC合同例会案内

16 名で来日予定の台中長栄クラブの
メンバーとの合同例会です。

編・集・後・記

4月8日（日）都内バスツアー

▲ 春の陽気に誘われてY’s Cup サッカー大会トン汁サービス
を手伝い、さらに東京大空襲慰霊地蔵尊供養にお参りしてから
自分のラグビーの試合に行ったらハードな試合で疲労困憊しま
した。交歓会、二次会のデザートに弁慶の豚骨醤油ラーメン・
バターのせでリカバリーを試みましたが、疲労の極みだったよ
うで十時間以上、眠ってしまいました。もう若くはないようで
す。（T.Y.）

春爛漫の上野、浅草を散策し、スカイ
ツリーもしくは水上バスでお台場へ足
を延ばす予定です。
夜は銀座ライオンで乾杯！！
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