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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）

できることを
無理なくやろう！
東京江東クラブ会長

feb

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）

宇田川敬司



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
TOF

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！

十勝から、
江東クラブの皆様へ
十勝ワイズメンズクラブ会長

重堂

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）

2 月本例会
とき
2021 年 2 月 18 日（木） 19：00 ～
ところ オンライン（ＺＯＯＭ）
召集
酒向裕司君
進行
宇田川敬司君
開会点鐘
会長 宇田川敬司君
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 宇田川敬司君

幸恵

私達の住む十勝帯広は、数年ぶりの雪が全くないお正月を迎
えました。しかし、その 1 週間後、雪が降り、いつもの見慣れ
た冬景色になりました。
昨年からコロナの影響は全国的に広がり、十勝で行われる予
定だった東日本区大会も中止になりました。全国からのお客様
をお迎えする準備をしていた十勝メンバーはもとより、来帯を

プログラム

楽しみにしてくださっていた全国のワイズの皆様も落胆された
ことでしょう。しかし、未だ終息の見通しの立たない現状を鑑

3 月以降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

みると、この判断は正しかったように思います。
そんな中でＺＯＯＭ会議、ＺＯＯＭ例会等、今まで遠く離れ

各種報告
ハッピーバースデイ・結婚記念日
閉会点鐘
宇田川敬司君

ていて、なかなか顔を合わせることが出来なかった方々とネッ
トを通してお会いできるようになったことは新しい発見です。
今回、宇田川会長より、ＺＯＯＭ新年会のお誘いをいただき、
十勝から 6 名のワイズ、1 名のメネットが参加出来、江東ワイ

ハッピーバースデイ
5 日 小松重雄君
10 日 鈴木雅博君
結婚記念日
9日
相川達男夫妻

ズの皆様と交流出来ことはとても良い経験でした。また、十勝
ワイズの全員に、お酒とおつまみのお心遣いをいただき、十勝
の雪も一瞬で解けるかのような温かさを感じました。

17 日 柳澤広繁君

私自身は十勝クラブに入会して 8 年、これまで何度か江東ク
ラブの皆様とお会いしています。一昨年の 60 周年記念式典に出

今月の聖句

席でき、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。

『彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足もとに
座って、その話に聞き入っていた。マルタは、いろいろのもて
なしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄って言った。
「主よ、わたしの姉妹はわたしだけにもてなしをさせています
が、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっ
しゃってください。
」
』

ルカによる福音書 10 章 39 ～ 40 節

現在のコロナ禍の中、各大会、行事など制限されていますが、
ZOOM での交流も良いことだと知りました。今後もまた機会が
あればと思っています。
ＤＢＣ締結のクラブとして、コロナ終息後には、これまで以
上に親しい交わりが出来ますことを願っています。
1 月会員数

1 月出席者
メンバー 14
メネット
コメット
内広義会員 3 名
ゲスト 14
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
73％（14/19） 12 月まで
1166164 12 月まで
42178 会長
1 月分
12480 1 月例会分
12000 副会長
1 月その他
0 会計
書記
残高
1178164 累計
54178 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

ZOOM 落語会

「ZOOM

新年会に参加して

寺尾紀昭

篠田 秀樹

1 月 23 日（土）16 時～リモートでの落語新年会を開催
しました。江東クラブは毎年燕路さんの落語会をやってい
て今年で 18 回目。今回はできないと思った方は多かったと
思います。お揃いの酒と肴のリモート飲み会は意外に面白
い。考えて工夫されたつまみは一つ一つ意味があってとて
も良かったと思います。島田さんに感謝です。
最近私はズームおじさんをしています。施設に光通信を
引き、各フロアに通線し、マイクやビデオカメラを PC に
つなぎ、複数画面を使い分ける。いろんな予習が落語会に
結び付きました。ホスト管理、司会も分業できました。十
勝の皆さん、大阪のおじさんと飲めて楽しかったです。こ
の日の演目は「猫の災難」
。酔っ払いっぷりが見事でした。
噺家さんは会場を見て演目を決めることが多い。この日は
会場の山崎さんの影響か。

