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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
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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
EMC

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！

軽い感覚で参加できるワイ
ズであっても良いのかな

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）

とお互いの情報交換をするなどの交流を待ってワイズの興
味を持ってもらう事が出来れば新会員の獲得につなげるこ
とができるかもしれません。又、日頃からＦ先輩メンが提
唱されているように、ＹＭＣＡの中だけで新会員を探すの

相川達男

ではなく、各自の友人、知人を誘う事ももう少し考えた方

「ＥＭＣ」ワイズに所属しているとしばしば耳にする３

が良いかもしれません。正直な話、私も友人などを誘った

文字ですが、皆さまご承知の通り Extension.Menbership &

ことは有りません。誘うには今一つ魅力が足りないという

Conservation の略で、Ｅは新クラブの設立、ＭＣは新会員

のが本音ですが、実は最近コロナ禍になって十分に活動が

獲得と会員意識の高揚を意味します。ロースターにも記さ

出来ない中、ワイズに対して気負っていた部分が無くなっ

れていますがワイズメンとしてワイズメン運動の拡大強化

た気がします。以前は何か活発な活動をしなくては楽しく

を図るため絶えざる課題とし努力を続ける必要があるもの

ないという気持ちが強かったのですがコロナ禍で活動が制

です。

限される中もっと軽い感覚で参加できるワイズであっても
良いのかなと思います。そんなことを考えるコロナ禍のＥ

奇しくも区を挙げて Change! 2022 の構想の下 2022 年末

ＭＣ強調月間です。

までに会員数 1246 名を成し遂げるべく活動が成されていま
すが、コロナ禍に於いて通常のワイズ活動も儘ならない中、
各クラブなかなか成果が出せずにいるのが現状と言えます。

12 月本例会

江東クラブに於いても幼稚園保護者の方や、そのＯＢ、リー

例年皆さまお楽しみの１２月本例会（クリスマス例会）ですが、
本年はコロナウイルスの度重なる感染拡大防止のため中止いたし
ます。
本例会、忘年会を合わせた形で１２月２９日夕刻にＺＯＯＭ忘
年会の開催を予定いたします。詳細は改めて発信させていただき
ます。

ダーＯＢへの誘い掛けなど幾つかの方策が示されています
が、何分にも人に会う事が制限される今の状況にあって苦
戦を強いられています。単にコミュニュケーションを取る
という事であればＺＯＯＭ等のツールを使用すれば簡単に
実現できるのですが、ワイズの活動を理解してもらうため
にはやはり実際の活動を共に体験してもらう必要がありま

ハッピーバースデイ
結婚記念日

す。ワイズカップサッカーを支援し子供達に日頃の練習の
成果を発揮する場を設け、トン汁を提供し子供たちの笑顔

メン

本間剛君
菊地夫妻

に奉仕の喜びを感じる。この醍醐味はリアルな活動でしか
今月の聖句

味わえません。幸いにも江東クラブは日頃から江東センター
の様々な活動に関わっている為、リーダー、幼稚園保護者、

『人の生涯は草のよう。野の花のように咲く。
風がその上に吹けば、消え失せ生えていた所を知る者もなく
なる。
』

詩篇 103 篇 15 ～ 16 節

コミュニティーのメンバーとある程度の交流を図る事が出
来ています。日頃の交流を基にこのコロナ禍においてももっ
11 月会員数

11 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

11 月出席率
アクティブファンド
ニコニコボックス
68％（13/19） 10 月まで
1153684 10 月まで
31698 会長
10 月分
12480 11 月例会分
8000 副会長
11 月その他
2480 会計
書記
残高
1166164 累計
42178 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

ユース例会
開催

11/19（木）、関東東部部長柿沼さん（東京グリーン）、同交際事業主査山崎さん（江
東）をゲストに迎えて、江東クラブ恒例のユース例会を開催しました！
今回は、対面と Zoom によるハイブリッドで実施し、他クラブから多数の参加を
いただきました。また音響はほぼプロの寺尾さんにお願いしました。どうもあり
がとうございました。
、
参加者（敬称略）：山下（十勝）
、柿沼、布上、浅見（東京グリーン）
衣笠（所沢）
、相川、安斉、宇田川、大原、草分、酒向、島田、鈴木、
駿河、寺尾、藤井、本間、柳沢 、山 崎（江東）
、リーダー多数

