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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
評価

東日本区理事 山田敏明（十勝）

		
主題

紡ごう ワイズのこころ

任期を終えて～仙台からコロナまで～

山﨑

関東東部部長 金丸満雄（東京ひがし）

常久

6 月本例会
とき

ところ

2020 年 6 月 18 日（木）
ＹＭＣＡ江東センター

入梅の候、一年間の任期を終え、こうやって振り返るところまで漕ぎつけました。
ＺＯＯＭ利用にての参加も可
在任中は皆さんの多大なる御助力を賜り、何とかクラブを運営することができまし
会費
無料
た。ありがとうございました。心より御礼申し上げます。それでは一年間を振り返っ
受付
島田徹君
てみましょう。
司会
相川達男君
プログラム
いきなり仙台でした。本来の会長職もそこそこに仙台のアジア大会の Grand Marshal で 1 年が始ま
会長 山崎常久君
りました。膨大な量の英語の司会原稿に血の気を失い、舞台裏での数多のアドリブ強要に卒倒しかけ、 開会点鐘
ワイズソング
舞台上での予告なしの内容変更に毛髪が 2 百本抜け落ちましたが、今となっては楽しい思い出です。
ワイズの信条
けど、二度とやらない。
会長挨拶
会長 山崎常久君
10 月に江東クラブ 60 周年祝会を開催しました。小松実行委員長のリーダーシップの下、メンバー
各種議事審議
議長 山崎常久君
だけではなく、教職員の皆さん、リーダー達の御協力をいただきオール江東センターでの素晴らしい
１年を振り返って
参加者全員
スマイル、各種報告
祝会でした。IBC、DBC、東日本区より 133 名もの大勢の方々に参加いただき、皆さんから「素晴らし
ハッピーバースデイ・結婚記念日
かった」とお褒めの言葉を頂戴しました。小松委員長、本当にお疲れ様でした。慰労会、いつかやり
閉会点鐘
山崎常久君
たいですね。
2 月初頭に東日本区主催で Change ！ 2022 シンポジウムが開催され、変えていかなければ滅びる
ハッピーバースデイ
のみ、という強烈な危機意識のもと、新入会員の入りやすい環境づくりに向けてクラブでも話し合い
メン
９日 駿河幸子さん
を重ねていこうという動きになりました。江東クラブでも何回か話し合いましたがコロナで座礁しま
29 日 相川達男君
した。この動きは 2022 年に向けて続きますので、宇田川次期会長がしっかりと引き継いでくれること
結婚記念日 なし
でしょう。ウダケン、ガンバ！
高橋由起江さんを 2 月の例会で新入会員として迎えることができました。元リーダーの江東センター
東京江東クラブ
の宝と言っても過言ではない素晴らしい人材です。彼女のような最高のメンバーを新たに迎えること
リーダー支援活動 始動！
ができ、クラブも益々、活性化してくれることと思います。今期はコロナでその良さを発揮できませ
んでしたが、来期以降が本当に楽しみです。シャツ、よろしくね！
東京江東クラブではコロナの影響
10 人の新入会員を獲得すると息巻いて始まった今年度ですが、さあこれからというタイミングでコ
で困窮するリーダーを支援するプ
ロナ、活動を自粛せざるを得ませんでした。そんな中でも優秀なメンバーの旗振
ログラムを開始しました。
今月の聖句
りで ZOOM 会議を開催することで活動を継続できました。顔を合わせてのリア
ル会議に ZOOM 参加という新しいハイブリッド例会も開催しています。こうやっ
『それから、バルナバはサウロを捜しにタルソス
て振り返ると、改めて感じるのは江東クラブのメンバーの素晴らしさです。ビー
へ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。
ル飲んで笑っていれば幸せな会長でも、いや、だからこそ様々なメンバーが積極
二人は、丸一年の間そこの教会に一緒にいて多く
的に関わってくれて一年が過ぎました。Change ! もできず、
大増員もできずで
「で
の人を教えた。
きすぎ君」ならぬ「できずすぎ君」の会長でしたが、皆さんのおかげで御役御免
このアンティオキアで、弟子たちが初めてキリス
ト者と呼ばれるようになったのである。
。
』
でございます。全てのメンバーに改めて感謝申し上げます。再見！

使徒言行録 11 章 25 ～ 26 節
5 月会員数

5 月出席者
5 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 15 (ZOOM 例会） 79％（15/19） 4 月まで
1116391 4 月まで
65896
メネット
5 月分
0 5 月例会分
0
コメット
5 月その他
0
内広義会員 3 名
ゲスト
ビジター
残高
1116391
休会 0 名
累計
65896
22 名
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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

