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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
TOF

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）

TOF・スピリットオブワイズメン
アジア太平洋地域会長

2 月本例会

田中博之（東京多摩みなみ）

今月は、TOF（ティー・オー・エフ：Time of Fast の略）の
強調月間です。TOF は、隣人愛と自己犠牲の精神に基づいて、
YMCA、地域社会に奉仕するワイズの代表的なプロジェクトで
あり、
「スピリットオブワイズメン」と呼ばれています。1972 年に TOF プログ
ラムが開始されてから今日に至るまで、世界各地のワイズメンズクラブから累
計約 700 万米ドル（７億 7 千万円）の献金が寄せられ、主に発展途上国の救貧、
識字率向上、医療・衛生環境改良、職業訓練等のプロジェクトを支援してきま
した。昨年度は、合計約 13 万ドル（約 1,400 万円）の献金が捧げられましたが、
内、東・西本区からの献金は、約 2 万 5 千ドル（約 280 万）でした。
今年度、ワイズメンズクラブ国際協会では、昨年 7 月に仙台で開催され国際
議会で選定された 9 件の YMCA/ ワイズメンズクラブのプロジェクトに財政的
な支援を行なっています。幾つかの例を挙げると、
「インド：貧困女性に対する
教育センターの機材、備品提供」
、
「カンボジア：アフタースクールでのプログ
ラム提供」
、
「セネガル：農業技術訓練所開設」
、
「コソボ：チャリティーショッ
プ開設」などです。
2016 年 以 降、 各 TOF プ ロ ジ ェ ク ト は、 国 際 連 合 の SDGs（Sustainable
Development Goals: 持続可能な開発目標）の 17 の目標分野の内、最低ひとつの
分野に関わりがあることが求められています。SDGs は、
2015 年 9 月に国連サミッ
トで採択された、2030 年に向けて全世界で取り組んでいく課題で、ワイズメン
ズクラブ国際協会、YMCA もその一翼を担っていきます。目標分野は、例えば
「貧困をなくそう」
、
「飢餓をゼロに」
、
「全ての人に健康と福祉を」
、
「気候変動に
具体的な対策を」などです。
どうぞ TOF、併せて SDGs へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

とき
2020 年 2 月 20 日（木）
ところ
ＹＭＣＡ江東センター 301・302
受付
島田徹君
司会
相川達男君
開会点鐘
会長 山崎常久君
ワイズソング
ワイズの信条
酒向裕司君
会長挨拶
会長 山崎常久君

プログラム

新入会員
司式
立会人
二部

一部

カンボジア

新入会員入会式

高橋由起江さん
会長 山崎常久君
関東東部部長 金丸満雄君

園服寄贈プロジェクト報告

スピーカー＆進行
宇田川敬司君
ゲストスピーカー
 江東ＹＭＣＡ保護者
御手洗 那津子さん

ベイサイドクラブ
佐竹 誠君
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
5 日 小松重雄君
10 日 鈴木雅博君
17 日 柳澤広繁君
結婚記念日
9 日 相川達男夫妻
今月の聖句

『いと高き神を呼びます
わたしのために何事も成し遂げてくださ
る神を。
』

詩編 57 篇 3 節

左：SDGs のアイコン（各色のタイルが
17 の目標に対応）
右：TOF のシンボルマーク
1 月会員数
21 名
内広義会員 3 名
休会 0 名

1 月出席者
1 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
13 名 72% （13/18） 12 月まで
1102835 12 月まで
52340
メネット
0名
1 月分
8550 1 月例会分
０
コメット
0名
1 月その他
8550
ビジター
ゲスト

0名
0名

残高

1111385
累計
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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

