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主 題“ Yes, We Can Change!”「私たちは変えられる」
スローガン“ Courage to challenge ”「 挑戦への勇気 」
アジア太平洋地域会長 田中博之 ( 東日本区 )
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 」
東日本区理事 宮内友弥（東京武蔵野多摩）
理事主題「為せば、成る」（No challenge, No fruit）
	スローガン「ワイズが何をしてくれるではなく、あなたがワイズに対して何が出来る
かを考えて実行しよう。」
（Ask not what Y’s can do for you. Ask what you can do for Y’s.）
関東東部部長 衣笠輝夫（埼玉）
部長主題「 良いものを見つけ、つなげて、よくなろう 」

東京江東クラブ会長

2018 〜 2019 年度

宇田川敬司

会長主題 『ワイズメンズクラブだから』を楽しもう！

東京江東ワイズメンズクラブ 8 月報

8月例会（担当：A委員会）
と

き

ところ

地域のために、Yのために

2018年8月18日(土)17:30～

2018 〜 19 東日本区地域奉仕・
YMCA サービス事業主任
大久保知宏（宇都宮）

月島スペイン食堂 「タベルナ」
TEL 03-6311-1416

会

費

メン・メネット・ビジター5,000円

受

付

島田徹君

司

会

市崎俊一君
プログラム

開会点鐘 

宇田川敬司君

会長挨拶 

宇田川敬司君

挨拶 関東東部 
乾

部長

杯 

衣笠輝夫君
柳澤広繁君

食事・歓談
Happy Birthday・Anniversary
スマイル
この夏は………1分間スピーチ
各種報告

閉会点鐘 宇田川敬司君
今月のBirthday 市崎俊一君、菅原陽子さん、
佐藤郁子さん、小松敦子さん、
安藤正子さん
Anniversary

該当者なし

全員

東京江東ワイズメンズクラブの皆さん、こん
にちは。今年度、地域奉仕・YMCA サービス
事業主任を務めます宇都宮ワイズメンズクラブの大久保です。今
年度の事業主題は、次のように定めました。
主任主題「地域のために、Y のために」
副題「あなたが地域のために、Y のために何が出来るかを考えて
実行しよう。」
今年度から事業主任名に YMCA サービスを加え、明確に YMCA
サービスを事業の柱に据えることを目指しています。これは理事
方針の YMCA サービスがワイズメンズクラブの拠り所、アイデン
ティティーとしたことを受けたものです。
事業方針として掲げたこととでは、地域奉仕として行っている
事業を YMCA と協働して行うことはできないか、YMCA サービ
スとして行っている事業を地域の協力者と協働して行うことはで
きないかを考えてみてください。YMCA と地域の皆さんの懸け橋
にワイズが機能するように行動していただければと考えています。
また、
「東京 YMCA チャリティーゴルフ」のように他のクラブ
への支援の輪が広がっている活動のように、東京江東クラブが行っ
ている「江東 YMCA 親睦会」
「プール組立・解体時の焼き鳥提供」
「園
内ワーク」
「江東バザー」
「チャイルドガーデン」などの多くの事
業に他のクラブからの協力を要請する行動を提案いたします。計画
段階でお知らせいただくことで区を通じて他クラブへ CSY ニュー
スとして告知したいと思います。ご活用を検討してください。１
年間よろしくお願いします。

今月の聖句

『わたしは命を、再び受けるために、捨てる。それゆえ、父はわたしを愛してくださる。
』


ヨハネによる福音書 10 章 17 節

今月の強調月：CS
6月会員数
21名
内広義会員
3名
休会0名

7月出席者
7月出席率
アクティブファンド
ニコニコボックス
メ ン バ ー 10名 56%  (10/18) 前年まで
2,167,447 前月まで
0
メ ネ ッ ト 0名
7月分
10,000 7月分
10,000
残高
2,177,447 累計
10,000
ビ ジ タ ー 0名
ゲ
ス
ト 0名
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クラブ役員
会
長
宇田川敬司
副 会 長
山崎 常久
副 会 長
鈴木 雅博
書
記
相川 達男
会
計
島田 徹
直 前 会 長
酒向 裕司
担 当 主 事
草分 俊一

