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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
LT

4 月はＬＴの強調月間です
東日本区ＬＴ委員会

東日本区理事 山田敏明（十勝）

		
主題

委員長

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）

4 月本例会
新型コロナウイルスの感染拡大防止、緊急事態宣言

北村文雄

発出対応のため、４月１４日に予定していました東

新型コロナウイルスの猛威は止まる事を知りません。
京クラブとの合同例会を中止いたします。
ワイズのあらゆる活動が休止どころか、社会全般が身動きが取れない
状況です。まずは、人類一丸となってこの非常事態を終結すべく努力す 又、東京江東クラブの４月中の第１例会、役員会も
ることが、今、我々がすべきことです。コロナウイルス蔓延を防ぐ為に 3 月に引き続き開催を中止いたします。
在宅を強いられる状況で奉仕活動も儘ならない中で、皆さんが考えてお
ハッピーバースデイ
られたのは、ワイズとして何かできることはないのかということでした。
そんなときに、ワイズドットコムの一つのメールが目に止まりました。LT 委員でもある
13 日 宇田川敬司君
浅羽俊一郎さんが呼び掛けたメール、ワイズ「つながりマスク」案の提案でした。
マスクを作るか、マスク製作を呼び掛ける活動です。早速多くの賛同と意見等がドット
結婚記念日
コム上を賑わしています。ワイズメンとして、この非常時下でも出来る、地域や Y に繋
がる奉仕活動の一つの大きな手がかりでした。浅羽さんの投じた一石は、大きな波紋に広
8日
宇田川敬司・佐知子夫妻
がり、幾つかのクラブが早速行動に移しています。実は、熱海クラブは既にクラブで自家
15 日 藤井寛敏・祥子夫妻
製マスクを大量に作り、熱海市に寄贈しています。浅羽さんも、このアイデアは、知り合
18 日 山﨑常久・良美夫妻
22
日 酒向裕司・ますみ夫妻
いのワイズのメンバーからお聞きした情報であるとのことです。ここで素晴らしいのは、
このことを、ドットコムや FB で共有しようと発信したことです。外出も集会も儘ならな
今月の聖句
い現状では、意思の疎通、情報の共有はより重要です。今こそ、SNS を多いに利用すべき
です。
『主は羊飼い、わたしには何も欠ける
おそらく、これをきっかけに、皆さんから多くの意見が生まれ、マスク製作から、在宅
ことがない。
』
でも可能な地域や Y に繋がる奉仕活動が提案されることと思います。

詩編 23 篇 1 節
ワイズは継続されます。次年度のクラブ役員の皆さんは、困難な状況ではありますが、
次年度に向かっての準備を宜しくお願い致します。
今年度は、
3 月の次期会長・部役員研修会も中止になりました。LT 委員会の改革を目指し、
研修会の開催方法も委員会で開発したワイズチャットに従来のワールドカフェ、ＫＪ法
等をアレンジした研修技法を駆使し、一家言あるベテランから、カルト集団みたいな例会
をやるワイズってなんぞやという新人まで、すべてのワイズメンに満足納得していただけ
る集大成の研修を開くはずでした。ベテランの方には、豊かな経験にもとずいた意見を、
ワイズ経験の浅い人には、浅いからこそ見えるワイズの問題点等を納得いくまで話し合っ
ていただき、それを踏まえ次期の活動のキーマンになっていただく研修でした。
残念ながら次年度に持ち越しになりましたが、ＬＴ委員会としてさらによりよい研修を
目指し努力をして参ります。

チャイルド゛ガーデン（木場公園）
3 月会員数

3 月出席者

3 月出席率

22 名
内広義会員 3 名
休会 0 名

例会中止

例会中止

アクティブファンド
ニコニコボックス
2 月まで
1116391 2 月まで
65896
3 月分
0 3 月例会分
０
3 月その他
0
利息
6
残高
1116391
累計
65896

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
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YMCA ニュース
江東センター＆幼稚園

・国際協力一斉街頭募金 ９月２６日（新宿駅周辺）

【中止】

▼チャイルド゛
ガーデン

・東日本地区ＹＭＣＡ理事・常議員・総主事研修会：４月１８日（土）
・第１８回会員大会 ５月２３日（土）

１２月１１日（土）、江東ワイズからチューリップの球根約５００個を
いただき、５８名の子ども、保護者、ワイズメン、スタッフでチューリッ
プの球根を植えました。そして暖かい春とともにチューリップの花が
たくさん咲きました。是非、チャイルドガーデンンへ足を運んでみて
ください。

