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できることを
無理なくやろう！
東京江東クラブ会長

宇田川敬司

NOV

11

主題 VALUES, EXTENSION and LEADERSHIP（価値観、エクステンション、リーダーシップ）
スローガン TRUST IN THE RIVER OF LIFE（命の川を信じよう）


国際会長 Jacob Kristensen（デンマーク）

主題   Make a Difference（変化をもたらそう）／スローガン INSPIRE（奮い立たせよう）


アジア太平洋地域会長 David Lua（シンガポール）

主題 変化を楽しもう！（Let's enjoy Changes）

今月の強調テーマ
ワイズ理解

副題 助け合い、分かち合い（Let's help and share each other）

主題 学びと親睦を糧に外へ向かおう！

積極的な交流を
ーワイズ理解のためにー

11 月本例会（ユース例会）

藤井寛敏

ワイズメンズクラブ国際協会は 1922 年アメリカオハイオ州トレド市で YMCA の
会員によって設立され、その「目的はイエスキリストの教えに基づき、相互理解と
敬愛の思いに結ばれて、あらゆる信仰の人々が共に働く、世界的友好団体であり、
YMCA に対する忠誠心を共にしつつ、活発な奉仕活動を通じて、リーダーシップ
を開発、助長、供給して，全人類の為よりよき世界を気付くべく尽力するものである」。
（国際憲法抜粋）
日本においては 1928 年に大阪にクラブができたのが始まりである。
現在全世界には約 70 ケ国に約 26,000 名のメンバーが、我々が属する東日本区
には 60 クラブ、約 850 名が活動している。
そのほか細かく知るには国際協会の Web や東日本区の Web、HANDBOOK &
MEMBERSHIP ROASTER を見れば知ることが出来る。
しかしこれらのことはある程度知っておく必要はあると思うが、知っているかと
言ってワイズのすべてを理解できたことにはならない。
特徴的なことは各クラブが YMCA を様々な形でサポートしたり、独自の奉仕事
業を展開していることである。即ちその活動は多様なものであり、それだけメンバー
も多様性に富んでいることである。
まずはクラブ例会への出席はメンバーの義務の 1 つであることを自覚し、メンバー
と共に活動をし、交流し、親睦を深め、そのエネルギーで世間のため、人様のた
めになるような活動を行う。役員になった人は任期の 1 年間は出席の優先順位を上
位にして例会には 100％出席を目標としてリーダーシップを発揮することが他のメン
バーを鼓舞し、クラブの活性化につながる。そして部の評議会、部大会、区大会、
国際大会などに出席することによって他のクラブメンバーとの交流の機会を持つこと
が出来る。部、区の役員を経験することでより多くの人との交流の機会に恵まれる。
それこそがワイズ理解の必須科目である。最初は義務としてあまりなじめないとこ
ろがあると思うがそれはどのような世界でも同じである。２回 3 回と続けるうち、知
り合いも増え、楽しみながら大げさに言えば全人類の為によりよき世界を築こうと行
動している様々な職業を持つ多様な人たちと出会うであろう。中には一生の友を見
つけることもできるであろう。私はその一人である。
この楽しい交流こそが良い点、改革が必要な点などワイズ理解につながると確信
している。このような活動をより広げたいという心が会員増強へとつながるのである。
全世界の志を同じくする多様な人がいる、その一つの集まりがワイズメンズクラ
ブである。
10 月会員数

10 月出席者
メンバー 13
メネット
コメット
内広義会員 3 名
ゲスト
ビジター
休会 0 名
22 名

板村哲也（東京武蔵野多摩）
関東東部部長 柿沼敬喜（東京グリーン）

とき
ところ
会費
受付
司会

2020 年 11 月 19 日（木） 19：00 ～
ＹＭＣＡ江東センター
無料
島田徹君
大原真之介君

プログラム

開会点鐘
会長 宇田川敬司君
会長挨拶・ゲスト紹介
会長 宇田川敬司君
関東東部部長挨拶
関東東部部長 柿沼敬喜君
リーダー紹介
草分俊一君
リーダーによる発表・報告
サッカークラブ報告
山﨑俊君（スパイク）
全国リーダー研修会報告
小倉明日香さん（ぱく）

川田桃香さん（メルティー）
お楽しみ保育報告
椋代琢斗君（ハマチ）
ハッピーバースデイ・結婚記念日
スマイル・各種報告
閉会点鐘
会長 宇田川敬司君
ハッピーバースデイ
メン


