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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 10 月報

５人からのクラブ創り

10月例会（担当：B委員会）

東日本区会員増強事業主任
伊丹一之（東京むかで）

と き ： 2018年10月16日(火) 19：00～21：00
ところ： 江東YMCA301・302号室
会 費 ： 通常会費
ビジター・ゲスト：1,000円
受付 ： 島田 徹 君
司会 ： 酒向 裕司 君
プログラム

ワイズ東日本区事務所が作成したクラブ別
の平均年齢一覧表があります。それを見ます
と、東京江東クラブは、関東東部の中で 3 番目
に平均年齢が若いクラブですが、今年度期初で
61.5 歳となっています。

開会点鐘	
会長 宇田川 敬司 君
ワイズソング・ワイズの信条
本間 剛 君
会長挨拶
会長 宇田川 敬司 君
食前の感謝
草分 俊一 君
食事
ゲスト紹介
藤井寛敏 君、山崎 常久 君
通訳
山崎 常久 君
ゲストスピーチ
「インドワイズの現状」
ハイデラバードワイズメンズクラブ クマール氏
各種報告・スマイル・ハッピーバースデイ・結婚記念日
閉会点鐘 
会長 宇田川 敬司 君
※ハッピーバースティ
メン
9 日 菊地茂徳君、19 日 菅原 創君
メネット 14日 柳沢フキ子さん、23日 酒向ますみさん
コメット 11 日 市崎貴也君、12 日 菅原 慶さん、
16 日 酒向ひまりさん、21 日 菅原 唯さん
※結婚記念日
29 日 島田 徹・京子夫妻

かつて、歴史のある江東クラブが、江東 YMCA 幼稚園のお父さ
ん方をメンバーに迎えて、平均年齢が若返ったという記憶があり
ましたが、それでも今年度の半年報で 60 歳を越えました。
ところで昨年度、国際憲法のガイドラインで、
「新クラブの最少
会員数は 5 名とする。
」ことが決まりました。それを受けて、東日
本区でも新クラブ設立は 15 人以上であったものを、今後は 5 人以
上で新クラブを作ることが出来るようになります。
東日本区 EMC 事業委員会では、ワイズ 100 周年の 2022 年を
ターゲットに、クラブ増強・会員増強のための新キャンペーンを
企画しておりまして、第 2 回東日本区役員会に提案する予定になっ
ています。その中には、5 人で作る新クラブも、新企画として取り
上げることにしています。
江東クラブでも、幼稚園のお父さん・お母さんをターゲットに、
スポーツとか音楽など、趣味や同好の志を 5 人集めたユニークな
コンセプトの新クラブ創りを目指してはいかがでしょうか。今ま
でのように 15 人の同志を集めるより、かなりスピーディーに新ク
ラブを作れることと思います。
そして毎年、新入園児のご両親などから会員を増強して、地域
社会や YMCA に独自のサービスを提供しながら、立派なクラブに
成長していければ、EMC のお手本になるでしょう。
伝統とパワーのある東京江東クラブに、大いに期待したいと思
います。

今月の聖句

『恵みと慈しみの主よ、わたしに答えてください
憐れみ深い主よ、御顔をわたしに向けてください。
』

今月の強調月：EMC/E
9月会員数
21名
内広義会員
3名
休会0名

メ
メ
コ
ビ
ゲ

YES

9月出席者
9月出席率
アクティブファンド
ニコニコボックス
ン バ ー 16名 88%  (16/18) 前年まで
2,190,997 前月まで
23,550
ネ ッ ト 2名
9月分
0 9月分
0
メ ッ ト 0名
残高
2,190,997 累計
23,550
ジ タ ー 0名
ス
ト 1名
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詩編 69 篇 17 節

