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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）

今月の強調テーマ
EMC/M

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）

Change! 2022 の取り組み
Change! 2022 推進委員会

委員長

12 月本例会（クリスマス例会）
ところ
会費
受付
司会

ワイズ創立 100 周年となる 2022 年 12 月末をゴールとする会員増強運動の
『Change! 2022』がスタートしました。目標は 1997 年に東日本区がスタートし
た時の 1,246 名です。近年、新入会員数が以前に比べて格段に少なくなってい
ます。高齢化により勧誘の難しさが更に進んでいます。このような新会員獲得
の低迷状況を鑑み、新クラブ設立だけでなく、会員獲得の積極的な対策が必要
です。
昨年実施いたしました『EMC アンケート』や『Change2022 ニュース』を参
考に Change! 2022 推進委員会で検討を重ね、現在アクションプランを作成中
です。Change の名の通り、変えるべきことは勇気をもって変革し、知恵を出
し合い、現状を打開してゆく取り組みを提案していきたいと思います。
貴クラブでは、山崎会長が今期 10 名の新会員獲得を目標としておりますので
期待しております。新会員の会費負担を軽くすることも新たな試みだと思いま
す。各部で新クラブ設立が達成できれば 1,246 名の目標達成は十分に可能です。
『Change! 2022』では、ワイズに入りやすい環境を作るために、札埜会員増
強事業主任の下、全クラブに Facebook を立上げ、外向けの情報発信網を作り、
ワイズの知名度を上げて行きたいと考えております。12 月現在 30 クラブがス
タートしました。12 月からは広告もスタートさせました。
また、ワイズの抱える大きな問題点である各種会合におけるキリスト教的プ
ログラムの見直しも提案して参ります。違和感のない例会や全ての人が入りや
すい環境を作りたいと思います。
貴クラブの藤井寛敏さんの熱いワイズへの思い、リーダーシップの下、毎月
委員会を開催し、会員一人一人に会員増強の思いが伝わるように 2022 年まで
活動して参りますのでご協力お願い致します。
2 月 1 日（土）13 時より Change! 2022 シンポジウムを東京 YMCA 社会体
育・保険専門学校 2F 演習室で開催いたしますので、貴クラブの地元でもありま
すので、多くの皆様の参加をお願い致します。

11 月会員数
21 名
内広義会員 3 名
休会 0 名

2019 年 12 月 7 日（土）

とき

栗本治郎

11 月出席者
11 月出席率
アクティブファンド
メンバー
16 名 89% (16/18) 10 月まで
1603275
メネット
0名
11 月分
0
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
1102835
ゲスト
0名
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亀戸アンフェリシオン
メン 8000 円
島田徹君

相川達男君

プログラム
一部



クリスマス礼拝
牧師

松田健太郎

牧師

祝会
開会点鐘
会長 山崎常久君
会長挨拶
会長 山崎常久君
食前の感謝
駿河幸子さん
会食・懇談
プレゼント交換
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 本間剛君
メネット 寺尾知嘉子さん
結婚記念日 菊地夫妻

二部

今月の聖句

『神はわたしたちの避けどころ、わたし
たちの砦。
苦難のとき、必ずそこにいまして助けて
くださる。わたしたちは決して恐れない
地が姿を変え 山々が揺らいで海の中に
移るとも
海の水が騒ぎ、湧き返り その高ぶるさ
まに山々が震えるとも。
』
詩編 46 篇 1 ～ 2 節