速報！

藤井寛敏元国際会長、バレンタイン賞受賞！
８月９日から１２日に開催されている韓国麗水での第７３回国際大会のなかで、国際表彰があり、東日本区
の東京江東クラブの藤井寛敏さまが今年度のバレンタイン賞を受賞されましたのでお知らせいたします。ご
承知の通りバレンタイン賞はワイズメンズクラブ国際協会２５，
０００人の中からお一人だけが表彰されるワイズ
メンにとっては最も名誉ある賞です。藤井さまの長年の功績が高く評価されました。おめでとうございます。
（栗本東日本区直前理事のメールを転載）

総会報告

その前に山崎さんに連絡
を取ろうとしましたがう

相川達男

まく取れなかったそうで

2018 － 2019 宇田川会長年度のキックオフ例会、江東ワイズメ

す。 今 回はパクさん 家

ンズクラブの総会が７月１９日に開催されました。 前期末に３名の退

族のほかに 4 名ほど参

会者が在ったため本年度は総勢２１名のメンバーでスタートとなりま

加しておりました。（写

した。５年前 2103 年のロースターを観ると、３２名のメンバー数で

真参照）最終日には彼ら

したのでほぼ３分の２になっています。 総会当日も２１名の内出席が

のホテルで朝食を食べな

１２名と寂しいかぎりです。 総会の議案に対して過半数の承認が必

がらいろいろ話をしまし

要ですが、今回かろうじて過半数を確保した状況です。以上のよう

た。 現在会員数は 25 名の中に日本人（女性）とカナダ人（男性）

な現状を踏まえた上で開催された総会ですが、まず前年度の酒向

が一人いて、70 歳以上は彫刻家の鄭さんとナム（南）さんの二人

会長、ＡＢＣ各委員長、会計から前期の報告が成され承認を得まし

だそうです。 彼らは交流復活を望んでおり来年の 60 周年にはぜひ

た。続いて、新年度の宇田川会長、各委員長から事業計画が発表

声をかけてほしいと言っておりました。山崎さんとも電話で話をして

され承認。 会計からの予算案に関しては前期繰越の修正に伴い再

おりました。

度調整が必要との事で次月例会にて承認を受ける事となりました。

台中エバーナイスクラ

メンバー減少などの色々な問題を抱える中、宇田川新会長からは

ブとクラブからはフラン

頼もしい事業計画が発表されました。「ワイズだから」出来る事をし

ク蔡さんの 一 人 参 加で

よう！魅力のある活動をして周囲の人が自ずと参加したいと思うクラ

したが、4 月に会ったば

ブづくりをしよう！本年度はすでに新しい事が動き始めています。 皆

かりでしたが折に触れて

さんどうぞ新しい、楽しい事を始めましょう。それにはまず例会にレッ

夕食の時などいろいろと話をしました。順調に行けば来年の 2 月に

ツゴー！
！
出席者
相川

RDEE(2020 年の理事 ) に指名されるかもしれないと言っておりま
した。 宇田川さんのお子さんのホームステイの話もしました。 夜飲

安藤、宇田川、香取、草分、小松、酒向、島田、駿河、藤井、柳澤、山崎、

みながらと思っていましたが、私の宿はスペースがなく、彼のホテ
ルは少し距離があり、毎日遅くまで大会のプログラムがありました

関東東部評議会

ので今回はあきらめて再会を約して別れました。
宇田川敬司

第73回国際大会に参加

今期クラブ会長として第一回目の関東東部評議会に出席致しまし
た。前回クラブ会長を務めさせて頂いた時も出席してきたのですが、

●●●●

言葉は悪いですが、僕が一番苦手としている会合です。『なぜか』

8 月 8 日大会に参加のため台風の影響での強風の中、総勢 12

それは、コピペの会合だから。（コピペ : コピー & ペーストの略）毎

名のツアーで成田を出発した。 大邱空港から世界遺産の海印寺を

回特に議論もなく議題に則り例年と一緒でおしまい。。。

観光して翌日会場の麗水（Yeosu ヨス）に入った。

しかし今回は違いました！今までのコピペ体質に異論が沢山出ま

麗水は 6 年前の国際博覧会を開いた韓国南西部の人口約 30 万

した。 中でも例年東日本区への災害寄付金が定額で予算立てされ

人の沿海部の町であり、現国際会長のムーン氏の出身地である。

ている事に多くの参加者から意見が出ました。「災害が多発する昨

午後から屋根付き屋外の会場でいくつかのパーフォーマンスの

今、予算立てするのは良いが、定額を東日本区に支出するのでなく、

後、執行役員による一連のセレモニーの後、直前国際会長（IPIP）

関東東部でファンド化し、有事の際に素早く支出出来る方が良いの

の開会宣言で大会が始まった。 国際書記長の紹介でユースの若者

では？」など、良い意見が多くみられ、大変意義のある評議会でした。

に掲げられた加盟 64 か国の国旗の入場の恒例のフラッグセレモ

ワイズはとても良い組織。しかし、時の流れで形骸化するのも事実。

ニーが行われた。多くの来賓の挨拶、キーノートスピーチの後休憩、

本質を一緒に考えさせて頂く良い機会でした。

食事はいくつかの建物に分かれて摂り（参加者は公式の名簿がな
いが何人かの方々の口からの推測では総勢約 3000 名（韓国から

国際大会におけるIBC交流

2500 名、 海外から 240 名（うち日本から約 100 名）ユース約
100 名というところか）の参加であった。

藤井寛敏

大会 2 日目８月 9 日は国際書記長のレポートの後、
４部門
（YMCA、

韓国テグークラブと大会初日にメンバーの Paku Jong Suk（設

CS、Youth、Mennetes）に分かれてのフォーラムで午前中が終了。

計事務所経営）さん家族（奥さんと娘さん）の呼び止められました。

昼食の後、観光ツアーに出かけた。夕食の後は IPE( 次期国際会長 )