結婚記念日



12 日佐藤明生君
13 日藤井寛敏君
19 日大原真之介君
6 日 鈴木雅博・けい子夫妻
13 日小松重雄・敦子夫妻
22 日 柳澤広繁・フキ子夫妻

今月の聖句

『これらの骨に向かって、主なる神はこう言われる。
見よ、わたしはお前たちの中に霊を吹き込む。すると、
お前たちは生き返る。
』

エゼキエル書 37 章 5 節

10 月出席率
アクティブファンド
ニコニコボックス
68％（13/19） 9 月まで
1152684 9 月まで
30698 会長
10 月分
1000 10 月例会分
0 副会長
10 月その他
1000 会計
書記
残高
1153684 累計
31698 直前会長
連絡主事
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クラブ役員
宇田川敬司
大原真之介 / 酒向裕司
島田徹
相川達男
山崎常久
草分俊一

江東ワイズ

2020 年１０月

第 1 例会報告

で第 1 例会で諮る。
５．プルタブ回収の件

2020 年１０月１日（木）江東センターＺＯＯＭ併用 19：00 ～

江東ＹＭＣＡとしては、園児の参加意欲が高い為プルタブを

議題

続行したい。しののめこども園も同様。ワイズで協力できない

１．10 月本例会に関して マレットゴルフ開催決定
10 月 10 日（土） 辰巳海浜公園

14：00

か打診有。草分館長が小山前事務所長より情報をもらう。ネッ

公園事務所

上にプルタブ回収業者の情報が有るので、宇田川会長に情報

集合
10 月 1 日現在

8 ～１２名参加見込み

収集をお願いする。他クラブでも継続を希望するところも有る

山崎さん先行

模様。

予約

６．各種、今後の予定確認

※当日台風接近に伴い流会となりました。
２．11 月本例会に関して

江 東ワイズ新年例会

ユース例会

開催するとしたら 1 月 16 日（土）

第 1 例会で諮る。

リーダー研修会、幼稚園キャンプ、サッカーチームの報告を

参加者

お願いする。

宇田川、酒向、山崎、草分、相川

ＺＯＯＭ 島田、鈴木

関東東部大会・千葉ウエストクラブチャーター

ＺＯＯＭ利用で多くのリーダーに参加願う。リーダーＯＢ、社
会人リーダー、江東センターコミュニティー委員にも参加声

酒向裕司

掛けする。
３．インド ハイデラバード クマールさんからのＩＢＣお誘いの件
しばらくは現状維持で様子を見る
４．その他
在京新年会

鈴木さんアンケートへの回答待ち

ＹＭＣＡ道路側外看板周りの植木伐採
出席者

→

鈴木さん

宇田川、酒向、島田、山崎、草分、駿河、相川
ＺＯＯＭ 藤井、香取、鈴木、高橋

残念！マレットゴルフ例会流会

10/3 に関東東部部会と千葉ウエストワイズメンズクラブ国際協会
山﨑

常久

加盟認証状伝達式（チャーターナイト）に参加しました。江東クラ

コロナで集まれない。これは会議体ボランティア団体であるワイズ

ブ以外のワイズのイベントに参加するのは久しぶりです。コロナが広
がって以来の機会です。比較的感染率は落ち着いてはいましたが、

にとり重大な危機なのであります。なにより楽しくない。ZOOM とか

人数を限定しての開催となりました。関東東部の国際事業主査の山

いってもあくまで補完であり隔靴掻痒感はいかんともしがたい。とい

崎さん、藤井さん、大原さん、草分さんと参加してきました。

うわけで皆で集まれる企画を考えたのがマレットゴルフ例会でありま

もうすぐチャリランだったので、スマホの歩数のカウントのテストに

す。
「マレットゴルフ とは、スティックとボールを使って、決められた

ちょうど良いと思い、また天気が良かったので自宅から歩くことにしま

打ち出し地点からホールへ、できるだけ少ない打数で入れることを競

した。Google マップを睨みながら、少し迷いながら、途中隅田川沿

うスポーツです。マレットとは木づちという意味で、木づちを使ってボー

いを気持ちよく歩いて 1 時間強で何とか浅草橋の会場まで到着しま

ルを打ち、ゴルフのルールで競技をするという意味から、マレットゴル

した。到着すると、久しぶりにお会いする関東東部の千葉クラブ、グ

フと名づけられました。」（一般財団法人日本マレットゴルフ協会）

リーンクラブの方々が出迎えてもらいました。懐かしいような気分でし

屋外で集まれて密にならず、初心者でも簡単に楽しめる。コロナで

た。会場に入ると、以前に東陽町センターで娘がお世話になったバ

くさくさした気分を芝生の上で吹き飛ばしたい。幸いにして江東区辰