クラブ役員
会
長
宇田川敬司
副 会 長
山崎常久
会
計
島田徹
書
記
相川達男
直 前 会 長
酒向裕司
連 絡 主 事
草分俊一

本例会報告

6 時半には既に搭乗希望者が来場。 開始時間の 7 時には既に数十
人が並んでいました。 テスト飛行を行って、 体験搭乗をスタート。

小松重雄（山﨑代筆）

風が穏やかだったので順調にフライトを続けましたが、それ以上に

カンボジアに「くまシャツ」を送ろう！

来場する人が多く、行列は増える一方。チャリランに来た親子も沢

我々が所属

山来ていました。 告知はあまりしていなかったのですが、来場が多

す る YMCA 江

く 8 時半には受付をストップ。10 時前に風が強くなり、燃料切れ

東センターの 幼

になる前に残念ながら搭乗会は終わりとなりました。

稚園に通う子供

今回は天候に恵まれて無事 155 組、484 名の親子に乗っていた

達の普段のユニ

だき、募金 20 万 3,390 円を集めることができました。 募金は全

フォー ム は 胸 に

額広島県と広島 YMCA に送らせていただきます。ご協力いただい

かわいい子熊の

た皆さん、ありがとうございました。また、ご協力いただいた東京都、

絵が描かれてい

木場公園の方にも好評だったようで、また被災支援の企画ができれ

ます。 私 たちは

ばと思います。（参加者：相川、安藤、宇田川、香取、草分、酒向、鈴木、

愛情をこめて「く

本間、安藤メネット、香取メネット、鈴木メネット）

まシャツ」と呼ん
でいます。そのかわいらしい「くまシャツ」を卒園児から集めてカ

助け合う「顔見知り」が増えればいいね

ンボジアのシャムリアップのコムルー村の保育園に送ろうというプロ

BG 風まかせ 西澤

ジェクトを今年から始めました。９月の例会に講師としてお越しいた

明

10 日間にわたって降り続けた豪雨がようやく止んだ 7 月 9 日、

だいたのは、このムーブメントの先駆けとなった大房明良さんです。

西日本支援のチャリティ気球をやりませんか、という突然のメールに

２９歳という若さでカンボジアでチョルモイツアーズという旅行代理

すぐさま呼応してくださったワイズのみなさま、ほんとうにありがと

店を経営し日本の若者に様々なボランティア体験を通じて人として

うございました。しかも日程は調整の結果、チャリランと同日とい

の成長を促すスタディーツアーを企画・運営するだけでなく、そこ

う無茶な設定にもかかわらず……。

での収益や培った人脈を元にスラム街に井戸を掘ったり、日本語学

おかげさまで当日はコンディションに恵まれ、多くの募金を預かる

校を設立したり、最近は日本で行政書士の資格を取りカンボジアか

ことができました。いまもなお不便な生活を強いられている方々が

ら日本に働きに来る人の書類面でのサポートをしているバイタリティ

一刻もはやく笑顔で暮らせる日が取り戻せることを心から願うばか

溢れるナイスガイです。現地に根付いた人間ならではの視点での話

りです。

は大変興味深く、又、我々が行おうとしているプロジェクトへの確

ここ数年、全国各地が災害（に起因する人災も含め）に見舞わ

信を強くさせてくれる内容でした。１１月に宇田川会長が集めた「く