ニコニコボックス
10 月まで
52340
11 月例会分
０
11 月その他
0

累計

ゲスト 5000 円

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

11 月本例会（ユース例会）報告

関東東部評議会

常久

11 月 16 日 ( 土 )13 時半より東陽町 YMCA ホールにて第
２回関東東部評議会が開催されました。特にこれといった議
題のない平穏な評議会でしたので、各クラブの活動報告に多
めに時間を割き、それぞれの特色ある活動内容が報告されま
した。又、報告に先立ち、先日の関東東部部会の後に行われ
た東京江東クラブ 60 周年祝会に参加いただいたことに対す
る謝辞を述べさせていただきました。部会の会計報告で約 10
万円の剰余金が発生したとのことで、これは部会懇親会に対
する東日本区からの補助金とのことでしたので、100 万円の
赤字を計上した 60 周年記念行事の補填にウチにもらえない
か探ってみましたが、考えてみればこの 10 万円は祝会に参
加した関東東部の面々に対しての補助金で、会費を等しく徴
収している段階で江東クラブがいただくのは筋違いと気づき、
冗談ですとお茶を濁してきました。一点、迂闊だったことは、
議決権者であるクラブ役員が欠席に際して委任状を提出して
いなかったこと。私自身がそのことに気づいておらず、危う
く会自体が成立しなくなってしまうとこでした。役員の皆さ
ん、評議会に欠席される際には委任状をお忘れなく。

11 月 21 日（木）
、江東センターにおいてユース例会が行わ
れ、江東ＹＭＣＡのお二人のリーダーによる報告がありまし
た。

第 32 回 ユースボランティアリーダーズフォーラム
佐々木侑里（アナ）

私は江東センターを代表して 9 月
に 2 泊 3 日で行われたユースボラン
ティアリーダーズフォーラムに参加し
てきました。このフォーラムは経験
値の浅い東関東の YMCA で活躍中の
リーダー 40 人が参加し、山中湖セン
ターで行われましたものです。初日に
行われた基調講演をもとにテーマ「今、
ユースボランティアリーダーに求められていること」につい
てグループごとに話し合うことがフォーラムの主な内容です。
ディスカッションの他、合間にビックカヌーに乗ったりグルー
プごとに遊びをしたりと有意義な時間を過ごしました。普段
は関わりのない他センターのリーダーと関わることで、今ま
で気づかなかった新しい視点を発見することができました。
また話し合いを通じてリーダーとはどのような存在か、子ど
もとこれからどのように関わっていくべきかについて深く考
えるきっかけになりました。さらに野外活動やスポーツなど
それぞれやっている活動は違っていても向かっている方向は
同じという素敵な仲間と出会い、絆を深めることができまし
た。このような貴重な体験をさせていただいたことに改めて
感謝しています。

全国 YMCA リーダー研修会

山﨑

吉岡新奈（バニー）

私 は、9 月 21 日 〜 23 日 に 山 中 湖
センターで行われた全国 YMCA リー
ダー研修会に参加しました。「ひとり
がよくなると 世界はきっとこう変わ
る」というテーマをもとに様々なこと
を話し合いました。
生活グループとセッショングループ
があり、生活グループではディボー
ションを行い、
「様々な場面での『私』」や「自分の価値観 ( 大
切にしていること )」について考えました。自分を見つめ直す
機会となり、周りとは違う自分に気づくことができました。
セッショングループでは、オリックス・バファローズ監督
通訳などの経験がある鈴木陽吾さんから、人との関わりにつ
いてお話を聞きました。人とより良い関係を築くためには、
言葉以外から気持ちをくみ取ることや、一人一人とのコミュ
ニケーションを大切にすることが重要だと学びました。東京
YMCA 国際ホテル専門学校の講師の久保亮吾さんからは、価
値観の違いについてお話を聞きました。人と関わる際に、相
手の思いや行動を自分の価値観で判断するのではなく、観察、
推測して相手を理解して行動しようとすることが大事だと学
びました。
全国 YMCA リーダー研修会で様々な人や新しいものに出会
い、一人の人間としてもリーダーとしても成長することがで
きました。この三日間で学んだことをこれからの私生活やリー
ダー生活で生かし、周りにいい影響を与えながら自分自身も
仲間と共にさらに成長できたらいいなと思います。