YMCA ニュース

止の観点から、「オンライン芸術祭」を開催いたします。東京ＹＭＣ
Ａホームページの中でフォトギャラリーとして作品をご紹介いたしま
す。どんな作品でも結構です。作品の写真をお送りいただき離れて
いても皆さんで楽しむことができればと思っています。ご参加を心よ
りお待ちしています。
【募集期間】 ２０２０年６月３０日（火）〆切
【お申込み】 お一人 原則２点まで
＊１作品 １枚の写真を以下のアドレスにお送りください。
「タイトル」「コメント」「作者名」「ご連絡先」を一緒にお知ら
せください。kaiin@tokyoymca.org
◎転載防止のため、写真には「東京ＹＭＣＡ芸術祭」とコピー
ライト表記をさせていただきます。
【出展料】 無 料 ＊ただし任意で下記募金へのご協力をお願いい
たします。
＊「ＹＭＣＡ子ども・ユース・地域支援ポジティブネット募金」
のお願い
 コロナの影響を受ける青少年への緊急支援として、全国の
YMCA でこの募金に取り組みます。
１口 １，
０００円（何口でも可）
振込先 みずほ銀行 神田支店（店番 108）
普通 １１２３６６９
・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】
・オール東京夏季リーダートレーニンング（山中・野尻）は中止と
なりました。

江東センター＆幼稚園

▼幼稚園

・６月１日：年中組、年長組と別れての分散登園を行い、始園式を
行いました（写真左）。
・６月２日：年少の各クラスに分園登園しクラスごとに入園式を行い
ました（写真右）。
・６月末までは分園登園を行い、午前保育でお弁当はありません。
・今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、園庭にプールは
設置致しません。

▼コミュニティーセンター

６月１日より、ピアノクラス、リトミッククラス、ダンボクラス、サッ
カークラブを開始いたしました。そして、定例野外活動（くれよん：
幼児対象 / どろんこ：小学生対象）も開始予定です。

▼園庭開放

昨年度からスタートした園庭開放。今年度は毎月予定していまし
たが、６月６日土曜日は中止と致します。

今後の予定（2020 年 6 月～ 7 月）

今後の予定

6 月 25 日（木）役員会
7 月 2 日 （木）第 1 例会
7 月 16 日（木）本例会

▼江東センター＆幼稚園
▼東京ＹＭＣＡ

・2020 年度 オンライン芸術祭
毎年、
「会員芸術祭」として様々な作品の展覧会を東陽町センター
にて実施してまいりましたが、今年度はコロナウイルス感染拡大防

新年度キックオフ

7 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。

ステイホーム

本間 剛
仕事では、導入してから数年遅々として普及しなかった ZOOM

コロナ禍の影響で、世界中の人々が様々な面で、生活を変えざ

の活用頻度が一気に増え、ほぼ毎日情報伝達、会議、セミナーで

るを得ない事態となり、我が家でも、３月初めには、私が早々に

活用するように。

在宅ワークとなり、辛うじて卒業式を終えた２人の娘たちも、入

ワイズでも足掛け２か月 ZOOM 例会を開催し、今後のワイズ

学式もないまま、それぞれ高校、大学の在宅プログラムにて授業

がスタート。それから早３か月。。食料の買い出し＆犬の散歩（朝

活動の在り方を考える契機になったと思います。また、プライ

おかげで、家族間のコミュニケーションは、良くも悪くも “ 密 ”

か、楽しいひと時を。（特に単身赴任の海外でのロックアウト組

ベートでも ZOOM 飲み、LINE 飲みで会えない面々と思いのほ

は私、夕方は娘たちでローテーション）以外、ほぼステイホーム。

は、泣いて喜び、我々の何倍も有難がってました。）仕事にもプ

になりました。ここ数年それぞれの生活のペースの中、全員で顔

ライベートにも新たなコミュニケーションの時代の幕開けを誰も

を合わせることも少なくなっていたが、たこ焼きを突いてみたり、

が肌で感じた数か月でした。また、仕事や生活の場の開疎化（地

小学校の時購入して以来の、卓上ピンポンをダイニングテーブル

方へのシフト）の可能性をも考えさせられた数か月でもありまし

で遊んだり、屋上の芝生で、テント生活をしてみたりと、思いつ

た。コミュニケーションといえば、内とも話す機会も増え、お互

くまま “ 密 ” を、楽しみました。娘たちも今までより積極的に料

いのこともしばしば話題に。。子供たちが小さかった頃から飲み

理作りにも参加 ( 私も、、⁉ )。料理といえば、飲食店を経営する

歩いて、家を不在がちだった私のことを、曰く、“ 外面 良男 ( そ

仲間達の、試行錯誤で始めた週替わりのメニュ＆容器のテイクア

とづら よしお )” と、あだ名まで頂戴しました。東京アラートな

ウト品を買い出しに行ったり、デリバリーしてもらったり。例会

る新たな指標の中、今しばらく WITH コロナ時代を前向きに過

後によく行く、精華楼のテイクアウトにも何度かお世話になりま

ごしていかねばと思う今日この頃です。

した。にもかかわらず（だからこそ⁉）、家内からは、“ あなた

達がずーと家にいて、緊急事態宣言を出したいのは私よ “ っと。

編・集・後・記 今期最後のブリテンになりました。コロナの影響で 2 面発行になり、遅配もありましたが、何とか毎月発行できました。皆様一年
間ありがとうございました。
（Y.S.）
カードの請求を観てビックリ！！外出自粛でカードを使う機会が激減。かつてない少額請求に複雑な気持ち。。。
（相川）
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