彼は私たちが大会の参加するだろうと思って事務局に確認し、ホ

Night で IPE の挨拶の後 , 各地域の出し物があった。 わがアジア

テルも日本人の参加者から聞き出しておりました。 久しぶり（彼ら

太平洋地域は“We are the World”を合唱した。

のクラブの 45 周年に参加して以来の 15 年ぶり）でしたがお互い

3 日目は IBC time、前日の Forum の報告、エリアに分かれて

に顔を覚えておりました。今年の春に 60 周年を行ったそうですが、

2

閉会式には出られなかった。）大会全般については主催者側の思い

meeting を行った。わが地域は田中エリア会長以下役員の就任式
が行われた。 午後は観光ツアー、musical 鑑賞などがあったよう

入れが目立ち、多くの performance に本来のワイズの大会という

だが、時間や場所が分からず断念した。 夜は IP( 国際会長 )Night

というところが少し薄くなっていたように感じた。韓国エリアに分か
れて 8 年が経ち、韓国の人たちは国際というよりちょっと内向きに

で IP のお話は短く、またまた数多くの performance があった。

なっているように感じた。

最終日は会場を室内の会場（席数は 800 位だが参加者は 300
名とは私の推定）に移し、IYC( ユースコンボケイション）の報告、

しかし久しぶりに多くの韓国の知り合いと旧交を温めることがで

次期国際大会（2020 年 8 月 Denmark Odense）の PR があり、

きたし、大会中のいくつかの不備な点は 2010 年に大会をホストし

国際書記長の引継ぎ（西村さんはこの 10 月で退任）が行われた。

た身からすれば感謝の気持ちで打ち消された。

時間の大幅な遅れで大会後の予定のある人は（私たちを含めて）

参加：藤井＆メネット

カンボジアプロジェクト

山﨑常久  

東京江東ワイズメンズクラブは今年からカンボジアはシェムリアップ郊外コムルー村にあるタ
マイ保育園の子供たちに、江東 YMCA 幼稚園の卒園児の要らなくなったユニフォーム、
「くまシャ
ツ」を送るプロジェクトを開始しました。数年前に東邦大学付属東邦中学校高等学校の PTA 会
長を務めていた時に卒業生の体操服を贈ったのですが、その時に現地と太いパイプができたの
で、ワイズでも何かできるのではと考えて開始したプロジェクトです。まずは江東クラブから保
育園に衣料品を送る事業から始めて、ゆくゆくは関東東部や東日本区で現地に学校を作る等の
活動を行えればと考えています。 第一弾として宇田川会長が「くまシャツ」を１０月に現地に届
けていただきます。現地の状況は数年前の私のレポートを抜粋しますので御一読いただきたく、よろしくお願いします。
タマイ保育園訪問：郊外の農村、コムルー村のタマイ保育園を訪問しました。市内からトゥクトゥクで 1 時間半。暫く街道を走って、曲がっ
て未舗装の道をゴトゴト行くとあります。のどかな田んぼの中の農村で、日本人有志でお金を出し合い土地を買って建物を建てて運営してい
るとのこと。生徒数は 30 名強で、午前・午後 2 部制の、学校の空き時間の子供たちを集めて簡単な外国語を教える、日本の保育園という
より学童に近い運営スタイルです。日本からのボランティアツアーの学生たちも数多く、訪れ、建物建築や修繕に携わっています。

東京江東ワイズメンズクラブ

2017-18

収入の部

大項目

項

目

通常会費

通常会費

特別例会

特別例会会費