ユース例会を終えて
大原真之介

「もしも僕が、いつか君と出会い話し合うなら、そんな
時はどうか愛の意味を知ってください！」
今回はごめんなさい聖書の中の言葉ではなく、ロックン
ローラー甲本ヒロト氏の言葉を冒頭に引用させていただき
ます。笑 何よりもこの言葉が強く頭によぎった感想だか
らです。
いつ・どこで・どこかのタイミングで今まで知らなかっ
た誰かと、たまたま出会うことで相手のことを知り、お互
いにとってかけがえのない存在になるという奇跡のような
出来事が起こる連続が YMCA の活動の最も素晴らしいこと
の一つだと、改めて感じた機会でした。
世界中これ以上ないという閉塞感のなか、YMCA のリー
ダー・スタッフは留まる事なくこどもたち（メンバー）の
成長の為に創意工夫をし、また自己研鑽に心を傾け続けて
いる事、そして正解か間違いかわからない中でもこの半年
間『回答』として行った、YMCA の活動には心より敬意を
覚えるものでした。
サッカー活動の報告からは少年スポーツにおける実情と
YMCA サッカークラブの成長を、全国 YMCA のリーダー
研修会報告からはリモート会議による思疎通の難しさと、
困難がありつつつも課題を乗り越えようとするポジティブ
シンキングとアプローチに多様性と受容性の大切さを、幼
稚園のお泊まり会報告からは、
「一つの想いに対する、実践
する覚悟！と準備の苦労』をリアルに伺い知ることができ
ました。また、東京江東ワイズメンズクラブとしましては
本会議開催に当たりまして、タレント性とスキルを存分に
発揮できる機会となりましたことを心より嬉しく思います。
（ただ一点、
、ワイズ本例会の司会初体験の私のグダグダな
進行を除きましては、
、
、
）
ご参加いただきました皆様、ご協力いただきました全て
の皆様に心より感謝でございます。ありがとうございまし
た。

サッカークラス「ペガサス」
山﨑 俊 ( スパイク )

私はサッカークラスのペガサスの活動報告をしました。
私がペガサスに入ったのは今年度からでしたが、コロナ禍
の中で試合数が減少している状況にも関わらず、モチベー
ションを落とさずに練習に励む子どもたちの姿を間近で見
てきました。その為、子どもたちの頑張りをワイズの方々
に伝えることが出来て、とても嬉しく思っています。これ
からも「たのしいサッカー」を目指し、さらに良い成績を
報告できるよう、子どもたちと共に練習も試合も頑張りた
いと思います。
また、私はこれまで江東 YMCA に所属していながらワイ
ズの方々にお会いしたことが無かったので、顔合わせの意
味も含め、短い時間でしたがとても有意義な時間となりま
した。ありがとうございました。

お楽しみ保育

椋代琢斗（ハマチ）

今回普段の活動でお世話になっているワイズの方々にお
楽しみ保育を発表できてとても嬉しく思います！発表の資
料を準備しているときから、お楽しみ保育前の準備の様子
やそのとき感じたことを次第に思い出してきました。写真
や資料を見ながら、あれは楽しかったな、こういうとき大
変だったな、と様々なことが脳裏を浮かびました。発表当日、
僕はとても緊張していて、上手く発表ができるか不安でし
た。しかし、ワイズの方々のおかげで場の雰囲気がとても
あたたかかったので、必要以上に気負いせず発表すること
ができました！このような貴重な経験ができたことを誇り
に思います！ありがとうございました！
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ワイズ例会における報告について

報告会を終えて

この度はコロナ禍の中、オンラインといった形で全国リー
ダー研修会に参加させていただきありがとうございました。
全国リーダー研修会のオンライン参加では、情報や時間の
共有はとても難しいことを実感し、対面で共に学び合う大
切さを改めて感じることが出来ました。また、ワイズ例会
では、お楽しみ保育とサッカークラスの情報やコロナ禍で
の対策を共有させていただくことが出来たため、今後の
YMCA 活動で取り組み活用し、より活動内容を充実させて
いけるように関わっていきたいと思いました。コロナの終
わりが見えない状況ではありますが、出来ないことを増や
すのではなく今まで以上に子供達が楽しめるように、この
状況をバネできるよう頑張っていきたいです。

私は 9 月に行われた第 51 回全国 YMCA リーダー研修会
に、オンラインで参加しました。「‘’ 私 ‘’ と世界に希望を！
～私が輝くと世界はもっと輝く～」といったテーマを基に、
グループに分かれてアクションを考えるといったプログラ
ムを軸に行いました。今回は初めての六甲山の会場とオン
ライン中継での開催ということもあり、パソコンの前に１
人で参加することに対してとても不安な気持ちでしたが、
全国の YMCA リーダーたちと話し合う中でそれぞれの情報
を共有し、様々な特色を知り、改めて YMCA の良さを知る
ことができました。また今回参加させていただけたのは、Y’
s メンズクラブの方々を始め YMCA に関わる皆さんの支援
のおかげです。ありがとうございました。