2020 年

江東ワイズ

新年例会
駿河幸子

〆は精華楼でいつものワイズメンバー歓談のとき。土曜
日の夕方のひととき、穏やかな初春のお祝いとなりました。

Change ！ 2022 シンポジウム
山﨑常久

2 月 1 日（土）13 時より東陽町の東京 YMCA 社会体育・
保育専門学校の 2 階、演習室にて同シンポジウムは開催さ
れました。高齢化とマンネリ化による会員数の減少に危機
感を抱いての開催です。SNS 活用、アクションプラン、会
員増強成功例、新クラブ設立動向、グループディスカッショ
ンのプログラムで行われましたが、いかんせん参加者の平
易筋年齢が、ぱっと見、70 歳以上。いまだに Facebook へ
の警戒感は拭えない雰囲気だし、皆さん、一家言お持ちの
方ばかりなので、実際に変えていくことができるのか不明
です。第三者的視点で自分たちを振り返り、そこから変え
ていく必要があるやに感じました。実践の伴わない議論は
無意味なので早速、ウチのクラブから変えていく方向で話
し合いを開始することにします。私の持論はカルト臭の払
拭。その方向で・ワイズソング斉唱の廃止（年に一度、総
会時のみもあるかも）
・ワイズメンの信条の唱和を廃止（同
上）・ハッピーバースデイ、結婚記念日の廃止・例会開始時
間を 18 時半と早め、夕食は無しにして 20 時には閉会とす
る・夕食を無しにすることにより食前の感謝も無しに・キ
リスト教色を無くしていくかどうか、を話し合いのスター
ト点として提起していきます。6 月の総会まで話し合って、
決めえていければと思います。変えていかなければシンポ
ジウムの意味が無くなりますし。（参加者：香取、小松、藤井、
山﨑）

柳亭燕路師匠の落語で始まった 2020 年江東ワイズ新年
会。
江東 YMCA 幼稚園の子どもたち、保護者の方々にもご参
加頂き、賑やかに行われました。
燕路師匠のご配慮で、今年も子どもたちも楽しめる「言
葉遊び」から始まりました。
落語が初めての子どもたち、まずは馴染みのある言葉を
使っての「言葉遊び」に頓知を効かせて一生懸命答えてい
ました。おおいに楽しみ、にこにこ笑顔で初笑い。
そのあと、
「番町皿屋敷」
、ちょっぴり怖い、でも面白い！
本格的な落語に耳を傾けました。
子どもたちを含め、みんなで伝統芸能を楽しむ貴重なひ
とときとなりました。
楽しい落語の後は、オークション。
商品はお酒有り、海苔有り、DVD 有り。
様々、魅力ある品々にこれまた大人も子どもも中々体験
できない「競り」に挑戦！
子どもたちの可愛い声も混ざりながら、掛け合いも楽し
い、またまた貴重なときとなりました。
和気あいあい、ワイズ恒例の新年会。幼稚園の保護者の
方々にもワイズの雰囲気を感じて頂く良い機会になったの
ではと思いました。

新入会員紹介

本名：高橋由起江 リーダー名：しゃつ

江東 YMCA には 18 歳の頃からリーダーとして関わってきました。はじめはピノキオという、今は無き
小学生対象のグループ活動で、主にセンター内の部屋か園庭でゲームやものづくりをして遊んだり、季節の
行事などを楽しみました。
【このころの江東 YMCA は社体の学生でしたので単に実習先という感じでした】
今まで色々な行事などに関わらせていただいてどれも最高
な思い出です。特に幼稚園キャンプ（お楽しみ保育、ファミリーキャ
ンプ（夏・冬）など、何度も行かさせていただきましたが何度行って
も最高です。
リーダーやスタッフ、先生などたくさんの仲間に出会えたこと、そ
してかわいい子どもたちや保護者の方々の出会いが私にとっての最高
なことです。昔から今でも深い繋がりがあることがあり、とても幸せ
です。
はじめのころはワイズのことをよくわからなく、イベントの時など
しゃ
にお手伝いしてくださったり、活躍をしている方々という印象でした。
つ
みん です！
なの
「ワイズ」という言葉もよく耳にしていたのですが「なんだろう」と思っ
ハ
わし
づか ートを
ていました。きっと「保護者の方や卒園児のパパがいるのかな」……
み！
本当のところ「おじさんの会」だと思ってました。
正直、何ができるかわかりません。しかし、できることに全力投球
して参ります。そして楽しみます。どうぞ、よろしくお願い致します。
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今後の予定
（2020 年 2 月～ 3 月）
2 月 20 日（木） 本例会、新会員入会式
2 月 27 日（木） 役員会
3 月 1 日（日）
ワイズカップサッカー
3 月 5 日（木）
第 1 例会
3 月 7 日、8 日
次期役員研修会
3 月 19 日（木） 本例会
3 月 26 日（木） 役員会
3 月 28 日、29 日 小松 60 周年実行委員
長慰労会