「忘年会」
「新年会」、そしてブリテン投稿と乱入致します。
新年会の御案内を頂いたときは、忘年会に続いて私が参
加して良いのか。という「躊躇」の気持ちが大きかったで
すが、島田さんご夫妻の GOOD チョイスセレクトのお酒と
おつまみが届き、思い切って参加しました。
燕路師匠の落語はこのところ毎年寺尾さんの粋なお計ら
いで拝聴させて頂いていますが、今回は TV を観ている気
分で楽しませて頂きました。千石集会所での新年例会を思
い出しました。
相川さんが参加者に話をふって自己紹介的な時間があっ
たので、大変有り難かったです。皆さんのお名前がわかり
ましたし、十勝の方々にもご挨拶できて良かったです。
開会から参加、18 時には夕食の用意で一度失礼し、19
時に戻って、シャツと再会して感激しました。結局 20 時半
の閉会まで参加させて頂きました。リモート会議やセミナー
は経験あるものの、「飲み会」は初めてでしたが、満喫させ
て頂きました。ご準備頂いた皆さまに御礼申し上げます。
岡田ワイズのご不幸がありましたが、この悲しみを皆さ
んで乗り越え、貴クラブの更なるご発展と会員各位のご健
勝を祈念申し上げます。

（Zoomでの江東クラブ参加者：相川、大原、菊地、草分、小松、酒
向、島田、鈴木、菅原、駿河、高橋、藤井夫妻、十勝クラブ参加者：
池田夫妻、石丸、川口、重堂会長、中村、増中、山下、山田、江東ク
ラブOB：家田、石井、篠田、YMCA江東幼稚園父兄：米谷、前野、
リーダー：滝沢、亀戸会場での江東クラブ参加者：宇田川会長、山
崎、寺尾、ゲスト：燕路師匠、燕路後援会木村、敬称略）

江東ワイズ

202 １年 1 月

役員会議事録

2021 年１月 28 日（木）
zoom 使用にて開催 19：00 ～
議題
１．岡田メンのご逝去に関し宇田川会長より報告。
弔意をお伝えすべく供花、弔電の手配を島田会計にお願いす
る。
お別れにはコロナ禍を鑑み近しいメンバーが伺う。
２．2 月以降の予定、例会に関して
緊急事態宣言中の第 1 例会（2/4）はＺＯＯＭ開催。その後
の緊急事態宣言の様子によるが本例会（2/18）はリアル又は
ハイブリットの例会開催を目指す。
開催形態未定の為、講師等は設けず打ち合わせ中心のＴＯＦ
例会とする。
３．次期クラブ役員に関して
2 月第 1 例会で協議。
４．関東東部事業主査引き受けに関して
2 月第 1 例会で協議。
参加者
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宇田川、藤井、島田、酒向、山崎、草分、大原、相川