ファンド事業
そ

の

他

前期繰越金

数量
22

摘

要

摘

要

21名（担当主事を除く）

432,000
1,045,351

利子など

76,897

前期繰越金
収入の部

額

1,260,000

6回

区民祭り・ジャガイモ
寄付金

金

決算書

1

未収金を含む

620,810

計

3,435,058

支出の部
大項目
負担金
各種献金
ロースター
通常例会
特別例会
ファンド事業

項

目

数

量

金

額

東日本区費

22

326,500

担当主事分を含む

関東東部関係

23

117,750

部費・部会費・CS・YVLF

東日本区各種献金

22

189,714

CS,BF,TOF,ASF,FF,RBM,YES,

ロースター費・広告費

25

58,000

食事代・講師謝礼

4

259,869

特別例会費用

6

402,610

区民祭り・ジャガイモ

1

767,675

1

20,000

A委員会
EMC・リーダー親睦
B委員会

クラブ事業費

ワイズカップサッカー

1

80,000

YMCA諸大会

1

210,000

今年度は1回の開催

その他Yサ事業

2

89,017

プール設置解体・スキ－親睦代補助

ワイズガーデン

2

44,539

チュ－リップ球根1000個

92,040

編集・印刷・封筒・切手他

1

233,275

香取氏の寄付有り

会長・クラブ交際費

1

113,000

研修会、主事補助、在京会長会、グリ－ンクラブご祝儀、本間氏お父様お香典を含む

江東センター使用料

1

50,000

サーッカー、ソフト、チャリティーラン

C委員会
ブリテン
DBC・IBC
交際補助金
その他

余剰金

記念品・振込料・通信費

50

43,943

ホームページ開設準備

1

0

現金残高

69,535円

予備費

1

0

預金残高

237,591円

アクティブファンドへ振替

100,000

次期繰越金

237,126

支払の部

計

3,435,058

雑費・振込料・通信費・損金処理など

未収金

30,000円

ファンド預金残高2,167,447円
上記各残高

3

監査担当相川氏

確認済

ＹＭＣＡニュース
一緒に汗を流し！乾杯し！！語り会いましょう！！！

江東センター＆幼稚園

ぜひ、ご予定ください。

ＹＭＣＡポジティブネット募金『西日本豪雨災害』

今後の予定
江東センター＆幼稚園
・休館日：８月13日（月）～25日（土）
・海のキャンプ：８月10日（金）～13日（月）
・定例野外活動【小学生：どろんこ】お泊り会：８月15日（水）
～17日（金）
・デイキャンプ：８月21日（火）～23日（木）
・夏季保育：８月28日（火）～31（金）
・始園式：９月３日（月）
・プール解体＆園内ワーク：９月８日（土）
・バザー11月11日（日）

西日本を襲った記録的豪雨は、12府県にまたがり死者200人、
行方不明者の捜索も続いています。多くの地域で土砂崩れなどの
生活道路が通行止めになり、今なお多くの方が孤立状態にありま
す。生活の復旧には長期化が見込まれており、真夏日の高温が続
き、非常に厳しい状況にあります。
全国のＹＭＣＡは、被災地でのボランティアワーク等の支援に留
まらず、中長期的な視野に立って人びとの困難に、息長く寄り添
います。コミュニティーの復興支援を目指し、全国のネットワー
クや特性を活かした活動を展開していきます。