▼江東 YMCA 幼稚園

卒園式

▼江東 YMCA 幼稚園

始園式・入園式

【延期】

・東京ＹＭＣＡ創立１４０周年感謝礼拝（日本基督教団銀座教会）：
５月３０日（土）⇒秋以降

＊「＃はなれていても つながっている」キャンペーンを始めました。
緊急事態宣言が出され、誰もが不自由や不安をかかえながらの日々
が続いています。
外出制限は、「つながり」を大事にしているＹＭＣＡにとっても大変
辛いことです。 全国ＹＭＣＡでは、このような状況下でも社会的な
つながりを促進できるよう願って、東京ＹＭＣＡでは先週、第一弾と
して、
『Youtube ライブ（新澤としひこライブ：きっと 明日は いい天気』
を行いました。そして江東コミュニティーセンターからも在園児・卒
園児・保護者を対処に「ジョンブラン体操」は発信しました。これ
からも写真や動画を数日ごとにアップします。少しでも皆さまに元気
をお届けできるよう、これからも試行錯誤を続けてまいります。江東
コミュニティーセンターホームページの新着、江東 YMCA 幼稚園ホー
ムページの新着をお楽しみください。

３月１４日（土）、保護者、年中児、教諭、スタッフのみに見守ら
れながら、４９名の子どもたちが羽ばたいていきました。
＊保護者の方々が 1 年間準備をしてきた謝恩会は、残念ですが延期
となりました。
４月１０日（金）の始園式、１１日（土）の入園式は、緊急事態
宣言発令の為、延期としました。
▼推薦を受けた１６歳から３５歳のボランティアリーダーが登録され
る「日本ＹＭＣＡユースボランティア」として、今年は全国ＹＭＣＡで
５４６名、その内東京ＹＭＣＡから２５名が認証を受けました。各コ
ミュニティーセンター担当主事からボランティア認証カードやボラン
ティア手帳が手渡されます。

▼園庭開放

昨年度からスタートした園庭開放。今年度は月に１～２回のペー
スで実施を予定していましたが、４月１８日（土）・２５日（土）は
中止と致します。

今後の予定（2020 年 4 ～ 5 月）

今後の予定

４月 新型コロナウイルスの蔓延防止のため活動休止
5 月 7 日（木）
第 1 例会
5 月 21 日（木） 講師例会 講師 興望館 副園長
アフガニスタン 中村医師のお話し
5 月 28 日（木） 役員会 ブリテン委員会

▼江東センター＆幼稚園

・江東 YMCA 幼稚園： 始業式 ５月
・江東ＹＭＣＡ幼稚園： 入園式 ５月

▼東京ＹＭＣＡ

大江浩氏

5 月の予定ですが、新型コロナウイルスの状況によって変更、中止
の可能性が有ります。
随時ＭＬにて予定の変更はお知らせしてまいります。

・第３４回インターナショナル・チャリティーラン ９月１３日（都
立木場公園）

ロシアより愛をこめて
山﨑

常久

「ロシアも行ってきていいかな？」春休みにトルコ旅行を計画していた長男坊（某大学医学部 2 年生）がボソッと呟いたことで騒動が勃発し
ました。若いうちは旅をしろ！が教育信条なので「お、面白そうじゃん。」などと平静を装い答えたものの、私たち以上の世代にとりロシア = ソ
連であり、KGB であり、クレムリンの映像が撮れただけでテレビで特別番組が組まれた特別な国なのであります。そんな国を一人で旅行しよう
というのだから親としては穏やかではありません。聞くと「モスクワとサンクトペテルブルグを見てきたい。
」とのこと。慌てて知り合いがいないか
Facebook で探したところ、いました。サンクトペテルブルグの医師、Olga Azaryan さんです。彼女とは 12 年前、クアラルンプール郊外で開
催された東南アジア区大会で知り合いました。彼女は BF で、私は当時の藤井アジア会長のお供で参加し、ゲンティンハイランドで 2 泊 3 日を
共に過ごしたんですね。突然のメッセージで失礼が無いかチェンマイの西村さ
んに相談したら OK いただけたので Facebook でメッセージを送ったところ、
彼女の息子さんも 20 歳の医大生とのことで楽しみにしていると返信いただけま
した。息子につないで、直接、連絡を取り合ってもらい、後は子供同士が会え
る日を指折り数えて待つだけとなりました。そこにコロナです。モスクワの状況
は一気に厳しくなり、コロナに罹るとシベリア送りにされるなどという眉唾物の
情報まで飛び交い、結局、残念ながらロシア行きは断念しました。Olga さんは
「落ち着いたらおいで」と優しいメッセージをくれたとの事です。息子は検疫
強化対象国ではないトルコのイスタンブールとカッパドキアだけ巡って帰国しま
したが、トルコでも状況は日に日に厳しくなり、日々、商店やレストランが閉鎖
されていったとのこと。Y’s の縁でロシアに行ける日が待ち遠しいですね。
編・集・後・記 まずい！禁断症状が出てきた。そろそろ○華楼の麻婆豆腐を注入しないと！例会中止の影響は計り知れない！
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