岡田暢雄君を
偲ぶ

真面目で気丈な岡田さん

また、ある日。ロンドン塔、ロンドンブリッジを見学するため、列に並び、

宇田川敬司

チケット売場へ。「岡田さん！ファミリー割引ですって。ファミリーにならな

去る、令和３年１月２５日、岡田暢雄メンが７６歳で逝去されました。

一報を聞きとても悲しく、残念な気持ちでいっぱいになりました。

い？」と私。言下に「駄目だよ
！」と岡田さん。「何でよ～」
「エセはだめっ

私は江東ワイズに入会をさせて頂いてから十数年しか経っておらず、

てこと？」

長く岡田さんとワイズ活動を共にされた先輩方の悲しみは、図り知れま
せん。

岡田さん また会いましょう
！

長年の岡田さんのご活躍や思い出は、若輩の私ではなく諸先

亡くなった日に、
不思議な夢を見た

輩方にお任せをさせて頂きたいと思います。
私がワイズコムに訃報をあげさせて頂いたときに、東陽町コミュニティ

柳沢広繁

皆さんご存知の通り岡田さんはワイズにとって欠かせないメンバーでし

センターの沖様より追悼のお言葉を頂きました。その一文に「スーパー

たが、そもそも私がワイズに誘ったのは、実は岡田さんの奥様でした。

弁護士の提灯を作って頂いた」とございました。真面目で気丈な岡田

当時奥様は江東 YMCA 幼稚園で非常に活躍されており、その上明る

さんではありますが、お茶目な一面を伺うことが出来ました。また、お別

く元気なので、彼女がメンバーになれば女性会員が増えるに違いない

れに伺った際にご子息様がおっしゃった、「ワイズの皆様が友達でした」

と思ったのです。それは熱心に誘いましたが、なんとクラブに入会した

というお言葉でした。

のは奥様ではなく岡田弁護士でした。

長年に渡り、ワイズの仲間を友とし活動にされ、先輩方と今の江東

「奥さんを誘ったのに弁護士が来たよ」と半ば冗談で言ったことを、

クラブを作り上げられたのだと、とても感じることが出来ました。6 年前、

岡田さんはよく「親分は妻を誘ったのに私が入会した」と笑っていたの

私が初めてクラブ会長をさせて頂いた年のクリスマス例会にご参加頂き、

を思い出します。

「宇田川さん頑張ってるね！」とお声かけ頂いたのが最後になってしまい

当時は江東クラブが日本区大会ホストの準備で大忙しで、問題も多く

ました。

ありました。しかし岡弁の的確なアドバイスのおかげで難局を乗り切り、

岡田さんの長年の貢献に感謝し、ご冥福をお祈りいたします。

早くからクラブにとって重要な人になりました。
亡くなられたという日に、実は不思議なことに岡田さんの夢を見ました。

ポリシーを貫いた76年間の生涯

夢の具体的な内容は胸に仕舞っておきますが、私と岡弁との再会でし

藤井寛敏

た。翌朝妻に「今日、岡田さんに会えたよ。夢だけど元気な姿を見ら

6 年余の闘病生活を経て時空を超えた世界に飛び立った。年に 2，

3 回の電話にしっかりした声で病状を細かく説明してくれた。タバコはや

れて本当によかったよ」と話したのです。訃報に接したのはその翌日で

めず、健康診断は受けずの岡田ポリシーを貫いた 76 年間の生涯であっ

した。大変驚いたことは言うまでもありません。
お別れ会で奥様に会い、「江東クラブに岡弁がいないと困る」と言っ

た。
クラブが東日本区大会のホストをめぐって大モメの 1986 年に入会した

たら「尚人（長男弁護士）をそのうち紹介します」とおっしゃっていま

時は入会の経緯と共に大分戸惑われたことだったと思うが、我々は弁

したが、我がクラブにとって大切なだけでなく、信頼できる友を失い本

護士先生の入会にクラブの誇りを感じたものであった。例会後の 2 次

当に悲しく残念です。

会には必ず参加して我々の知らない世界の話を聞かせてくれた。クラブ

岡田さん、江東クラブに入会してくれて本当にありがとう。

が 40 周年を迎えた 1999 年、クラブ会長として会費の値下げや、十勝

只々、心からの感謝と大いなる哀悼の意を表します。安らかに。

クラブとの DBC の締結を実現させた。40 歳代のメンバーを中心として

クラブの太陽のような存在

の 40 周年記念祝会の準備に感謝を述べた後「50 周年は 50 歳代で
お願いします」の言葉を一瞬理解した人は少なかったがしばらくして笑

香取良和

藤井さんからの電話に、先に行かれたかの想い。大蔵さん、柳沢さ

いの渦と拍手が起こった。

んと斎場へ向かう。

2007 年には 2 回目の会長を務め、バンコクでのアジア大会や IBC の

着後、奥様、弁護士の尚人さん、長女の素子さんにご挨拶し別室

テグークラブの 50 周年祝会にも参加してワイズライフを楽しんだ。

でお茶を供されながら

いつも口癖のように言っていた言葉は「このクラブは誠実そのものの

お話を伺った。ご家族は思ったより明るく振舞われそれぞれ納得の行

安藤さんをはじめとして本当に良い人ばかりで、本当に良いクラブに入っ

く看病ができた様子。いざ、お別れの時、覚悟はしていたが生前の面

た」であった。仕事柄功利主義がまかり通ることが多い中で我々のクラ

影はなく壮絶な闘病を感じ言葉も無かった。

ブは安心してリラックスできる居場所だったのかもしれない。合掌

これ以上「もう良いよ」の気持が解る。彼と柳澤さんはクラブの太陽
のような存在であった。

岡田さん また会いましょう
！

