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主題 Building today for a better tomorrow（より良い明日のために今日を築く）

スローガン On the MOVE!!（ さあ動こう！！ ）

国際会長 Jennifer Jones（オーストラリア）

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）

アジア地域会長 田中博之（東京多摩みなみ）

		

主題 勇気ある変革、愛ある行動！（Innovation with courage, action with heart!）
副題「みんなで力を合わせて、１･２･３」
（Hop，Step and Jump）

東日本区理事 山田敏明（十勝）

		
主題

紡ごう ワイズのこころ

関東東部部長 金丸満雄（東京ひがし）

60 周年を迎えて
会長

NOV

11 月本例会（ユース例会）

常久

この度、東京江東ワイズメンズクラブは設立 60 周年を迎えるこ
とができました。これもひとえに、普段より御好誼をいただいて
いる公益財団法人東京 YMCA 様をはじめとする、親クラブの東京
クラブ様、関東東部所属のクラブの皆様、DBC の十勝クラブ様、IBC の大邱クラブ様、
台中長榮クラブ様、東日本区所属の全クラブの皆様、全 YMCA とワイズファミリー
の皆様のおかげでございます。メンバー一同、心より厚く御礼申し上げます。
1959 年 10 月 18 日に東京クラブ様を親クラブとして産声を上げた当クラブも、昭
和、平成、令和と三つの時代を経ることにより、還暦を迎え、10 月５日にアンフェ
リシオで祝会を持つ運びとなりました。多くのワイズのお仲間、YMCA 関係の皆様
にお越しいただき盛大な会となりましたこと、改めて御礼申し上げます。この会の
テーマを～ RAY WA ～江東ワイズ新時代への輝き！とさせていただきましたが、
これは、RAY= 光線を出す；
〈光・考え・希望などが〉輝く、きらめく、ひらめく . 放
射状に広がる；放射する . という単語と、WA= 輪 円形を合成した造語で、繋がる
輪の様なものをイメージし、今ある江東ワイズのコミュニティの輪を、今後、より
強め、広げ、色を着けていく事を願いメンバーで話し合って決めました。高齢化と
メンバー減少が深刻な問題となっているワイズメンズクラブですが、江東は江東な
りに RAY WA のテーマの下、新会員獲得に動いています。先人たちの築いていた
だいた歴史と業績を、決してレガシーとすることなく RAY WA のテーマを常に心
に留めてこれからも活動してまいります。
こんにちまでのご指導ご厚情に深く感謝し、今後とも変わらぬお導きを賜ります
よう、重ねてお願い申し上げます。

と き
ところ
会 費
受 付
司 会

2019 年 11 月 21 日（木）
ＹＭＣＡ江東センター
無料
島田徹君
相川達男君

プログラム

開会点鐘
会長 山崎常久君
ワイズソング
ワイズの信条
会長挨拶
会長 山崎常久君
ゲスト紹介
草分俊一君
リーダーによる発表・報告
ユースボランティアリーダーズフォーラム報
告
全国リーダー研修会報告
スマイル、各種報告
ハッピーバースデイ・結婚記念日
閉会点鐘
山崎常久君
ハッピーバースデイ
メン
12 日佐藤明生君

13 日藤井寛敏君

結婚記念日 6 日鈴木雅博・けい子夫妻
13 日小松重雄・敦子夫妻
22 日柳澤広繁・フキ子夫妻
今月の聖句

『むしろお前たちの悪が 神とお前たち
との間を隔て お前たちの罪が神の御顔を隠
させ お前たちに耳を傾けられるのを妨げ
ているのだ。
』
イザヤ書 59 章 2 節
10 月会員数
21 名
内広義会員 3 名
休会 0 名

10 月出席者
10 月出席率
アクティブファンド
メンバー
16 名 89% (16/18) 9 月まで
2100625
メネット
0名
10 月分
3090
コメット
0名
会計振替
▲ 500000
振替手数料
▲ 440
ビジター
0名
残高
1603275
ゲスト
0名
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ニコニコボックス
9 月まで
49250
10 月例会分
０
10 月その他
3090