江東ワイズ 2019 年 11 月

江東ワイズ 2019 年 11 月

役員会

第 1 例会議事録

議題

2019 年 11 月 7 日（木）
江東ＹＭＣＡ 19：00 ～

① 60 周年記念行事

総括

小松実行委員長
準備不足と心
配していたが皆さんに喜んでいただけた
結果になったと思う。会計的には赤字で
あったが、予定通りファンドから補う。
②江東バザーに関して 11 月 10 日（日）
江東ワイズ担当そば・うどん、ヤキトリ、
チャーハン、警備、当日 9 時集合
③ 11 月本例会「ユース例会」の件

担当 Ａ委員会（相川委員長）11
月 21 日開催 リーダー 3 名からの発表
④ 12 月クリスマス例会の件

担当 Ｂ委員会（鈴木委員長） 12
月 7 日（土）開催予定
⑤その他

小松委員長慰労の件 3 月に館外例
会と併せ開催予定
ワイズガーデン 1 月 10 日（土）10
時種まき バザーと重複の為手の空い
ているメンバーが参加する。
ストリートラグビーのボールを山崎会長
からＹＭＣＡに寄付の予定
クリスマスオープンハウス 12 月 15 日
（日）東陽町 江東 うどん・そば担当
カンボジア 11 月 15 日出発。宇田川
さんより報告。
出席者
山崎、小松、島田、駿河、
草分、大原、宇田川、酒向、相川

参加者 相川、宇田川、香取、草分、小松、酒向、島田、駿河、鈴木、藤井、本間、
柳沢、山崎、菅原
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議題

2019 年 11 月 28 日（木）
江東ＹＭＣＡ 19：00 ～

① 12 月 7 日 クリスマス例会に関して

鈴木委員長
会場
アンフェリシオン
費 メン 8000 円

会

② 1 月新年例会に関して

1 月 18 日予定

催

幼稚園 3 回にて開

③新入会員 高橋由起江さん オリエン
テーション
入会式に関して
2 月例会にて入会式予定 オリエンテー
ションは小松さん担当
④忘年会の件
12 月 28 日開催予定
山崎会長会場選定
⑤クリスマスオープンハウスに関して

そばうどんにて参加
⑥ 2 月例会の予定

会の予定

⑦その他
出席者

カンボジア報告例

山崎、草分、島田、相川

今後の予定
（12 月～ 2020 年１月）
12 月 28 日（土）
	ワイズ忘年
会 役員会
１月 11 日（土）	在京新年会
在京会長会
１月 18 日（土） 新年例会
１月 30 日（木） 役員会

江東 YMCA

風

もなく穏やかな晴天に恵まれた今年のバザー。すっかりベテラ

ンメンバーの定位置となった「うどん・そば」コーナーも、天

気の割には客足の少ない中、朝早くからお手伝いしてくれた幼稚園の

お父様や虹の会のメンバーのサポートによってワイズの中では一番早
く完売となりました。これも島田さんご用達の “ 昆布 ” 入りスープが
功を奏したのかなと思っています。また朝早くから仕込みをしてくれた
草分さん、本当にお疲れ様でした。
（小松重雄）

今

年も楽しいバザーの開催に合わせ、ワイズはチャーハンを担当

しました。メンバーの集まりが少なく昨年までのチャーハン担

当経験者がゼロでスタート。急遽、ヤキトリ担当の相川が参戦しまし
た。引き継がれたレシピを基に、ご父兄のお母さん 1 名、お父さん
1 名、私の 3 名で喧々諤々取りあえず試作開始。奇跡的に 1 発目
でなかなかの出来栄えの作品が完成。周囲の方に試食いただき、微
調整の後本番スタート。途中から他のお母さん方が助っ人参戦して
くれたおかげですべてをお任せし私はヤキトリに復帰。その後見事に
チャーハンは完売しました。
（相川達男）