●

東京ＹＭＣＡ

夏まつり
・日 時：８月25日（土） 11：30～15：30
・会 場：東陽町センター １階 『ＹＭホール 』＆アトリウム
オール東京の行事です。各センター、在京ワイズ、コミュニ
ティー活動委員、リーダー、スタッフが一丸となって、模擬店を
出店したり、イベントを盛り上げたり……。
YMCAに集う子どもからシニアの方々に、夏の最後の思い出つく
りを提供します！
模擬店！もしくは参加者！？ ご予定ください！
		

●

東京ＹＭＣＡは 7月18日～22日、都内6カ所で街頭募金を行な
いました。
連日の猛暑でしたが、ＹＭＣＡの園児や学生、ボランティア、会
員、職員など総勢214人が街頭で呼びかけたところ、多くの方が
ご協力くださり、募金額は1,000,737円にのぼりました。

●

江東ＹＭＣＡでは、７月22日（日）、錦糸町駅南口広場で街頭
募金を行いました。
当日は暑い中、コミュニティー委員、ワイズ、メネット、コメッ
ト、園児、卒園児、スタッフ、36名が集まり、大きな思いを大き
な声で伝えました。募金額は289,214円にのぼりました。
＊江東コミュニティーセンターのホームページの新着に写真を
アップしております。ご覧ください。

●

第31回ユーズボランティア・リーダーズフォーラム
９月７日（金）～９日（日）山中湖センター		

●

第32回インターナショナルチャリティーラン：９月23日（祝：
日）都立木場公園		

●

●

http://tokyo.ymca.or.jp/
support/2018/07/20180724-01.html

ソフトボール大会：10月９日（祝：月） 大宮グランド

西日本豪雨災害支援募金
例会で草分館長から、錦糸町駅前募金活動の協力要請を受
け、当日、錦糸町へ募金に行くと、駅前の植樹を背に揃い
のYのベストで円陣を組み呼びかけをしており、ワイズで
は安藤メネット・東京クラブの長澤さん、また子供たちも
参加していた。私もその昔、案件は忘れたが城東警署で許
可をとり横断幕を作りワイズの募金活動を２年連続で行い
募金してくれる人には心から感謝したものだ。ワイズの皆
さん、地元なので江東、ひがし、ベイサイドがもっと参加
しましょう。（香取良和）

お楽しみ保育：年長組の子どもたちが、７月13日～1５日の２
泊３日、山中湖のキャンプ場へ行ってきました。 ２日目は約６
時間掛けて山登りをしてきました。十分な水分補給と休憩で、み
んな元気でした。
プール開放：夏休みが始まりましたが、園児とお母さんが元気に
登園してきます。園庭の大きなプールの開放に遊びに来ていま
す。暑い夏に負けぬ子どもたちが気持ちよさそうに遊んでいま
す。

●

キャンプの準備：リーダー会が毎日のように行われています。
デイキャン、宿泊キャンプが予定されています。
この夏の経験を糧に、子どもたちと一緒にリーダーも成長してい
きます。

●

編・集・後・記
暑い！暑すぎる！おかげで何にも手につかない！仕事、家事、ブ
リテン原稿。。。猛暑と言う格好の言い訳を逆手に取り結局何も
やらずに日々グダグダ。。。これで良いのか！？（T.A）

プール解体＆園内ワーク
９月８日（土）ＡＭ～プール解体 ／ＰＭ～園内ワーク
園児の保護者とのよき交わりのとき！特にお父さんたち！！

●

酷暑も立秋を越えてからは朝の空気に季節の移ろいを感じます。
蜻蛉も飛び始めました。五山の送り火に御霊の存在を感じつつ、
日本人として考えさせられる葉月は過ぎてゆきます。（T.Y）
藤井メンのバレンタイン賞受賞のニュースにビックリ！藤井メン
の前向き且つ直向きなワイズメンとしての活動の成果ですね♪素
晴らしい！（K.U）
一年ぶりに編集委員に復帰したSです。地球の自転が遅くなると
地震が増えるそうです。今年は自転が遅くなって5年目だとか。
準備は怠りなく。（SY）
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