江東 YMCA コミュニティー親睦ファミリースキー

「雪が無い～！！」「本当に行くの！？」

動しました。そこでも満足な雪はありませんでしたが、子
どもたちがリーダーから一生懸命スキーを習い、必死に滑っ
ている顔、そして、うまく滑れた時の笑顔を見ることが出
来ました。夜の懇親会では、お父さん、お母さん、リーダー、
YMCA の職員の方とお酒を交え、楽しいひと時を送ること
が出来ました。ちょっと飲み過ぎて、顔に傷を負ってしまっ
た方もおりましたが……ここだけの話です（笑）

相川達男

1 月の末、江東コミュニティー委員幹事の中でそんな声
が飛び交っていました。記録的な暖冬にみまわれ 2 月 1 日
～ 2 日新潟の塩沢スキー場で予定している、江東 YMCA
コミュニティー親睦スキーの開催が危ぶまれていたのです。
既に約 10 ファミリーとスタッフ、約 50 名の参加が決定し
ている中、万が一の雪の無いスキーキャンプのプログラム
なども考えながらの決行となりました。初日の朝 7 時に江
東センターをバスは出発、一路新潟を目指します。いつも
なら群馬県に入ると少しずつ雪が見えてくるのですが、関
越トンネルの手前までほとんど雪は無くドキドキが止まり
ません。しかし、神様は我々に味方してくれました。トン
ネルを抜け新潟県に入ると少しずつ雪が見え始め、隣のム
イカスキーリゾートが滑走可能との情報。バスで移動する
と前が見えない程の雪が降り始め何の支障も無く全面滑走。
参加者全員大満足のスキーキャンプとなりました。宿泊先
の山文旅館に戻り美味しい食事、リクリエーションでファ
ミリーは盛り上がり、子供たちの就寝の後、大人の親睦会
も米どころ南魚沼のお酒が効いて話が尽きませんでした。
素敵な交流の場となりました。
ワイズ参加者 鈴木（ファミリー）
、
宇田川（ファミリー）、
草分、相川

ここだけの話です（笑）

お互いが近い、そんな江東センターが大好き !

近野隼一（じゃんリーダー）

ファミリースキー親睦会には今年で 4 回目となります。
来る度に思うのは、いつもと同じ場所で、同じような流れ
でも、毎回新鮮さを感じます。しかし、その中でも毎度同
じような安心感、温もりを感じるのがこの親睦会の良さだ
と思います。そんな気持ちを参加者やワイズ、スタッフの
みんなが感じられたらいいなと思い臨みました。また、実
際のキャンプにより近い内容で、親御さんに子供達がどん
な風にキャンプに参加しているのか知って欲しい気持ちも
ありました。終わってみると、子供たちはキャンプソング
を口ずさみ、親御さん達も思いっきりプログラムに参加し
てくれた良い 2 日間になったと強く思います。このような
機会を通して、ワイズやリーダー、親御さんのそれぞれの
立場を理解し感じて欲しいです。そして、それを周りに伝
えていき、子供たちを中心に、江東 YMCA に関わる全ての
人がお互いを理解し、お互いのために働きかけ、繋がりよ
り良くなっていくことを願っています。どのセンターより
もお互いが近い、そんな江東センターが大好きです。また
参加させてください。ありがとうございました。

宇田川敬司

今年で４回目になる、江東オール江東ファミリースキー
親睦会に行ってきました！ 雪が少なくいつものシャトー
塩沢では無くムイカスノーリゾートというゲレンデまで移
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YMCA ニュース