幼

稚園に到着すると寺尾さんがちょうど炭火起こし。今年はコン

ロが不足してすいたため新聞紙を使うことになりましたが、菊

地さんも合流して何とか火起こし成功。何とかヤキトリを焼き始める

ことができました。園児のお父さん、お母さん、卒園児に助けてもら
いながら、せっせとストックを用意。オープン時はのんびりとしていま
したが、昼近くにはストックも尽きて、ひたすら暇なく焼き続けること
に。相変わらず休みなくハードワークでしたが、懇親会用のヤキトリ
も用意することができて無事ミッション終了しました。
（酒向裕司）

バ

ザーの打ち上げは江東センターで皆で懇親会。この形になって
何年目だろう。江東ファミリーの一体感を醸成するのに素晴ら

しいスタイルだと思います。今年は残念ながら多くのお母さま達が昔
ながらのスタイルのコーナーごとの打ち上げに散ってしまい、少し寂
しかったし、コーナーごとの紹介もなくプログラムに面白みに欠けた
感もありましたが、きっと来年はもっと良くなってくれることでしょう。
リーダーのシャツさんにワイズへの入会を勧誘することができたのは
大きな収穫でした。
（山﨑常久）

ワイズガーデン

本間 剛

カンボジア制服寄贈プロジェクト

11 月 10 日（日）朝、晴天の中、木場公園の三角コーナー（340㎡）

宇田川敬司

今年も子供たちの喜ぶ顔が見たく、行ってきました『カンボジア！』

を除く所定の川沿いの約 1,900㎡の土壌に、前週まで全て刈り取ら

昨年から始まったカンボジア制服寄贈プロジェクト。 ベイサイドク

れたキバナコスモスのあとにハナナ（菜の花の一種）の種を蒔いてき

ラブから２名、当クラブも私と江東幼稚園の保護者も参加し、４名で

ました。江東ＹＭＣＡバザーと日程が重なった為、香取顧問と二人

の渡航となりました。

で花咲か爺さんをチャッチャと済ませ、メインのホットな反省会（コー

ラムに暮らす子供たちや地雷原の村に暮らす子供たちにも会うことが

昨年寄贈した「タマイ保育園」をはじめ、ス

ヒータイム）をして来ました。暖かな春には、追って園児たちが植え

出来ました。 より多くの方々にカンボジアの現状をお話したく、２

るチャイルドガーデンのチューリップと共にハナナが咲くことと思いま

月２０日の本例会で報告のお時間を頂きました。

す。お楽しみに～！！

出席いただきたく思います。

参加者；香取、本間
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是非多くの方にご

YMCA ニュース

オール東京

江東センター＆幼稚園の報告

▼台風 15 号と 19 号の被災地支援

▼バザー

全国ＹＭＣＡは目標額 3,000 万円を掲げて引き続き募金活動を行っ
ています。東京ＹＭＣＡは千曲川の決壊により大きな被害を受けた
長野市に職員 3 名を派遣し、社会福祉法人賛育会と協力して、災
害ボランティアセンターの運営を行っています。また 11 月 22 日～
24 日に長野市北部でボランティアワークキャンプを実施し、医療福
祉専門学校と社会体育・保育専門学校の学生、山手学舎舎生、ユー
スボランティアリーダー、スタッフの計 15 名が参加し、味噌醸造場
や個人宅の泥かき作業を行いました。今後国内のＹＭＣＡ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、子ども達の心の
ケア等の支援活動も進めていく予定です。

１１月１０日（日）、秋晴れの中、ボランティア、虹の会、白木蓮、
江東ワイズメンズクラブ、リーダー、リーダーＯＢＯＧ・・・の多く
のお支えの中、無事に終えることができました。そして約１３４万円
の益金を得ることができました。この益金の使途は、子どもの遊具
購入・絵本購入、地域協力活動費、チャリティーランチームエントリー
費補助、ボランティアリーダー養成費、国内復興支援募金、国際協
力募金、江東親睦会等に用いる予定です。今年度のテーマは「つ
ながる・絆・いつまでも ～地域にやさしいコミュニティー～ ｣。多
くの方に来場していただき、楽しいことや発見などを通して絆をつ
なげてほしい！そしてエコにも焦点を合わせ、準備から当日の運営
までバザーを行うことができたのではないかと思っております。
ワイズの皆様には、当日の打上げ＆評価会にも出席いただきありが
とうございました。
（バザー準備委員会を３回、そしてバザー終了後に評価会、計４回
の委員会を開催しました）