累計

52340

クラブ役員
会長
山﨑常久
副会長
市﨑俊一
会計
島田徹
書記
相川達男
直前会長
宇田川敬司
連絡主事
草分俊一

ブ
ンズクラ
ワイズメ
東京江東

令和

10 月 5 日 60 周年記念例会を終えて

周年
60 周年記念式典を終えて

りました。小松実行委員長はじめ江東の皆さんお疲れ様でした。
ご出席頂いたたくさんの方々に感謝いたします。

小松重雄

江東ワイズのメンバーの皆様、60 周年記念式典は本当にお疲
れ様でした。50 周年の時は 200 名近い参加者をお迎えし盛大に
行いましたが、今回は 60 周年ということで、当初は関東東部部
会とコラボして少人数で簡素化して行おうとの考えでスタートし
ましたが、いろいろ調べていくうちに東日本区で 6 番目に古い
クラブということがわかり、急遽範囲を広げて東日本区の皆様に
も祝っていただこうかと思い、会長宛てに連絡を取り、133 名
の出席を頂きました。準備不足の点は多々ありましたが、各会員
の臨機応変の対応によりあの素晴らしい周年行事となりました。
特に江東 YMCA 幼稚園のスタッフの協力がなければ、このよう
な大きな盛り上がりにならなかったと思います。まさに “ 江東
ONE・TEAM” これから 70 年 80 年と協働で奉仕活動が展開さ
れていくことを確信した祝会でありました。

ワイズ 60 周年祝会

この度の祝会ではテーマソングの制作を担当させていただきま
した。本当に光栄な役割を賜りました。
何と言っても 60 年！ワイズ・YMCA に携わる全ての方々の
過去と未来の想い、この会に集う全ての皆様が少しで ” ツナガル ”
一助に成ることを想像し、作詞作曲活動を少しずつ、楽しみなが
ら行ないました。素人の作る曲ですので、ツッコミどころ満載な
曲ですが、当日、皆様のお助けで共に歌わせていただいた光景は
本当に心に残る場面となりましたこと心より感謝でございます。
下記、歌詞と解説（カッコ内）です。
「RAY WA 〜江東ワイズ新時代の輝き」
（タイトルです）
「志高く 笑顔を絶やさず」
（…大切です、うんうん）
「隣人と世界の人 ツナガル夢見て」
（…極めて YMCA 的！
うんうん）
60 年前 “Long Long time 60yraers ago”
（…精一杯の英語を駆使しました）
「想いのかけらは 時代を超える風になりあなたの幸せ願う」
（…脈々と続くワイズの想いに敬意の気持ちを込めました）
「RAY WA 輝く 今こそ歌おう！！」（…新しい時代にパー
ン！と輝き時代を照らす活躍を期して）
（サビ前の B メロです）
「Stand Up Ys ！ Stand by you ！！」
（…シンプルに想い
を一つにみんなで拳を上げ歌う姿を想像しました）
「その手と心を広げて 光の輪が風に乗る」（…イメージがコ
トバになりました。綺麗にまとめすぎですね、
、
、
）
本当にありがとうございました！

60 周年記念祝会を終えて～ Stand up Y’s ～
本間 剛
当クラブの縁起物の燕路師匠の寄席に始まり、柳沢さんの永年
表彰までの記念式を厳か（!?）に終え、懇親会の進行はいつもの
調子に加え、YMCA の職員スタッフ＆リーダーの若い力で押し
た、ラグビー WC 中に相応しい流れでした。 さすが……“ 江東
ONE TEAM ！ ”
記念誌から当日の投影まで大変お疲れ様でした、酒向さん＆相
川さん＆寺尾さん！歌、流行りまっせ真ちゃん！
雄姿のハカ、山崎会長＆メンバーの皆様！完璧な締めでした小
松実行委員長！ 一緒に司会を有難う、マロン！噛み噛み＆押せ
押せの様子を、“ 白坂さん、安藤さん、天国からお二人も笑って
許して頂けているかなぁ～ ”
♪パプリーカ 花が咲いたら～心遊ばせ あなたに届け♪
みんなで、あしたに種を撒こう！！

江東ワイズ 60 周年記念式典・祝会

大原真之介

マロン、ヤミーリーダー＆まい先生から

寺尾紀昭

■ 江東ワイズメンズクラブ 60 周年、本当におめでとうご
ざいます。東京ＹＭＣＡ江東センターリーダーＯＧのマロ
ンです。

10 月 5 日 ( 土 ) 60 周年記念祝会お疲れ様でした。概ね好評
と伺いホッとしております。40 周年の時新人ワイズだった私は
何も分からないまま記念ビデオを作ったり劇場的な演出をやり
ました。岡田弁護士ワイズが「40 周年は 40 代の人がやったか
ら 50 周年は 50 代、60 周年は 60 代の人がやったらいい」と呟
きました。何と頭のいい人なんだ。ビデオなんかスマホで誰でも
作る時代、原点に戻るべきだと思いました。演出技術にも江東ワ
イズに関係ない人のパフォーマンスにも頼らないおもてなし。柳
亭燕路の記念落語講演、江東メンバーのハカ、真ちゃんと「Rey
Wa ～江東ワイズ新時代の輝き」を歌い、チクサクで締める構成
は仕掛けなしです。記念誌を製作し、ハカを練習し、歌を作らな
いと成立しない身体を張った祝会でした。記念講演で燕路さんの
演目は「妾馬（めかけうま）」江東ワイズで 17 回目の高座とな