川田桃香（メルティー）

小倉明日香（ぱく）

近況報告

小松重雄

昨年末、中国武漢で発生した新型コロナ。はじめのうちのこのウイルスは乾燥に強く湿気に弱いので夏頃迄には収束する
のではないかという有識者の予想を覆して現在も猛威をふるっています。飲食業をはじめ、航空業・旅行業界、イベント関
係の業種に計り知れないダメージを与え、世界各国に深刻な影を落としています。
私も仕事の関係で店頭に「マスク着用お願いします。着用なしの入店お断り」の貼り紙をして来客には注意を促し、また、
取引先に出かける場合は必ずマスクをして防疫に努めています。プライベートでは手洗いうがいアルコール消毒を徹底し、
週末に行っていた麻雀は 3 月以後すっかり足を洗い、毎月のゴルフコンペへも時を同じくして行かなくなりました。
江東クラブの例会や他クラブの周年行事・部大会・区大会もほとんど中止となり、皆様との接触も皆無となりましたが、
クラブの動向はブリテンを見たりメンバーからの電話等で情報を得ています。また zoom 例会への参加を試みたりしていま
す。またみんなと普通に顔を合わせ、いろいろ話し合いをし、終わった後は楽しく酒をくみかわす、そんな状況にいつになっ
たら戻れるだろうかと思うと、まだまだ憂鬱な日々が続きそうですが、ワクチン開発の明るいニュースも届いています。
日本でも早くワクチンや治療薬が投与され、何の問題もなく社会生活も回復し、ボランティア活動や来年に延期された東
京オリンピックも開催されることを期待してお互いに頑張っていきましょう。

江東ワイズ

2020 年 11 月

第 1 例会議事録

江東ワイズ

2020 年 11 月５日（木） 江東センター・ＺＯＯＭ併用

2020 年 11 月 26 日（木）19：00 ～

参加予定者 リーダー、ＹＭＣＡスタッフ約 20 名 ワイズ 10

関東東部部長公式訪問

役割確認

受付

２． １２月の予定

進行

ＺＯＯＭ使用にて

１．12 月の予定に関して

本年のクリスマスは中止

会冒頭に挨拶をいただく

島田さん

役員会議事録

開催

１．11 月本例会（ユース例会）に関して
～ 15 名

2020 年 11 月

第 1 例会

大原さん

ＺＯＯＭにて開催

１２月３日（木）

１２月２９日にＺＯＯＭ忘年会を企画。

２．1 月の予定に関して

クリスマス、忘年会同一日開催予定

新 年例会をＺＯＯＭにて開催。十勝クラブ、台中クラブなど

12 月 5 日（土）ＹＭＣＡ大人のクリスマスに参加

に声がけし新たな方式でチャレンジ。燕路師匠にアンフェリシ

江東センターの予定を確認後再度調整

オンから参加いただき「落語家と飲む新年会」を企画。

３．在京新年会の件

３．プルタブ回収の件

各クラブへのアンケート結果を基に協議の結果、来春の在京

小山元東日本事務所長からの受け渡し先などの情報待ち。

新年会は中止とする。

ＺＯＯＭ参加者：宇田川、酒向、本間、大原、藤井、島田、草分、相川

４．プルタブ回収の件

江 東センター、幼稚園よりプルタブ回収を継続したい旨の要

望有り。継続方法など草分さんが小山元東日本区事務局長

に相談中。

今後の予定（2020 年 12 月～ 2021 年 1 月）

台湾フランク氏への記念品無事到着と山崎さんより報告。

12 月 29 日（火） ＺＯＯＭ忘年会
1 月 16 日（土） ＺＯＯＭ新年会

５．その他

メンバー全員にプチクリスマスプレゼントを贈る提案有。皆の
了承を得る。

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。

参加者：宇田川、藤井、寺尾、駿河、本間、酒向、島田、大原、山崎、草分、
相川 ＺＯＯＭ：香取、安齋、鈴木
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YMCA ニュース