れ、いかにわたしたちの生活が自然に対して脆弱であるかがあらわ

まシャツ」を現地に運ぶ予定となっていますが、この話を聞いたベ

になっている気がします。そう考えると、大切なのは幸いにして生

イサイドクラブの佐竹さんも東雲こども園で物資を集めて同行して

き延びることができたそのあと、どうやってまた生活を立て直して

くれることになりました。このムーブメントが関東東部から東日本区

いくか、だと思い知らされます。 気球からコミュニケーションがうま

に広がってくれることを期待しています。（参加者：相川、安齋、宇田川、

れ、ひとりでも多く、地域に助け合う「顔見知り」が増えればいい

香取、菊地、草分、小松、酒向、島田、鈴木、駿河、山﨑）

なという想いで、今回の係留を見上げていました。今度はチャリティ
ではない気球のうえでお会いできたらと思います。

木場公園熱気球報告
（西日本豪雨災害復興支援募金気球体験搭乗会報告）

チャリティーラン

酒向裕司

菅原

2011.3.11 東日本大震災。

創

９月２３日（日）
、毎年恒例のチャリティーランが木場公園で行われ

被災者へ支援ができないか、

ました。 晴天の涼しい秋空の絶好のコンディションのもと、４９チー

更に江東区に避難している子

ムが参加しました。江東センターからは４チーム。江東ワイズからは、

供たちを元気づけられないか

鈴木さんと宇田川さんと菅原が参加しました。

と、 バルーンクラブ風まかせ

江東センターからは、レースに出るのも人前で走るのも初めてと

（幼稚園父兄の N さんがメン

いう幼稚園のお母さま方も多く、チャリティーレースならではの人の

バー）と木場公園で気球を揚

輪の広がりを感じることができました。こんな風に、競技経験のな

げて、寄付を募りました。

い方々を巻き込んでいくのも、チャリティーランの役割の一つだと

そ し て、 今 年 2018 年 7

思います。

月の西日本豪雨災害。再び復

レース前には「こどもラン」も行われ、多くの子どもたちが参加し、

興支援として木場公園で気球

本レース以上の盛り上がりを見せてくれました。

体験搭乗会を企画しました。

本レースは、江東は、かがやきチームの２４位を筆頭に４チームす

9 月 23 日（祝）晴れ、 絶

べて完走。ケガもなく楽しいレースでした。

好の日和になりました。 事前

走り切った充実感で、打ち上げも大いに盛り上がりました。 今回

の準備では、木場公園との交

の参加メンバーの中から、来年以降、またエントリーしてくれる人

渉にはやはり必須の K さん。

も出てきてくれると思いますし、ワイズに興味を持つ方も出てこら

木場公園と共催、そして江東

れるかもしれません。このような人の輪をこれからも大切にしてい

区の後援を受けて、気球体験搭乗会を実施しました。 当日の集合

きたいと思います。（参加者：相川、安藤、安藤メネ、宇田川、香取、香取

は朝 5 時半、暗い中で設営を始めました。 気球の準備については

メネ、草分、酒向、菅原、鈴木、鈴木メネ、駿河、本間）

バルーンクラブ風まかせにお任せして、搭乗会の準備を始めました。
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ソフトボール大会