この記念すべき会の司会にお声をかけていただいたときは、私
で務まるのかと、とても不安でした。しかし事前の準備から、一
緒に司会を務めた本間さんをはじめ、江東ワイズの皆さんの温か
いお声掛けがあり、緊張しながらも当日を楽しみに迎えることが
出来ました。
当日はたくさんの方にお集まりいただき、とても緊張しました
が、落語あり、マジックショーあり、歌ありのとても江東センター
らしい、祝賀会の雰囲気にとても心が和みました。当日に予定外
の出来事が起こるところも江東センターらしいと言っていいのか
……司会としてはとてもドキドキでしたが、本当に笑顔の絶えな
い祝賀会でした。台湾からお越しいただいたワイズメンバーとも
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残念ですが、盛り上がりました。
残念ながら今年のソフトボール大
会は好天にも関わらず前日の大雨で
中止！前日ママさんチ－ムが堀パパ
の特訓も実らず来年に持ち越し！
これではできないです（写真）。今
回は、ボ－リングにシフトチェンジ、
家族大会にしました。子供中心で行
いましたが、最近のボ－リング場は
溝に落ちないようにガードレ－ルが、
飛び出て溝に落ちないようになって
いて、誰もが必ずピン倒すことがで
きるので子供も大人も点数があまり変わらいので、みんな和気あ
いあいで楽しいボ－リング大会が出来ました。
（鈴木）

ジャガイモ！！

交流ができ、改めてワイズの繋がりに驚きました。
祝賀会での出会いとその繋がりを自分の中だけで止めるのでは
なくて、今現役で江東センターのリーダーをしているみんなにも
その輪を広げていきたいと思いました。もっともっとワイズと
リーダーが関われるように、ＯＧとしてその架け橋になれればと
思います。（マロン）

今年は災害の影響でいつものコンテナが手配できず、北海道か
ら直接 10 トン車で 20 時間かけて園まで輸送して頂きました。
数十年前の古式的方法で 1 ケ - スづつ園内へ！みんな汗だくで、
昔を知らない人は文句も言わずに運んでました。たまには古典
的、人力もなかなか皆さんがコラボできて面白いな！って感じま
した。次回はアナログでなくデジタルで行きましょう！（鈴木）

■ この度は 60 周年祝会に参加させていただきありがとう

ございました。そして 60 周年を迎えられたこと、本当にお
めでとうございます。今回リーダーとして参加させていた
だき、ワイズメンズクラブの皆様が具体的にどのような奉
仕活動をされているのかを知り、感銘を受けました。木場
公園の素敵なお花畑「ワイズガーデン」を作られていたり、
被災地を応援するために気球体験搭乗会を開催されていた
り、皆様がいかに熱い想いで様々な人や地域に貢献しよう
と活動されているのかがわかりました。きっと皆様の想い
はたくさんの人に伝わっているのと同時に、多くの希望や
勇気を与えているのだと思います。

江東ワイズ ２０１９年１０月第一例
会 議事録
２０１９年１０月３日
江東ＹＭＣＡ 19：00 ～
議題
①６０周年祝会最終打ち合わせ
小松実行委員長中心に最後の確認。
ハカ、記念ソングの練習。
②ＹＭＣＡソフトボール大会
10 月 14 日 健保グランドにて開催予
定。父兄より多数参加有り。
③江東バザーに関して
11 月 10 日 ヤキトリ/ うどん・そば /
チャーハン 担当者は後日打ち合わせ。
④ジャガイモ搬入の件
10 月 23 日 搬入予定。
⑤１１月例会に関して
Ａ委員会
ユース例会
出席者：山崎、安齋、宇田川、香取、
菊地、草分、小松、酒向、島田、鈴木、
駿河、寺尾、藤井、本間、大原、相
川

また、皆様のおかげで私たちリーダーも子どもたちと一緒に活
動することができています。私たちは、毎月子どもと思いきり遊
ぶのを楽しみにしていて、いつも幸せな気持ちいっぱいで活動か
ら帰ってきます。リーダーにとって YMCA は温かくて大好きな
居場所になっています。そんな場所を作ってくださったワイズメ
ンズクラブの皆様には本当に感謝しております。最後になりまし
たが、ワイズメンズクラブの皆様のますますのご発展をお祈り申
しあげます。齋藤優香（ヤミー）