を渡し名前を書いて畑の壁面画に貼ってもらいました。たくさんのサ
ツマイモが実りました。
ご協力、ありがとうございました。

▼クリスマス会

例年、子どもを対象としたクリスマス会と大人を対象としたクリスマ
ス会の２本立てで行ってきましたが、コロナ渦のため大人クリスマス
会を中止とします。（江東コミュニティー活動委員会で協議）子ども
クリスマス会は１２月５日 ( 土 ) に開催します。今年の子どもクリス
マス会はオンラインで開催致します。内容は ｢ 牧師先生よりクリスマ
スメッセージ・弦楽四重奏・リーダーと遊ぼう＆歌おう ｣。クリスマ
ス会メッセンジャーは、日本キリスト教団向河原教会の小松美樹牧
師です。
親子でのご視聴をお楽しみください。

江東センター＆幼稚園の予定

江東センター＆幼稚園の報告

▼おとなクリスマス会：１２月５日（土）は中止とします
▼子どもクリスマス会：１２月５日（土）
▼幼稚園終了式：１２月１６日（水）
▼体験！発見！大冒険！：１２月２７日（日）～２９日（火）、デイキャ
ンプ＋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）。デイキャンプ
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。
▼休館：１２月２４日（木）～１月１１日（月・祝）
▼幼稚園始園式：１月１２日（水）
▼お餅つき：１月２８日（木）

▼ミニ縁日『ＧＯ ＴＯ ＹＭＣＡ』

１１月７日、土曜日の午前中、ミニ
縁日『ＧＯ ＴＯ ＹＭＣＡ』を実施し
ました。例年、11 月の第二日曜日
は江東バザーが開催される日です
が、今年はコロナ渦で中止。保護
者が子どもたちと一緒に楽しめるこ
とができないかと考え、このイベン
トの企画をしてくれました。子ども
たちは各学年ごとに登園し、園庭
ではリーダーと思いっきり体を動か
し、室内ではゲームコーナーを３
つ、先生方手作りのみそクッキー
コーナーで楽しみました。保護者
の方々の企画から運営で子どもた
ちの元気な声と笑顔に包まれ、充実したときを過ごすことができま
した。

▼サッカークラブ「ペガサス」大健闘

６年生以下のＵ１２カテゴリーに
おいて、全日本少年サッカー大会
東京都ブロック予選に参加しまし
た。江東区は８ブロックに所属し
７１チームが登録しています。東京
都の中で最も多くの登録数です。そ
して見 事 ベスト４に勝ち進 みまし
た。残念ながら都中央大会出場は
叶いませんでしたが、江東ＹＭＣＡ初めての快挙でした。

オール東京の予定

▼「新沢としひこ クリスマスコンサート」（YouTube ライブ）
日時：１２月５日（土）１３：３０～
出演：新沢としひこ氏・「あおぞらワッペン」の皆さん
▼第１５回子育て講演会
日時：１月１６日（土）１０：００～１１：３０
場所：江東区文化センター大研修室
＊オンラインでの発信も致します。
★来場、オンライン共々に定員があります。お早目のお申し込みを
お願い致します。
URL：https://goo.gl/aEFxk2 （左のフォームよりお申込みください）
内容：「子どもの心をのぞいてみませんか」
講師：柴田愛子氏（りんごの木子どもクラブ代表）
▼熊本豪雨災害復興支援チャリティーコンサート
日時：１月２９日（金）
会場：日本基督教団霊南坂教会
出演：青山学院女子短期大学グロリアス・クワイア（ハンドベル）
飯靖子氏（指揮・オルガン） 飯顕氏（ヴィオラ）
▼ピンクシャツデー（いじめのない社会を目指すキャンペーン）
日時：２月２４日（水）
▼ liby チャリティーコンサート
日時：３月１４日（日）
会場：山手センター

▼ポジティブネット募金

１階ロビーで開催していたチャリティーマーケットでは、味の素、
伊藤園ご提供の食品関係を販売しておりました。１１月末までに
１７３，
６５０円の売り上げがありました。この収益金の全額は、熊
本豪雨復興支援、ＹＭＣＡ子ども・ユース支援に使わさせていただ
きます。
ありがとうございます。引き続きご協力お願い致します。

▼秋の実りキャンペーン（国際協力募金）

９月１日～１０月１５日、江東ＹＭ
ＣＡでは国際協力募金の一環とし
て「秋の実りキャンペーン」を実
施しました。１階ロビーには先生
方が畑の壁面画を作成してくれま
した。募金をしてくれた方には「大
きく美味しそうなサツマイモの絵」

編・集・後・記

年末年始の実家の帰省は無くなり、東京で年越し。お節はどうしようか。我が家は好き嫌いが多くて余りそう。。。Y.S.
コロナの影響でほぼ 1 年飛行機に乗っていませんでした。避けられない出張で久々に搭乗します。乗り方忘れてないか心配（笑）Ｔ . Ａ
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