ナナリーダーがいました。千葉ウェストクラブの担当主事になってい

巳の森海浜公園に公営の施設がある。よし、10 月例会はこれだ！そ

てびっくりです。

う思って準備をしていたところにやってきたのが台風 14 号。さすがに

大会は、布上ワイズのいつもの軽妙な司会の元、柿沼部長の開

これではできません。涙を呑んで流会としました。暖かくなったら是非、

会点鐘で和やかにスタート。伝達式では、設立準備委員長の長尾ワ

やりたいですね！

江東ワイズ

イズから設立経緯の紹介があり、新しいクラブの設立には準備する

2020 年１０月

役員会報告

2020 年１０月 29 日（木）江東センター

方々の地道な努力の積み重ねによるものが大きいことがよくわかりま
した。部大会では、柿沼部長からコンパクトに事業紹介があり、そ

19：00 ～

の後 Change2022 推進員会報告が栗本委員長からありました。会

ＺＯＯＭ併用

員数については各クラブの増減の濃淡が大きく、魅力的な楽しいクラ

１．11 月本例会（ユース例会）に関して 江東センター 301・

ブというのが重要かなと感じ

302 室使用
当日は柿沼関東東部部長公式訪問。受付

島田会計

行

大原副会長 11 月第 1 例会でモニターなどのテストを実

施

各項目調整確認

２．台湾

蔡さんへの記念品の件

ました。最後に写真撮影を行

進

い、コロナ禍の影響で懇親会
はなく終了しました。江東ク
ラブはクラスターを避けて少

山崎メン手配発送済み

人数で親睦を深めて散会とな

３．
１２月の予定 クリスマスと忘年会を同日開催。12 月 5 日
（土）

ワイズガーデン

きるもので、少し前まで持っていた軍手が無くなったと園児に声
掛けられ、ガーデン中を探したり、年に為にポケットを探ったり、

本間 剛

拾った人が居ないか皆んなに聞いたりした挙句、
「あったぁ！」と

10 月 24 日 ( 土 ) 久々の秋空の晴天の下、
ワイズガーデン & チャ

園児のズボンの中から出てくるっっといったマジックも。。「どうして

イルドガーデンにて、10 組の在園ファミリー 27 名と久々の香取

膝の裏側に軍手が、、⁉︎」大変楽しいひと時でした。
。帰りがけ、

顧問筆頭にメネット、コメット & マゴメットも合わせ 12 名の総勢

春には一面ピンクの絨毯のようなレンゲソウが観れるのが楽しみ、
、

40 名ほどで種蒔きを実施。

と思いつつ、蒔き終わったガーデンに目をやると、なんと 30 羽ほ

今回は土を休ませる為に、レンゲソウ ( マメ科 ) を蒔いた。マメ

どの鳩たちが集まって来て、次々と蒔いた種を啄んでました。

科の植物は根に根粒菌を持つものが多く、土中の窒素を根に蓄え

ワイワイやっていた子供達が去ったのを尻目に、
シメシメっといっ

て土壌を肥沃にする性質があり、休耕中の田畑に植えられる事も

たところか。。。恒例の木場カフェ ( 売店 ) で、反省会と称し、ひ

多いそうです。ところで、まあ 40 名も集まると、ハプニングも起

と時コーヒーを飲んで解散〜。

りました。

礼拝は 12 月 5 日の江東センター大人のクリスマス会に同席
する提案あり。
４．在京新年会の件
鈴木さん実施のアンケートで 17 クラブ中 11 クラブ回答有内
7 クラブが中止を選択。江東クラブとしては中止をする方向
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YMCA ニュース
江東センター＆幼稚園の報告

▼じゃがいも搬入！＆販売！

毎年恒例のじゃがいもの搬入が
１０月２１日（水）、１４：００～
行われました。江東区社会福祉
協 議 会 の 方 々、 虹 の 会 役 員 の
方々、サッカークラス保護者の
方々にお手伝いをいただき無事
に８０７個を 10ｔトラックから降ろすことができました。当日は元ワ
イズメンの太田さんが顔を出してくれました。現役ワイズの方とお会
いできず寂しがっておりました。

公園でのウォーキング + 園庭での結団式！ 終了後の木場公園での
クールダウン + 園庭での表彰式を行い、江東 YMCA に連なりエント
リーをしてくださった方々とよき交わりと関係を強くすることができま
した。
オール東では４３チーム、６３２人のエントリーがありました。約
４４０万円の益金を障がい児・者のプログラムに寄付することができ
ました。
江東 YMCA からエントリーしたチームは、総合で３位 ５位 ８位と
いう好成績でした。また、個人賞としては、宇田川ワイズが総合２
位となりました。おめでとうございます。そして頑張り様でした。