▼東京 ‐ フロストバレーＹＭＣＡ 40 周年記念

11 月 1 日～ 3 日に、米国フロストバレーＹＭＣＡキャンプ場にて、
東京‐フロストバレーＹＭＣＡ 40 周年記念キャンプが行われました。
現地リーダーＯＢやパートナーシップに縁のある家族など約 70 名
が集い、東京ＹＭＣＡからも菅谷淳総主事をはじめ会員・職員合わ
せて 9 名が参加しました。式典ではフロストバレーＹＭＣＡから東京
ＹＭＣＡに歴代のパートナーシップディレクターの名前が刻まれたプ
レートが贈られた他、出席者のスピーチや過去の映像を通じて、パー
トナーシップの歴史や意義を振り返りました。

江東センター＆幼稚園の予定

▼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。
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。
▼休館日：12 月 24 日（火）～ 1 月 5 日（日）

▼木場公園『チャイルドガーデン』

都立木場公園の一角の中地区
緑地をボランティアで管理を
行っている江東ワイズメンズク
ラブから、その一部を「チャ
イルドガーデン」として、江東
センター＆幼稚園がお借りし、
チューリップの球根を５００個
植えました。この球根は全て
江 東ワイズからの寄 付です。
ありがとうございました。在園の保護者に球根植えを呼び掛けると
多くのファミリーが参加してくれました。子ども、保護者、スタッフ、
総勢５５名が集まりました。木場公園スタッフの方々が小さな子ども
たちでも球根を植えることができるようにと、土を耕してくれました。
小さな子どもたちは手で土を掘り、球根を植え、その上に土をかけ、
お母さんと楽しいひと時を家過ごしました。これから冬本番、そして
春にはきれいなチューリップが咲き乱れるのが楽しみです。

オール東京の予定

▼台風被災地支援チャリティーコンサート：12 月 13 日（金）
（高等
学院主催）
出演：女性デュオ「nutmeg（ナツメグ）」 （早稲田奉仕園スコット
ホール）
▼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）
▼第１４回子育て講演会：２月１日（土）10：00 ～ 12：00（しの
のめＹＭＣＡこども園）
「反抗期・思春期のトリセツ」と題して、育児マンガ家 高野
優氏に子育てについてのアドバイスをいただきます。無料・申込み
は１２月２日（月）より以下 URL にて東京 YMCA へ。
・URL：https://goo.gl/aEFxk2
・TEL：03-6278-9071 ・FAX：03-6278-9072
・e kaiin@tokyoymca.org
▼ソシアス 2019 2 月 11 日（山手センター）

▼クリスマス会

子どもを対象としたクリスマス会と
大人を対象としたクリスマス会の
２本立てで、１２月７日 ( 土 ) に開
催します。子どもクリスマス会は ｢
弦楽四重奏、キャンドルサービス、
クリスマスメッセージ ｣ を基軸としてプログラム編成し、大人のクリ
スマス会は、幼稚園の保護者のコーラスサークルにクリスマスソング
を合唱していただき、最後は参加者と一緒にみんなで大合唱！音楽
を楽しみながらクリスマスメッセージを織込んだプログラムを行いま
した。クリスマス会メッセンジャーは、日本キリスト教団向河原教会
の小松美樹牧師、大人たちには、クロスロード・インターナショナ
ル教会の松田健太郎牧師へ依頼。尚、奉げられる献金は国際協力
募金として用いさせていただきます。
編・集・後・記 ラグビーワールドカップロスで何も手につきません。T.Y

商売柄、年末は繁忙期でなくてはならない。しかし、気候、環境の変化で原料が全然採れない。商売にならん。。ワイズの力で地
球を救えないか！？（相川）
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