ました。お相撲さんは、子どもたちと一緒にお餅をついたり、園庭
にできた特設土俵で子どもたち、お父さんたちとお相撲をとってくれ
ました。

江東センター＆幼稚園の報告

▼オール江東親睦会『ファミリースキー親睦会』

オール東京の報告

２月１日（土）～２日（日） １泊２日、新潟県南魚沼市吉里＆ム
イカスノーリゾートスキーー場に行ってきました。朝 7：00 江東Ｙ
ＭＣ A 集合出発、高速道路では渋滞もありましたが、山文旅館に
12：00 頃到着しました。大広間でみんなで昼食を食べ、いざゲレ
ンデへ！そして美味しい夕食後は楽しいゲーム大会！！お父さん、お
母さん、子どもたちみんなで盛り上がりました！子どもたちの消灯後
は大人の親睦タイム。なんと全員出席という快挙。楽しいひととき
でした。二日目の午前中はスキーをし、またリーダーたちのバスの
中のプログラムを楽しみながら帰路につきました。
＊子ども２０名、大人２６名、リーダー３名、スタッフ３名、総勢 52 名
＊江東ワイズからは相川ワイズ、宇田川ワイズファミリー、鈴木メネッ
トが参加してくれました
＊コミュニティー委員会からは西澤さん、米谷さん、堀さんが参加し
てくれました
＊江東ワイズより、リーダーの経費、５０，
０００円の援助をいただき
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。

▼２月１日、第１４回子育
て講演会「反抗期・思春
期のトリセツ」と題して、
育児マンガ家 高野 優
氏を講師に迎え、子育て
についてのアドバイスを
いただきます。当日は子
育て中の保護者を中心に
１１９名の参加がありまし
た。マンガを描きながら話をする独特のスタイルで、講演中の一つ
ひとつのイラストがご参加の皆様にインパクトを与えていました。終
盤の３０分は、ご自身の生い立ちについても語られ、『人間は誰か
に認められることで生きていくことができます。あなたは、あなた
のままでいいのです。それが自己肯定感を育てていくことになるの
です』との言葉に、多くの方々が涙されていました。そして『みな
さん自身が、他者から会ってよかったと思われる人になってほしい』
と締めくくられました。会場内は笑いあり涙あり、とてもあたたかい
雰囲気で終えることができました

▼オール江東ゆきあそびキャンプ

２月７日（金）～９日（日） ２泊３日、尾瀬戸倉＆スノーパーク
尾瀬戸倉で実施いたしました。子どもたち５７名、リーダースタッフ
１９名、総勢７６名の大家族で白銀の世界を満喫してきました。スキー
をするお友達、雪あそびをするお友達、みんな楽しい時間を過ごし
ました。

江東センター＆幼稚園の予定

▼オール江東 街頭募金：２月２９日（土）
ＪＲ錦糸町駅南口広場周辺 1 ０：３０～１３：００
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１日（日） 8：00 ～ 16：00 木場
公園
第５１回目を迎える大会です。大変好評の『豚汁』、参加者が楽
しみにしています。前日の仕込み！当日の配布！よろしくお願い致し
ます。
▼江東コミュニティー活動委員会：３月１３日（水） 19：00 ～
江東コミュニティーセンター
▼江東ＹＭＣＡ幼稚園 終了式：３月１３日（金）
▼江東ＹＭＣＡ幼稚園 卒園式：３月１４日（土）

▼獅子舞

１月１１日（土）、江東ＹＭＣＡ幼稚
園に獅子舞が登場！！！
獅子舞の中は…なんと鈴木ワイズ！
年中・長クラス、年少クラスの２
回戦披露していただきました。恐さ
のあまりに涙を流す子、先生のそ
ばから離れない子、もちろん楽しみ
ながら見ている子もいました。日本
古来のお正月の催し物を感じるひとときでした。

▼お餅つき

▼スプリングキャンプ

『わんぱくクラブ』デイキャンプ
３月１７日（火）～１９日（木）、1 日目：都市農業区園、２日目：
千葉ポートパーク、３日目：羽根木公園。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・スクールの申込は始まってい
ます。
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。

１月３０日（木）、幼稚園の園庭で
恒例のお餅つきを開催しました。虹
の会のお母さんたちは事前準備と
当日の運営、そしてお父さんは当
日、お餅を力強くついてくれました。
また、大嶽部屋から電山関、闘鵬
関のお相撲さん２名駆け付けてくれ

オール東京の予定

▼ソシアス：2020 年 2 月 11 日（火・祝日）、山手コミュンティー

センター

編・集・後・記 新型コロナウイルスの影響で大嫌いなマスクを装着。メガネが曇り前見えない。ストレス溜まりまくり！こちらの方が体に悪い気が

する。。TA ／新型コロナウィルスのために会社の呑み会を延期にしました。呑みに行くのも大変な時代に。杞憂に終わって笑い話
になれば良いが。。。Y.S.
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