私は、柳沢さん、岡田さんと身体のことで連絡しあう間柄、この１年

藤井祥子

誰が先に？の話題。「もうこの世では会えないからあの世で会おう」。妻

今から２５，6 年前 岡田さんとロンドンにいる二人の娘（もとこちゃん

が昨年の暮れ久しぶりにお会いした奥様から、もう１週間ぐらいと聞い

とゆき）に会いに行った。初めての海外旅行との事だった。

ていた。岡田さんは奥様と長女素子さん
（ホテルオークラの営業支配人）

ある日、
ユーロスターに乗ってパリへ。モンマルトの丘へ行き、
サクレクー
ル寺院を訪れ、カフェでランチをし、市場巡りをし、そして夕暮れ。人も

弁護士の尚人さん（慶応高校時代夏の甲子園の神奈川県決勝で敗れ

まばらの丘の古い長い石段を、シャンソン「モンマルトの丘」を岡田さ

るも５番打者）一男、一女の理想的な家族であった。愛煙家、健康

んともとこちゃんはそれは素敵な声で歌いながら降りてきたのだ。まるで、

診断嫌いが災いした。例会の合間煙草をくわえている姿が思い出され

映画のワンシーン。

る。
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YMCA ニュース
▼獅子舞

江東センター＆幼稚園の報告

１月１３日（土）、江東ＹＭＣＡ幼稚
園に獅子舞が現れる！
！
！
獅子舞の正体は……なんと鈴木ワイズ！
感染防止対策として、今年は園庭で
２部構成で行いました。恐さ！怖さ！の
あまりに涙を流す子、先生のそばから
離れない子、もちろん楽しみながら見
ている子もいました。
日本古来のお正月の催し物を感じるひ
とときでした。

加ください。
＊各センターにてスプリングキャンプ・スクールの申込は始まってい
ます。
web 申込みのみとなります。ご不明な点は江東センターまでご連
絡ください。

▼お餅つき

１月２８日（木）、幼稚園ではお餅つきをしました。例年、大嶽部
屋から力士２名をお招きし園庭でお餅つきを行うが、コロナ禍という
ことで力士不在のお餅つきでした。感染防止対策としてお母さんた
ち、お父さんたちのお手伝いもお断りをしました。しかしお母さんた
ちからは「後片付けでもお手伝いさせてください」との相談があり、
密にならない程度の人数で後片付けをお願いしました。子どもたち
は蒸かしあがったもち米を食べ、お昼ご飯としてお雑煮を食べまし
た。また子どもたちは杵でお餅をつく体験を充分に楽しんでいまし
た。

オール東京の予定

▼ソシアスフォーラム

日時：２月１１日（木・祝日） オンラインのみ
テーマ：「今、私たちにできること」

▼第２１回日本ＹＭＣＡ大会

日時：２月２３日（火・祝日）
日本ＹＭＣＡ同盟主催：オンライン
基調講演：関田寛雄氏（日本基督教団神奈川教区巡回牧師）

▼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）

▼東日本大震災１０周年礼拝

日時：３月６日（土） オンライン
説教：飯岡洋介氏（成増キリスト教会牧師）

▼感謝

幼稚園の斜め前にある「株式会社東京舞台照明」様のご厚意に
より、新型コロナウィルスを除去する空気清浄機を１台お借りしてい
ます。広い教室の年長組に設置をしています。この空気清浄機は通
常コンサート会場等で使用している業務用で、その機能は優れもの
です。子どもたちのためにありがとうございます。

▼東日本大震災１０周年「福島パネル展」
日時：３月１日～６日

会場：東陽町センター

▼第８回日中韓平和フォーラム

日時：３月６日 日本ＹＭＣＡ同盟主管：オンライン
テーマ：「はなれていても つながっている」

▼残念ながら・・・中止です

・ール江東ファミリースキー in 南魚沼市吉里：２月６日（土）～７日
（日）
・オール江東雪あそびキャンプ in 尾瀬戸倉：２月１２日（金）～
１４日（日）
・オール江東街頭募金 in 錦糸町：２月２７日（土）
・第５２回ワイズサッカー大会：３月７日（日）

▼ 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

▼第３０回チャリティーゴルフ大会

日時：４月８日（木） 会場：ＰＧＭ総成ゴルフクラブ

江東センター＆幼稚園の予定

今後の予定

▼江東ＹＭＣＡ幼稚園

（2021 年 2 月～ 2021 年 3 月）

2 月 25 日（木） 役員会恐らくＺＯＯＭ開催となります。
3 月 4 日（木） 第１例会恐らくＺＯＯＭ開催となります。
3 月 18 日（木） 本例会 開催方法は未定です。2 月本例会
で協議。

年長組お別れ遠足：３月６日（土）
終了式：３月１２日（金）
卒園式：３月１３日（土）

▼スプリングキャンプ

『わんぱくクラブ』デイキャンプ
３月１７日（水）～１９日（金）、舎人公園、千葉ポートパークなど
の公園に出かけます。
＊お子様！お孫さま！……春休みに価値ある体験を！！！ 是非、ご参

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
「AI ワクチン接種予測」で、江東区在住 55 歳、非医療関係、基礎疾患無しで調べてみた。約 5 ～ 7 か月以内。まだしばらく我慢我慢。Y.S
前にも記しましたが、そろそろ精華楼の麻婆豆腐を食べたいのですが、、もう少し我慢！ T.A
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