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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
ＪＥＦ

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）

非日常を笑いましょう
山﨑

常久

新緑も深まり、風薫る季節となりましたが、メンバーの
皆さんに於かれましては、新コロナ感染症対策の外出自粛
でなかなか季節を感じることのできない日々を送られてい
ることと拝察いたします。平素はクラブ運営に御協力いた
だき誠にありがとうございます。
さて、GW 期間中の強力な自粛要請を経て３９県で緊急事態宣言が解除
されました。それ以外の都道府県でも近々に解除されるであろう雰囲気とな
りつつあります。これに伴い世間にはトンネルの出口が見えた安堵感が漂い
始めました。こんな時期だからこそ改めて新コロナ感染症がワイズにもたら
したものについて考えてみたいと思います。
今更、新コロナとはナンチャラ書くのも野暮なのでそこは割愛しますが、
新コロナがワイズにもたらしたものといえば何と言っても ZOOM 例会でしょ
う。出席第一、奉仕第一を旨とするワイズメンにとり集会自粛はまさに死活
問題、存亡の危機ですらありました。席の間隔を開ければ何とかなるんじゃ
ないか等、悪あがきしてみても、会場に来るまでで感染リスクに曝されるわ
けですからやっぱり例会は開けません。そんな状況でも何とかなるもんです
ね。現代の情報機器の進化は素晴らしい。詳しいメンバーのリードでスマー
トフォンさえあれば簡単にテレビ電話会議が開けてしまう。これって IT 音痴
の私にとっては映画の中の世界の話で、新コロナが無ければ関わることのな
い世界でした。ワクワク感はメンバーも同じだったようで普段の例会より参
加者が多くて思わず笑ってしまいました。時間も限られているのでサクサク
と審議は進むし、ゆっくり話したいメンバーは残って ZOOM 懇親会へと移れ
るし、新鮮で楽しいひと時でした。
次期役員研修会、部会、チャリティゴルフ、東日本区大会等々、新コロ
ナにより中止を余儀なくされた行事は数多あります。準備をされてきた方々
にはとてもつらい判断の連続だったと思います。ただ、間違いなく言えるこ
とは、震災でも戦争でもありません。確実に出口のある一時的な災厄です。
近い将来に、あの時は大変だったなと互いに笑い合っている姿を想像して、
今の自分たちの姿を客観的に眺めて、この非日常を笑って新コロナを吹き飛
ばしましょう。
4 月会員数
22 名
内広義会員 3 名
休会 0 名

4 月出席者
メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

4 月出席率
53％（10/19）

5 月本例会
とき

ところ

酒向裕司君

進行

開会点鐘

会長

山﨑常久君

山崎常久君

ワイズソング 各自心の中で唱えましょ
う。

ワイズの信条 各自心の中で唱えましょ
う。

会長挨拶

会長

山崎常久君

プログラム
今後の活動に関しての議事、協議事項を
話しあいます。

別途レジメによる

各種報告

ハッピーバースデイ・結婚記念日
閉会点鐘

ハッピーバースデイ
今月の聖句

結婚記念日

山崎常久君
該当なし

該当なし

『気をつけて、わたしたちが努力して得たものを
失うことなく、
豊かな報いを受けるようにしなさい。
』

ヨハネの手紙 二 8 節

1116391
累計

1

ＷＥＢ上（ＺＯＯＭ）

召集

アクティブファンド
ニコニコボックス
3 月まで
1116391 3 月まで
65896
4 月分
0 4 月例会分
０
4 月その他
0
残高

2020 年 5 月 21 日（木）

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

YMCA ニュース

今後の予定

江東コミュニティーセンター＆幼稚園

▼江東センター＆幼稚園

・江東 YMCA 幼稚園： 始業式 ６月
・江東ＹＭＣＡ幼稚園： 入園式 ６月

＊緊急事態宣言発令中につき、
・幼稚園は５月末まで休園
・コミュニティーセンターは５月末まで各クラス休講です。

▼東京ＹＭＣＡ

・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）
・国際協力一斉街頭募金 ９月２６日（新宿駅周辺）
【中止】第１８回会員大会 ５月２３日（土）
【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。

