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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
BF/ ワイズメネット

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！

二人の Olga
山﨑

こちらからも連絡するとの応援。ありがたく話を進めていくとど
うも話が嚙み合わない。どうやら西村さんの仰る Olga さんは違

常久

う Olga さん、Olga Vozchikova さんでした。けどいいから相談
してみなよと背中を押していただいたので意を強くしてメッセン

啓蟄の候、コロナ禍がなかなか収まりませんが、

ジャーで Olga Azaryan さんに。快諾していただきました。息子

皆さんに於かれましては、しっかりと対策をしてお過ごしのこと

さんが医学部学生で長男坊と境遇も一緒、楽しみにしていると。

と存じます。平素はワイズ活動にご協力賜り、誠にありがとうご

コロナで残念ながら訪問することはかないませんでしたが落ち着

ざいます。

いたら息子同士の交流を実現させたく、楽しみを少しだけ先延ば

さて、３月は BF とメネットが強調月間となっておりますが、

しにしました。

当クラブではメネット会は数年前に解散しましたので、BF に関
してのみ綴らせていただきます（メネットの皆さん、ごめんなさ

3 月本例会

い）
。BF ＝ Brotherhood Fund の略称で、使用済み切手を集めて

とき
2021 年 3 月 27 日（土） 12：00 ～
ところ 江東ＹＭＣＡ ホワイトハウス（仮称）
開会点鐘
会長 宇田川敬司君

換金し国際役員や BF 代表の旅費に充てる基金のことであります。
古切手換金が費用対効果の面から別の方法に変わりつつあります
が、今まではそうしてきました。では BF 代表ってなに？これは

プログラム

平たく言えば親善大使みたいな存在で、他地域（例えばアジア地

会長挨拶
会長 宇田川敬司君
江東 YMCA の新しい施設「ホワイトハウス」（仮称）のお披露
目（内覧会 11:30 ～）
食事（豪華お花見弁当）
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

域からインド地域）へのミニマム３週間の親善訪問をする人を指
し、志願制で一定の条件を満たして承認されたら代表となります。
最近では豪州を訪問された小山久恵ワイズがいらっしゃいます
し、私たち江東クラブが浅草でホストをした東日本区大会の際に
ロシアからお越しになった Tatyana Likhacheva さんも記憶に新
しいです。
ここで登場するのが Olga さん。藤井さんが AP として東南ア

ハッピーバースデイ
10 日 香取良和君 22 日 安齋克茂君
結婚記念日
3 日 市﨑俊一・幸絵夫妻 23 日 菅原創・陽子夫妻

ジア区の区大会に参加されたときに私もお供したのですが、その
際に BF 代表としてマレーシアのクアラルンプールにロシアより
お越しなりました。何年かして Facebook でつながり互いの近況
も知る仲となったのですが、昨年、長男坊がロシアとトルコを旅

今月の聖句

行したいと言い出しました。聞けばモスクワとサンクトペテルブ

『サウルは答えて言った。
「わたしはイスラエルで最も小さ
い部族ベニヤミンの者ですし、そのベニヤミンでも最小の一族
の者です。
ど ん な 理 由 で わ た し に そ の よ う な こ と を 言 わ れ るのです
か。
」
』

テサムエル記 上 9 章 21 節

ルグで写真を撮りたいと。しかも一人旅。親としては心配なので
あります。そこではたと気づいたのは Olga さん。確かサンクト
ペテルブルグで医師。けど、こんな事で相談していいものだろう
か。チェンマイの西村さんに相談したところ一向に構わないし、
2 月会員数

2 月出席者
メンバー 12
21 名
メネット
内広義会員 2 名 コメット
ゲスト
ビジター
休会 0 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）

12 月出席率
アクティブファンド
ニコニコボックス
63％（12/19） 12 月まで
1178164 12 月まで
54178 会長
1 月分
0 1 月例会分
0 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

YMCA ニュース
江東コミュニティーセンター＆幼稚園
＝江東ＹＭＣＡの報告

▼ピンクシャツデー
全国ＹＭＣＡで取り組んでいる、いじめ反対キャンペーン「ピ
ンクシャツデー」が今年は２月２４日でした。江東ＹＭＣＡでは、
２４日～２６日の３日間ピンクシャツデーとして「いじめ」につ
いて考える「とき」をもちました。１階ロビーの壁面に大きな
かごを作成し、子どもから大人まで、ピンクの紙に思いを書い
てもらい壁に貼りました。かごはみんなの想いでいっぱいにな
りました。

