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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
IBC/DBC

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！

新年あけまして
おめでとうございます。

2021 年１月新年例会

江東ワイズ初ＺＯＯＭ新年会！！

宇田川敬司

とき
ところ
会費

明けましておめでとうございます。旧年中は東京江東ワ
イズメンズクラブの活動にご協力を賜り、誠にありがとう

2021 年 1 月 23 日（土） 16：00 ～
ＺＯＯＭ使用例会
無料

ございました。本年も変わらぬご支援を賜りたく、宜しく

プログラム

お願い申し上げます。
私が会長を勤めさせていただいてから半期が過ぎまし
た。この半期は、コロナに翻弄されたものでした。

開会点鐘
会長挨拶・ゲスト紹介

２年続けて行ってきた、カンボジア制服寄贈プロジェク
トや江東センター、江東幼稚園のバザーなど様々な行事は

新春ＺＯＯＭ寄席

中止になり、やりたいことが出来ない状態がつづいていま
す。

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）

そしてまた、非常事態宣言の発出……。通常通りの

司会 相川
会長
宇田川
宇田川
落語

ＺＯＯＭ懇親会
乾杯

コミュニケーションをとることもできず、メンバーと一緒
にお酒を酌み交わし、談笑した日がとても懐かしく思えま

ハッピーバースデイ・結婚記念日
各種報告
閉会点鐘
会長

す。
そんな中ではありますが、昨年末 ZOOM を使った忘年会
を実施しいたしました。準備にあたってくださった、メン
バーには苦労があったかと思いますが、『これはこれで楽し

達男君
敬司君
敬司君

柳亭燕路師匠
藤井

寛敏君

宇田川

敬司君

ハッピーバースデイ
5 日 山崎常久君
8 日 岡田暢雄君
結婚記念日
12 日 香取良和・晴美夫妻

く、アリかも！』という気持ちになりました。
今期、私が主題とさせて頂いた『できることを無理なく
やろう！』の形だと思っております。まだまだ、この病が
収束するまでには、たくさんの時間が掛かると思います。
感染を広げないためにも、医療従事者の方々にこれ以上

今月の聖句

の苦労を掛けないよう、自身の健康や行動に十分留意し、

『というのは、神がお造りになったものはすべて良いもので
あり、感謝して受けるならば、何一つ捨てるものはないからで
す。』
テモテへの手紙 一 4 章 4 節

今は、できることを無理なく活動をして行きたいと思って
おります。
12 月会員数

12 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

12 月出席率
アクティブファンド
ニコニコボックス
79％（15/19） 11 月まで
1166164 11 月まで
42178 会長
12 月分
0 12 月例会分
0 副会長
12 月その他
0 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

YMCA ニュース
江東センター＆幼稚園の報告

▼冬季デイキャンプ

『体験！発見！大冒険！』
日時：１２月２７日（日）～２９日（火）、デイキャンプ
対象：小学生。
内容：１日目：篠崎公園／２日目：江東幼稚園／３日目：江
東幼稚園
参加者数：１２名、リーダー数：６名、ディレクター：１名
薪割り・かまど作り・火起こし・野
外 料 理・ロープワーク・ 焼き板・
竹箸作りなどを行いました。「自然
の中で生きていく力を育む」という
テーマを掲げ、アウトドア志向の強
いプログラムを行いました。当初の
予定では、２～３日目に１泊２日に
て行う予定でしたが、コロナウイル
ス感染防止のために急遽取りやめ、
江東センターにてプログラム展開し
ました。子どもたちの反応や、対応
力の素晴らしさを感じたのはロープ
ワークでした。本結び・フィギュアエイト・もやい結びなど、様々
な結び方をあっという間にマスターしました。
頼もしい姿でした。
（かとちゃんディレクター談）