■ 私が江東幼稚園に勤めてから約 10 年。たくさんのイベ
ントにいつも力を貸してくださり、盛り上げてくださる江
東ワイズの皆さんにはいつもお世話になっています！
そんな江東ワイズが 60 周年！ 幼稚園スタッフ、先生た
ちで踊ったパプリカ！ 2 週間という少ない期間で毎日午
後のミーティングが始まる 5 分前に曲を流し練習をしまし
た！ なかなか全員が揃わず心配なところもありましたが、
フォーメーションを決め、メッセージボードを作り、まる
で文化祭の用意をしているようでワクワクした気持ちにな
りました。当日は大盛り上がり！ ワイズの皆さんに感謝
の気持ちが伝わったかな、
、
、と思っています。お祝いの会
に参加して、より江東ワイズ、江東センター、江東幼稚園の

江 東ワイズ 2019 年 10 月 役員
会議事録
2019 年 10 月 24 日（木）
江東ＹＭＣＡ 19：00 ～
議題
① 60 周年記念行事 総括 小松実
行委員長 まず成功であったと言える
会であった。☆小松委員長慰労の件
クラブメンバーの更なる親睦を深める
事と合わせて来春 3 月頃に温泉、ゴル
フを絡めて開催予定。以後メンバーで
予定を練る。
②江東バザーに関して 11月10日
（日）
江東ワイズ 担当予定
そば・うどん
/ ヤキトリ / チャーハン

絆の強さ温かさを感じることができました！そしてこのような場
に自分がいられたことに感謝の気持ちでいっぱいです。
江東ワイズのみなさんおめでとうございます！ そして、これ
からもよろしくお願い致します！（江東 YMCA 幼稚園教諭 神
田麻衣）
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③ 11 月本例会「ユース例会」の件
担当 Ａ委員会（相川委員長）
リーダースピーカー 3 名 リーダー
の活動を理解いただくために父兄、リー
ダーＯＢにもバザー階催事を利用して参
加を呼びかける。 江東センターのオー
プン例会と位置付ける。
④ 12 月クリスマス例会の件
担当 Ｂ委員会（鈴木委員長）
開 催日のみ 決 定 12 月 7 日（ 土 ）
北牧師先生に声がけ 草分館長
⑤ＣＳ事業資金申請の件
カンボジアの支援を申請。
⑥その他
ジャガイモの 件 10/30 14：00 ～
に変 更 10/30、10/31 に全 量引き取
り カンボジア訪問結果発表 2 月例
会 御手洗氏に出席お願いする
ソフトボール大会 台風で中止になった
がボーリング大会に変更、鈴木さん、山
崎会長が参加幼稚園父兄 9 ファミリーと
交流
出席者：山崎、小松、藤井、香取、酒向、
草分、相川

今後の予定（11 月 ~12 月）
11 月 7 日（木） 第 1 例会
11 月 10 日（日） 江東バザー
11 月 21 日（木） 本例会
ユース例会
11 月 28 日（木） 役員会
12 月 5 日（木） 第 1 例会
12 月 7 日（土） クリスマス
例会
12 月 15 日（日） 東陽町
クリスマスオープンハ
ウス
12 月（未定）
江東ワイズ
忘年会

YMCA ニュース

対象は年中～小学６年生。尾瀬戸倉のゲレンデでスキーキャンプを
開催いたします。
▼わんぱく戦隊トマルンジャー １２月２０日（金）～２２日（日）。
対象は年中～年長。
１日目は汐入り公園（荒川区）でデイキャンプ。
２日目は１泊のお泊り。宿泊先は高尾の森わくわくビレッジです。
＊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。

江東センター＆幼稚園の報告

▼入園考査 11 月 1 日（金）、2020 年度入園考査が行われました。
▼運動会 10 月 20 日（日）、運動会が川南小学校校庭で行われ

ました。年長組のお友達たちは初めての晴れ間の運動会でした。
▼お芋掘り遠足 10 月 29 日（火）、年少さんから年長さんのみ
なさんで、千葉県山武市にある有野実園にお芋掘り遠足に行ってき
ました。朝から雨降る中での出発でしたが、現地では霧雨の中、雨
にも負けずにサツマイモを掘り起こしました。いつもとは違う、お芋
掘りを経験した一日でした。
▼ソフトボール大会 10 月 14 日（体育の日）、第３6 回ソフトボー
ル大会が出版健康保険組合大宮運動場にて開催される要諦でした
が、台風災害の為中止としました。
折角お申込みをしてくれました江東コミュニティーセンター＆幼稚園
の家族の方々を対象にボーリング大会に変更しました。江東クラブ
からは鈴木ワイズ、山﨑ワイズが参加してくれました。