ピンクシャツデー

演会を江東コミュニティー委員会で企画・実施致しました。

▼２０２１年度コミュニティープログラム新規募集
サッカークラブ、体操クラス（ダンボ）、リトミッククラス、ピア
ノクラスの新年度の新規募集がスタートしました。継続者が多
いので募集枠が少なく大変申し訳ございませんが、お早めのお
申込みをお願い致します。

▼ソシアスフォーラム＆日本ＹＭＣＡ大会
教諭、スタッフのみんなで参加しました。広くコミュニティー
活動やＹＭＣＡ活動に触れ、日常を考えるきっかけとなりまし
た。

江東センター＆幼稚園の予定

▼江東ＹＭＣＡ幼稚園 年長組お別れ遠足：３月６日（土）
▼第５２回ワイズサッカー大会：３月７日（日）
▼江東ＹＭＣＡ幼稚園 終了式：３月１２日（金）
▼江東ＹＭＣＡ幼稚園 卒園式：３月１３日（土）
▼スプリングデイキャンプ 『わんぱくクラブ』
３月１７日（水）～１９日（金）、葛西臨海公園、舎人公園、
千葉ポートパークに公園に出かけます。
▼東 日本ＹＭＣＡサッカー大会：３月２６日（金） ～２８日
（日）・・・中止
▼コミュニティープログラム開始：４月１日（木）
▼江東ＹＭＣＡ幼稚園 始園式：４月９日（金）
▼江東ＹＭＣＡ幼稚園 入園式：４月１０日（土）

▼サッカー講演会
２月２０日（土）
１８：００～１９：３０ オンラインで行いました。
「夢に向かって」というメッセージを子どもたちへ、元全日本
代表の播戸竜二氏をお招きしお話していただきました。サッ
カークラブメンバー、ＯＢＯＧ、保護者…56 名が参加してくれ
ました。コロナ禍で外出できない、サッカーの練習ができない、
学校でサッカーができ
ない…… などの不 自
由な生活を送っている
中、少しでも夢をもっ
てサッカーと共に歩ん
でくれたらと願い、講
今後の予定

（2021 年 3 月～ 2021 年 4 月）

3 月 19 日（金）
3 月 25 日（木）
3 月 27 日（土）
3 月 28 日（日）

江東ワイズ

4 月 1 日（木） 第 1 例会
4 月 15 日（木） 本例会
4 月 22 日（木） 役員会
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。

臨時役員会
役員会
本例会 ホワイトハウスお披露目
関東東部ＥＭＣを考える集い ＺＯＯＭ開催

2021 年 2 月

本例会議事録

江東ワイズ

2021 年 2 月 18 日（木）ＺＯＯＭ使用にて開催 19：00 ～
１．今後の予定、例会に関して
 台中クラブとの ZOOM 例会を検討する。藤井さんに仲介を
要請。
２．昨年春に引き続きコロナ禍で支援を必要としているリーダー
を応援する
草分さんにリーダーの困窮度を確認してもらう。支援方法、
金額などさらに要検討。資金は前回の残額をまず使用。
 サ ッカー講演会（10 万円）も支援→江東クラブから不足分
を支援→１万円
３．次期クラブ役員人事に関して
次期会長は島田さん
役員は島田さんに一任
４．その他
・ミャンマーのクラブのホスト「興味があるがミャンマーの現
状を考えて詳しい情報を欲しい」と打診。
・３月例会をどうするか？（台中 zoom は間に合わない）
園
 庭で花見はどうか。3 月下旬。3/27（土）あるいは 3/28（日）
が候補。

2021 年 2 月

役員会議事録

2021 年 2 月 25 日（木）ＺＯＯＭ使用にて開催 19：00 ～
１．今後の予定、例会に関して
３月第１例会はハイブリット？ → 緊急事態宣言解除なけ
れば ZOOM 開催
３月本例会 3/28 園庭花見例会 → 3 月第 1 例会で協議
の上決定
２．台中クラブとの ZOOM 例会について
相応の準備期間を要すると思われるため急がず先方と打ち合
わせをする。
３．その他
・ミャンマー新クラブ立ち上げのスポンサークラブに立候補す
る件に関し、ミャンマーの国内情勢を見極め中。時間を要す
る模様。
・東日本区への各種献金。献金の内容などを来期以降は事前に
例会で協議する。
・メンバー以外のクラブ関係者（入会推奨者、OB など）にも
ブリテンを送る。
・3/28 関東東部 EMC を考える会、江東にも多数の参加要請あ
り。 ［出席者］宇田川、藤井、酒向、島田、大原、山崎、鈴木、本間、相川

［参加者］宇田川、小松、酒向、駿河、草分、山崎、大原、島田、本間、鈴木、相川

編・集・後・記

春うらら、息子と散歩。同じ距離を歩いたはずなのに歩数計は吾輩がはるかに多い。足の長さの差か！？
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