いるママもいました！そして成績はパパ・ママチームが総合４位となり
担当主事
『 第３５回

ました。

草分俊一

子どもから大人までが個々で楽しみ、そして家族で楽しみ、他の

オール 東

家族と楽しみを共有し、つながっていく姿が見られました。

京ＹＭＣＡ・近隣ＹＭＣ A

館内ワーク、チャリティーラン、ソフトボール大会・・・と、活発

会員ソフトボール大会』が

になってきました。これらの参加者の中から次なるリーダーシップを

１０月８日（月・体育の日）

発揮してくれる方を発掘し、仲間を増やしていきたいですね。

に開催されました。８時に

その為にもメンバーの方々の参加をお願い致します。

東京健保組合大宮運動場
で大会実行委員長の鈴木

関東東部部会報告

ワイズと合流し、 曇り空
を眺めながら参加者を待

鈴木雅博

ちました。鈴木ワイズの車のトランクの中には参加賞やＭＶＰの賞品

９月の肉の日、２９日に埼玉は浦和の日本バプテスト浦和キリスト

が盛りだくさん入っており、大会委員長としての心遣いを感じまし

教会にて関東東部部会が開催されクラブ副会長として出席してきま

た。そして９時の集合時間には山﨑ワイズが登場致しました。

したので報告します。

江東コミュニティーセンターからは、江東幼稚園の在園家族＆卒

今回の部会の特徴は衣笠関東東部部長の活動方針「良いものを

園家族の１５家族５８名、リーダー現役・ＯＢ・ＯＧ１５名、ワイズ２名

見つけ、つなげて、よくなろう」を具現化した内容で、セレモニー

スタッフ５名、総勢８０名の参加者となりました。この参加者数は過

色を極力薄め、記念講演、楽団演奏を無くし、その分、ユースパ
ネルディスカッションを主軸に据えた素晴らしい部会でした。 活動

去最高人数だと思われます。
今年は鈴木ワイズの元、直前の水曜日に園庭で２時間程の練習を

してなんぼの YMCA、その活動を支援してなんぼのワイズ。とも

予定していました。 実際は１時間オーバーの３時間でした！狭い園庭

すればセレモニーに満足を見出し、そちらに注力するあまり本来の

ですのでキャッチボール程度の練習かと思っていましたが、なんと、

活動する姿勢を忘れがちな状況が散見されるワイズという組織の中

ラインを引き、シートバッティング！まで。 初めて野球をするママも

で、原点とはなんぞやと考え直す機会を与えてくれた素晴らしい部

何人かいました。そして初心者ですがグローブとバットを購入して

会でした。（参加者：草分、駿河、鈴木）

東京江東ワイズメンズクラブ
２０１７～１８
収入の部

決算書

大項目

２０１８〜１９
予

項

目

通常会費

通常会費(年６万円）

特別例会

特別例会

ファンド事業

区民祭／じゃがいも

その他

寄付金等

数量

金

21

額（円）

摘

要

数

1,260,000 担当主事除

６回

量

金

20

算

額（円）
1,200,000

541,460

725,600

1,645,351 ジャガいも

800,000

108,497

50,000

前期繰越金

545,810

307,126

収入の部計

4,101,118

3,082,726

支出の部
大項目
負担金

項

目

東日本区費

数量
22

金

額（円）

摘

要

330,000 担当主事分含

数

量
21

金

額（円）
304,000

関東東部関係

117,750 部費，部会費、ＣＳ，ＹＶＬＦ

117,500

各種献金

東日本区各種献金

189,714 ＣＳ，ＢＦ，ＴＯＦ，ＡＳＦ，ＦＦ，

123,300

ロースター

ロースター・広告費

通常例会

58,000

47,000

食事代・講師謝礼

259,869

320,200

特別例会

特別例会費用

402,610

525,000

ファンド事業

じゃがいも

767,675

700,000

クラブ事業費

Ａ委員会
20,000

70,000

80,000

80,000

ＥＭＣ・リーダー親睦

0

Ｂ委員会
ワイズカップサッカー
ＹＭＣＡ諸大会

0
210,000 サッカー、ソフト，Ｃラン

その他Ｙサ事業

89,017 プール設置、解体他

ワイズガーデン

44,539

ＤＢＣ／ＩＢＣ
その他

0
92,040 編集、印刷、封筒，切手
233,275

125,000
150,000

交際補助金

60,000 研修会、主事補助

50,000

江東センター使用料

50,000

50,000

記念品、通信費等

28,943

30,000

ホームページ関係

0

30,000

予備費

0

100,000

次期繰越金
支払いの部計

0
70,000

Ｃ委員会
ブリテン

130,000

545,810

60,726

3,579,242

3,082,726
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江東ワイズ

2018年 9月 役員会議事録

２０１８年９月２７日

江東ＹＭＣＡ

江東ワイズ

19：00～

議題
①10月本例会 インド クマール氏来訪 10/18→10/16（火）に変
更 通常スタイル
②9/23災害支援気球係留ボランティア結果報告及び支援方法
募金の送付先：1/４をYMCA、3/4を地元自治体（広島県）に託
す。
③ジャガイモ搬入に関して 10/24搬入。本年も支払いはYMCA事務
所へ。
④藤 井さん祝賀会準備打ち合わせ。11/4（日）12：00～14：00
11：30受付開始 場 青山 アイビーホール
⑤11月講師例会 YMCAリーダーにリーダーズフォーラムの報告をお
願いする。
⑥11月バザー うどん・そば、ヤキトリ、ご飯ものは後日協議、数量
は昨年通り。
⑦アスパラ販売の結果報告
（出席者