▼幼稚園

・絵本、お手紙等をお渡しするために少しの時間だけ登園していた
だきました。
年少組：５月１３日 水曜日 10：00 ～ 12：00・13：00 ～ 15：00
年中組：５月１４日 木曜日 10：00 ～ 12：00・13：00 ～ 15：00
年長組：５月１５日 金曜日 10：00 ～ 12：00・13：00 ～ 15：00
久しぶりにあう子どもたちは少し大きくなったような気がしました。
早く元気いっぱいに園庭で遊べる日が来ますように……

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、江東コミュニティーセンターや
江東 YMCA 幼稚園のホームページでは新着から写真や動画を数日
ごとにアップしています。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。是非一度、ご覧ください。
そしてお楽しみください。
＊ニジノエールに協賛しています。

▼八ヶ町運動会

・中止となりました

▼江東 YMCA 親睦会

・中止となりました

▼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、５月３０日 土曜日 / ６月６日
土曜日は中止と致します。
before（左）

園児、近隣の子どもたちに虹の絵を書いていただいています。そ
してその虹の絵を園舎の塀に飾っています。
みんなの虹がつながっていくことを……是非、散歩の途中に見に
来てください。

after（右）

Zoom 例会開催しました
酒向

裕司

2020 年 5 月第 1 例会議事録

コロナウィルスの影響が拡大する中、3 月は第一例会と本例会を
中止決定。しばらく例会開催は厳しいかと感じて、3 月中旬にテレビ

年 5 月 7 日（木）21 時～
例会にて各自
参加者：宇田川、大原、酒向、島田、菅原、鈴木、寺尾、藤井、本間、
山﨑
（木）
20 時より ZOOM 形式にて本例会。
・今後の活動について：5 月 21 日
本年度決算案と来年度予算案をメインの議題にする。5 月の役
員会＆ブリテン委員会は 28 日（木）に肉の田島で行う。
・来年度役員の確認：宇田川会長、大原副会長、酒向副会長、島田会計、
相川書記、鈴木在京新年会幹事、山﨑関東東部国際交流主査に
て。
・来年度ロースター：例年であれば次期会長研修会で原稿を渡されて
それをベースに作成するが今年は研修会が中止になっているの
で不明。山﨑が東日本区事務所に確認する。
・台湾区大会：台湾区大会への参加は厳しそう。※外務省のホーム
ページでは、（台湾３月１９日から，外国人は，居留証，外交，
公務の証明，あるいはビジネス上の契約履行等の証明がない限
り，一律入境を禁止する。３月２４日から当面の間，航空機の
トランジットを禁止する）のままです。
・フランク蔡さんへの記念品：大杯にするのか意見、再度、メールにて
確認。
意見無ければ時間が無いので大杯を山﨑にて手配を進める。
・ブリテン委員会：ZOOM 会でブリテン委員会を同時に進行するこ
とに無理があるのでブリテン委員会は委員長の主催で別に開催
する。
・その他：ZOOM 例会の前にレジメを用意するようにする。
日

会議の話題をメールで配信するも、あまりレスポンスがなく立ち消え。

会

有志で 3 月役員会とブリテン編集委員会はリアル会議を強行したも
のの、4 月の例会も中止が決定。4 月末にはブリテン編集委員会を
テレビ会議でしたいと役員に打診しながら、ツールを何にするかを相
談しました。
最初は Line のテレビ会議を打診。比較的若い人はほぼ Line を
使っているので行けるかと思ったからです。GW 中に東京江東クラブ
のグループを作成して人集め。15 人程度集まったのですが、Line を
やっていない人には設定のハードルが高そう。Google Meats という
案も出ましたが、どうやら Google の ID（Gmail）の取得が必要で、
これもハードルがありそう。結局 Zoom はメールが受信できればス
マホでもノートパソコンでもできるので一番ハードルが低いということ
で、Zoom でお試しをすることになりました。
4/30 にオンライン呑み会 + 役員会 + ブリテン編集委員会で試行。
なかなか繋がらない人もいましたが、10 名程度参加できて無事終了。
5/7 には第一例会も Zoom で開催できました。また 5/21 本例会も
Zoom で実施することが決定。
今後リアルな会議ができるようになっても、体調や仕事の問題で参
加しにくい人に対して Zoom を併用すれば、コロナ前より参加者が
増えてくれないかと期待しつつ、早くにコロナが終息することを願って
います。

時：2020

場：ZOOM

編・集・後・記 少し高めのマスクを買った。顔がかぶれた。どーせオイラには安物マスクがお似合いさ！！ ＴＡ
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