冬季デイキャンプ
川区）
参加者数：２４名、リーダー数：６名、ディレクター：１名
「凍ってしまったお姫様を助ける」ために、みんなの温かい協
力の力をグループでも、全体でも貯めて、力を合わせて行うプ
ログラムを行いました。仲間と力を合わせることが必要である
ことを子どもたちにも伝え、メーターの数字が貯まることで、
お姫様を助けることができることを視覚でもわかる内容にした
ところ、ときが進むごとにグループとしての団結力が強くなり、
仲間を思う気持ちが遊びの中でもたくさん見ることができまし
た。特に初めて参加した年少のお友達へ、年中・年長のお友
達が手を貸してあげる姿が印象的でした。
（にぃディレクター談）

江東センター＆幼稚園の予定

▼休館：１２月２４日（木）～１月１１日（月・祝）
▼幼稚園始園式：１月１２日（火）
▼幼稚園：獅子舞：１月１３日（水） ＊鈴木ワイズによる獅
子舞です
▼お餅つき：１月２８日（木）
▼オール江東ファミリースキー親睦会：２月６日（土）～７日（日）
中止
▼オール江東ゆきあそびキャンプ：２月１２日（金・夜）～
１４日（日） 群馬県：尾瀬パークホテル・スノーパーク尾瀬
戸倉

『わんぱくクラブ』
日時：１２月２７日（日）～２９日（火）。デイキャンプﾟ
対象：年少児～年長児
内容：
『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
今後の予定

（2021 年 1 月～ 2021 年 2 月）

ＺＯＯＭ忘年会報告

1 月 23 日（土） ＺＯＯＭ新年会
1 月 28 日（木） 役員会恐らくＺＯＯＭ開催とります。
2 月 4 日（木） 第１例会恐らくＺＯＯＭ開催とります。
2 月 18 日（木） 本例会 開催方法は未定です。
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。

江東ワイズ

2020 年 12 月

大原真之介
東京江東ワイズメンズクラブ 2020 年の最後を締めくくる活動

としましてどっきりマル秘！リモート大忘年会が 12 月 29 日 19
時より盛大に開催されました。

準備は役員中心に秘密裡に行なわれ、ワイズメンバー及び、

第 1 例会議事録

今年ワイズの活動を共にしていただいたＹＭＣＡ保護者の皆さ

2020 年１２月３日（木）ＺＯＯＭ使用にて開催 19：00 ～
議題
１．12 月の予定に関して
本年のクリスマス例会は中止。12 月 29 日にＺＯＯＭ忘年会
を開催。事前にメンバー全員、江東ワイズに少し興味を持たれ
ている方、お世話になっている方（5 名）に忘年会キットを送付。
宇田川会長に案内のメッセージカードを作成いただく。キッ
トの調達は島田さんお願いする。発送はメンバーが手分けして
請け負う。12 月 11 日に再集合。
２．1 月の予定に関して
新年例会をＺＯＯＭにて開催との案が役員会で浮上。
１月 16 日又は 23 日を候補日として燕路師匠などと調整をお
願いする。十勝クラブもお誘いする方向で検討する。
参加者

んや、リーダーＯＢにスパークリングワインとおつまみの忘年会

一式セットを事前に郵送させていただきました。（準備にあたり

ましては、島田ワイズと奥様のご尽力により完璧な！プレゼント

ラッピングとギフトチョイスをしていただき心より感謝です。
）

各ご自宅よりモニター越しの参加の忘年会、はじめはぎこち

ない感は否めませんでしたが、スパークリングワインが進むに

連れ大いに盛り上がり、久しぶりにお顔を拝見できましたメン

バー、懐かしいりーダー OB から嬉しいサプライズ報告なども
あり とても和やかなうちに閉会となりました。

2021 年が良い年になることを願うばかりです。1 年間本当に

ありがとうございました。

宇田川、島田、藤井、酒向、山崎、本間、草分、鈴木、相川

編・集・後・記
オンラインを工夫した楽しいワイズ活動がブリテンで伝われば。今年もご協力よろしくお願いします。Y.S.
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