2018年10月第一例会議事録

２０１８年１０月４日 江東YMCA 19：00～
①10月本例会 インド クマール氏来訪
10/18→10/16（火）に変更 クマール氏一行５名来訪予定。
インドワイズの現状に関して３０分程度講演していただく。
②9/23災害支援気球係留ボランティア結果報告
 詳細報告を西澤さん、酒向さんに作成いただいた。江東区、公園
協会、気球連盟に提出。
③ジャガイモ搬入、支払い等に関して
10月24日14時から江東Ｙ
ＭＣＡに搬入。
④藤井さんバランタイン賞受賞祝賀会準備進捗報告
 日時、会場などを確認。 江東ワイズのメンバーは基本的に全員
参加とする。
⑤11月講師例会に関して
 リ ーダーズフォーラムの参加報告を江東ＹＭＣＡリーダーに、
YMCA職員加藤さんに広島災害支援報告をお願いする。
⑥11月バザー出店品目の検討
うどん・そば、ヤキトリ、チャーハ
ンを出店予定。

香取、宇田川、酒向、山崎、草分、西澤（気球チーム）、相川）

（出席者

藤井、小松、島田、鈴木、宇田川、山崎、草分、駿河、酒向、相川）

ＹＭＣＡニュース

今後の予定
10月24日（水）	ジャガイモ搬入
10月25日（木）

役員会

11月 1日（木）

第一例会

11月 4日（日）	藤井寛敏君バラン
タイン賞受賞祝賀
会
11月11日（日）	江東ＹＭＣＡバ
ザー
11月15日（木）

本例会

11月29日（木）

役員会

▼第32回インターナショナルチャリティーラン

江東センター＆幼稚園

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（日：祝）、都立木場公園で開催
されました。48チーム、約300人（伴走者含）のランナー、レース前の
「こどもラン」には幼児・小学生約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150
人を含めると来場者総数は1,500人を越え、今年も大変にぎやかな大会と
なりました。
江東ＹＭＣＡ＆江東幼稚園＆江東ワイズの協働４チームがエントリー
をしました。江東ワイズからエントリーをして下さった宇田川さん、菅
原さん、鈴木さん、ありがとうございました。

▼プール解体

９月８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
たちが各パーツをきれいに水洗い、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！これが大変！！！
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、疲れ
を癒してくれました。

江東センター＆幼稚園の予定

▼館内ワーク

９月８日（土）13：00～16：00
江東センター館内のワークをしま
した。
子ども、卒園生、お父さん、お
母さんとワイズの方々、コミュニ
ティー委員、先生……総勢80名
が集まりました！今年もずッきー
ワイズ（鈴木ワイズ）の指導のも
と、園庭の遊具、木の塀、手すり
をペンキで塗り、園庭の椅子、机
の修繕をしました。また登園門と
裏門を鈴木ワイズと宇田川ワイズで新調してくれました。
子どもたちは（大人も）、髪の毛から洋服までペンキだらけに！親子
で楽しい時間を過ごしました。

●
●
●

幼稚園
運動会：10月14日（月）
江東バザー	11月11日（日）です。日程のお間違いがないように！
センター
大人・子どもクリスマス会：12月１日（土）

オール東京の予定
●

●

 0月８日（祝：月）第35回会員ソフトボール大会が開催されます。
1
大会委員長は鈴木ワイズメン！です。運営は江東コミュニティーセン
ター！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!!!
運営お手伝いを募集
中です！！！
全国YMCAリーダー研修会（仙台YMCA）：10月５日（金）～８日
（月）

編・集・後・記

▼国際協力一斉街頭募金

1.10、1.14、1.23、2.17、2.26、3.9、3.26、3.30、5.5、

6.18、8.5、8,22、8.24、8.29、9.6、9.7、9.10、9.28、次

９月15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22
名、リーダー３名、スタッフ２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196名が呼びかけを行い、213,467円が寄せられました。

は？。今年は当たり年か。準備は怠りなく。（SY）
気球にチャリティーランにソフトボールとスポーツの秋満載の
10月号。だけど私はラグビーの秋。肩甲挙筋挫傷という想定外に
痛い怪我が治らないけどグランドに立てば痛みが引くからあら不思
議。かくして一向に直りません。（TY）
天高く馬肥ゆる秋。ついでに私も肥ゆる秋。皆さんイベント頑張り
ましょう！！（青海苔屋）
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