▼チャイルドガーデン

１０月２４日（土） ９：３０～都立木場公園のワイズガーデンの一
角をお借りしている「チャイルドガーデン」で、レンゲソウの種まき
をしました。例年はチューリップの球根を植える時期ですが、土が
痩せているので今年は球根を植えずレンゲソウを植え、土を肥やす
こととしたようです。３月～４月の春先に、チャイルドガーデンがレ
ンゲソウ一面になることが楽しみです。
参加者
ワイズ：香取ワイズ、香取メネット、香取コメット、香取マゴメット、
宇田川会長、宇田川コメット、小松ワイズ、相川ワイズ、本間ワイズ、
大原ワイズ、草分担当主事：１１名
子どもたち：１４名、お父さん・お母さんたち：１１名、総計：３６
名

▼ポジティブネット募金【チャリティーマーケット】

全国の YMCA で「ポジティブネット募金」を展開しています。使途
は①熊本豪雨災復興支援②コロナの影響を受けた青少年への支援
です。江東ＹＭＣＡでは、味の素株式会社、株式会社伊藤園よりい
ただきました商品を１階ロビーで販売し、全額をポジティブネット募
金としております。例会、役員会等でご来館の際には、是非、ご購
入ください。

▼運動会

１０月２５日（日）、運動会を江東区
立千石グランドで行いました。（区内
の小学の運動会は中止となりましたの
で、例年お借りしていた小学校の校庭
をお借りすることを控えました）
新型コロナウイルス感染拡大防止策として、応援人数の制限、午前
中のみの開催とし、食事の時間もなくしました。大きなけがや事故
なく無事に終了することができました。

江東センター＆幼稚園の予定

▼待望礼拝：１１月１２日（木）
▼第一アドヴェント：１１月１８日（水）
▼第二アドヴェント：１１月２５日（水）
▼おとなクリスマス会：１２月５日（土）は中止といたします
▼こどもクリスマス会：１２月５日（土）
▼幼稚園終了式：１２月１６日（水）
▼わんぱくクラブ：１２月２７日（日）～２９日（火）、デイキャン

▼お芋ほり遠足

１０月２９日（木）、年少さんから年長
さんのみなさんで、千葉県山武市にあ
る有野実園にお芋ほり遠足に行ってき
ました。１０月下旬という時期でした
が、快晴で風もなく、うっすらと汗を
かくぐらいの気候でした。今年は豊作で、大きなサツマイモをたくさ
ん収穫することができました。

プ＋１泊２日。対象は小学生。１日目：篠崎公園 ２日目～３日目：
１泊のお泊り。高尾の森わくわくビレッジ
▼わんぱくクラブ：１２月２７日（日）～２９日（火）。デイキャン
対象は年少～年長『自由な発想でドキドキ、ワクワクの３日間を過
ごします！』１日目：猿江恩賜公園 ２日目：大島小松川 ３日目：
汐入（荒川区）
＊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。

▼入園考査

１１月１日（日）、２０２０年度入園考査が行われました。

▼第 34 回東京ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーラン

今年はスマホアプリを使ったウォーキング大会として開催します。
１０月２４日～１１月１日（９日間）の期間に、各自歩いた歩数をカ
ウントし、チームの平均歩数を競いました。江東センター＆幼稚園
からは３チーム（トコトコチーム・スタスタチーム・テクテクチーム：
園児、保護者から集め厳選な抽選の結果から）・６０名をエントリー
致しました。江東クラブからは相川氏、宇田川氏、大原氏、酒向氏、
島田氏、菅原氏、鈴木氏、高橋氏、本間氏、山崎氏が３チームに
分かれてエントリーいたしました。コロナ禍でしたが、事前の木場

今後の予定（2020 年 11 ～ 12 月）
11 月 19 日（土） ユース例会・柿沼関東東部部長公式訪問
11 月 26 日（木） 役員会
12 月 5 日（土） クリスマス例会・早めの忘年会（未定）
今後の予定ですが、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。

編・集・後・記
▲

コロナの影響でワイズソングを歌う機会が減った。ふと風呂に浸かりながら口ずさんでみた。けっこう歌える自分にチョットビックリ。T. Ａ コロナコ
ロナと怖れすぎっ！日本人には DNA か国民性か BCG か知らんけどコロナは風邪！高齢者だけケアすれば大丈夫っ！！ T.Y コロナがなくなってから
20 年。すっかり見ることはなくなった。学生の頃はマークⅡやエクシブをやたらと見ていたが。。。最近はやりのコロナもいなくなる日がいずれ来るだ
ろうか。Y.S.
▲
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