オール東京

▼オール東京スキー実技リーダートレーニング（尾瀬・丸沼
高原）：１２月１2 日（木）～１5 日（日）
▼災害緊急街頭募金

11 月 2 日（土）、ＪＲ錦糸町駅南口広場でオール江東災害緊急際
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・保護者 29 名、リーダー 1 名、スタッフ 4 名が参加しました。
総勢 34 名が呼びかけを行い、135,583 円が寄せられました。

オール東京の報告

▼全国リーダー研修会 9 月 21 日（土）～ 23 日（月・祝）、経験リー
ダーを対象とした全国研修会が今年は仙台で行われました。東京Ｙ
ＭＣＡからは各コミュニティーセンターより１名枠となり、江東コミュ
ニティーセンターからは吉岡新奈（バニーリーダー）が参加してきま
した。11 月の本例会で報告をさせていただきます。

▼ 9 月 9 日に千葉県を中心に猛威を振るった台風 15 号と、10 月

12 日に国内の広い地域に甚大な被害をもたらした台風 19 号の被
災者支援のために、全国ＹＭＣＡでは 3,000 万円の目標額を掲げ、
10 月 17 日より一斉に募金活動を開始しました。今後国内のＹＭＣ
Ａが協力し、ボランティアワークキャンプ、リフレッシュキャンプ、子
どもたちの心のケア等の支援活動を進めていく予定です。東京ＹＭ
ＣＡでは、10 月から 11 月にかけて、東陽町、三鷹、国立、高田
馬場、錦糸町の各駅周辺で街頭募金を予定しています。
▼ 10 月 19 日、東京・フロストバレーＹＭＣＡ 40 周年記念感謝会
が、東陽町センターにて開催されました。第一部には 77 名が出席し、
徳久俊彦氏（学校法人東京ＹＭＣＡ学院理事長）の奨励による礼拝
に続き、パートナーシップの誕生と発展に貢献した本間立夫・恵美
子ご夫妻に感謝の盾が贈られました。そしてパートナーシップにゆ
かりのある 4 名の方々と本間ご夫妻にメッセージをいただきました。
第二部は、現地でのキャンプに関わったリーダーＯＢや関係者 70 名
が集い、レクリエーションや懇談を楽しみました。なお、11 月 1 日
～ 3 日には、
フロストバレーＹＭＣＡキャンプ場にて、40 周年記念キャ
ンプが行われ、東京ＹＭＣＡから 10 名が参加する予定です。

▼じゃがいも搬入！＆販売！ 毎年恒例のじゃがいもの搬入が
１０月 30 日（水）、1 ４：00 ～行われました。江東区社会福祉協
議会の方々、虹の会役員の方々、サッカークラス保護者の方々にお
手伝いをいただき無事に約 800 個を 10ｔトラックから降ろすことが
できました。当日は元ワイズメンの太田さんが顔を出してくれました。
また鈴木ワイズにもお手伝いいただきました。台風災害の為、搬入
が一週間遅れましたが、11 月 1 日の入園考査前に引き取りをいた
だきありがとうございました。

オール東京の予定

▼東京－フロストバレーＹＭＣＡパートナーシップ 40 周年記
：11 月 1 日～ 3 日（フロストバレーＹＭＣＡキャ
念キャンプ（米国）

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１０日（日）です。日程のお間違いがな

ンプ場）

いように！

▼ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷週礼拝：11 月 14 日（在日本韓国
ＹＭＣＡ）説教： 渡邊さゆり氏（日本バプテスト神学校教務主任・
彰栄学園宗務主任）
▼３法人合同クリスマス礼拝・祝会：12 月 10 日（ＡＶＡＣＯ）
▼新春特別午餐会：1 月 23 日（学士会館）
卓話者：金田喜稔氏（一般社団法人日本サッカー名蹴会会長）

▼コミュニティーセンター 子ども・大人クリスマス会：１２月

７日（土）
１６：３０ころ～１８：００ころです。ご予定ください！
▼幼稚園終了式：１２月１8 日（水）
▼ＯＺＥエンジョイスキーキャンプ（尾瀬戸倉）
：１２月２７日（金）
～３０日（月）、３泊４日。
編・集・後・記

■ ６０周年例会が終わり、にわかファンであったラグビーワールドカップも終わり、１１月は何となく緊張の糸が切れています。
まあ、元から緊張感の足りない私ですが。。。ＴＡ ■ 南アフリカの優勝でラグビーワールドカップは幕を閉じました。ワールドカップ
ロスで何もする気がおきません。 T.Y
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