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ワイズメンよ ! 今一人一人考え、
出来ることを実行しよう !
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“Y’s Men with the World”「世界とともにワイズメン」


国際会長 キム・サンチェ（韓国）


アジア太平洋地域会長 大野 勉（神戸ポート）
「100 年を越えて変革しよう」
東日本区理事 大久保知宏
（宇都宮）
「私たちは次の世代のために何ができるか？」
今月の強調テーマ
「私の地域から世界に広げよう青少年を支えるワイズの輪・和・ワッ！」
キックオフ、ＹＭＣＡサービス、 
関東東部部長 大澤和子 ( 所沢 )
ＡＳＦ、ＲＢＭ

東京江東クラブ会長

嶋田

徹

今期の抱負
島田

7 月総会 （担当：役員会）

徹

約 20 年ぶりに会長を引き受けました。この新
型コロナ禍に三密をさけながら、どのように江東
ワイズを運営していくか、考えがまとまりません。

日時
ところ
受付

7 月 15 日（木） 19 時～ 20 時 30 分
江東ＹＭＣＡ３０３号室・ＺＯＯＭ
会計 高橋 由起江さん

何しろメンバーが集まって、実質会議であるアフター飲み会が禁止

プログラム

されている現在、素面で建設的な意見が出るとは思えません。
前期と同様我慢の 1 年になるのかなあと心配する気持ちが前面に
出てしまっています。例会に関しては、企画してまいりますが、状
況により是々非々で柔軟に対処するつもりです。
さて江東ワイズも他のクラブと同様高齢化が進んでいます。近年
若手が入会し、このクラブの中心を担って支えてくれていますが、
IT に疎いメンバーには、ZOOM 会議は敷居が高く、例会の参加者
がかなり固定化しているため、ここを何とかしなければいけません。
幸いにも IT の得意なメンバーのもおりますので、ZOOM とリアル
による全員参加例会を何とか実施したいと思います。また当クラブ
のアウトドアー派が、何度か密を防ぐ好企画を提案しました。残念
ながら中止にはなりましたが、館外例会はコロナの最良の対策と考
えます。万全な対策の上、皆で汗を流しましょう。企画倒れになら
ないように各役員、各委員長よろしくお願いいたします。
それから今期最重要プロジェクトの件です。園庭のモミの木をど
うするかです。先日業者を呼び見ていただいたところ、完全に枯れ
ているようで、危険な状態なようです。しかし根の深さと園庭表面
のコンクリの状態は調査するにしても大変な費用及び時間がかかる
ということなのでワイズの決定だけでは進めるわけにはいきません。

司会
大原 真之介君
開会点鐘
会長 宇田川 敬司君
ワイズソング・ワイズの信条
酒向 裕司君
会長挨拶
会長 宇田川 敬司君
総会議事（1） 議長選出
司会 大原 真之介君
・前年度事業報告・発表・承認
会長 宇田川 敬司君
・前年度決算報告・審議・承認
会計 島田 徹君
役員就任式
司式 藤井 寛敏君
総会議事（2） 議長選出
司会 相川 達男君
・新会長方針・事業計画発表 承認
新会長 島田 徹君
・新年度予算発表・審議・承認
新会計 高橋 由起江さん
・新年度ＡＢＣ委員長・事業計画発表・承認

新Ａ委員長 本間 剛君

新Ｂ委員長 鈴木 雅博君

新Ｃ委員長 藤井 寛敏君
総会終了
スマイル・結婚記念日・各種報告
閉会点鐘
新会長 島田 徹君
今月のハッピーバースデー

寺尾紀昭君（１９日） 島田徹君（25 日）
結婚記念日
該当なし

具体的にはプロジェクトチームにて幼稚園や東京 YMCA とのすり
合わせが必要になりそうです。
最後に、メンバーの増強を考えていくには、幼稚園の協力を得な
がら、園児や親を土俵に乗せて、同じ方向性を持つことが大切です。
一人でも仲間を増やすため楽しい企画を行いたいと思いますので、
皆さんご協力お願いいたします。
6 月会員数
21 名
内広義会員 2 名
休会 0 名

6 月出席者
メンバー 12 名

6 月出席率
63％（12/19）

6 月出席率
5 月まで
1178164
6 月分
0

残高

1178164
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今月の聖句

『そのように、あなたがたの光を人々の前に輝かしなさ
い。人々が、あなたがたの立派な行いを見て、あなたがた
の天の父をあがめるようになるためである。
』
マタイによる福音書 ５章 1 ６節
ニコニコボックス
5 月まで
54178
6 月例会分
0
6 月その他
0
累計

54178

会長
副会長
会計
書記
直前会長
連絡主事

クラブ役員
島田徹
大原真之介 / 駿河幸子
高橋由起江
相川達男
宇田川敬司
草分俊一

継続は力なり！まだまだ続投！
書記 相川達男
2021 ～ 2022 島 田 年 度 の 書 記
を拝命いたしました相川です。今期
で４期続投の書記でございます。円
滑なクラブ運営を成すために微力な
がら尽くしてまいりたいと考えてお
りますが、何分にもクラブの活動を
活気あるものとするのは其々のメン
バーの力が発揮されることに尽きる
と思います。コロナの影響もあり昨
今の江東クラブは思うような活動が出来ず元気の無い状況
でありますが、皆さんの積極的なクラブ参加をお願いいた
します。

役員抱負
「副会長の役割とは？」
副会長 駿河幸子
島田会長よりお声掛けいただき、
今年度副会長を務めさせて頂くこと
になりました。
久しぶりのお役、そして「副会
長の役割とは？」と正直なところ、
不安な気持ちでおります。けれども
とっても心強いのは、頼りになる相
棒、大原真之介さんが一緒というこ
とです。
大原さんに色々教えて頂きながら、島田会長をお支え
出来たらと願っております。一年間宜しくお願い申し上げ
ます。

心強いパートナーとともに
会計 高橋ゆきえ
ワイズに入り 1 年はコロナでな
かなか活動も出来ず、まだ慣れない
ことも沢山ありますが、このたび会
計を勤めさせていただくことになり
ました。今回 1 人ではなく酒向さん
と一緒に、2 人でやらせていただく
ことになりました。とても心強いパー
トナーがいてくださるので、迷惑を
かけないようにしっかりとやってい
きたいと思います。勉強しながら、先輩の皆様にもご指導
していただきながら頑張りたいと思います。
よろしくお願いします。

人・心の繋がりの分断を生まないために
副会長 大原真之介
東京江東ワイズメンズクラブ新
年度、副会長の役職を拝命いただき
ましたこと、心より感謝申し上げま
す。
まだまだ、落ち着かない状況で
はありますが、今改めて思うことは
YMCA の掲げる理念「見つかる・つ
ながる・よくなっていく」特に ” つ
ながる ” の言葉が、個人的には今年
ワイズの活動を展開していく上で最も強く心にひっかかっ
ております。
今まで通りではやれないことが増えた事実は受け止め、
人・心の繋がりの分断を生まないようどうアクションして
いくか自分なりに真剣に考え行動したく思います。何より、
微力ながら島田新会長の想いに同調しアシスト＆サポート
させていただきたく思います。どうかよろしくお願い致し
ます。

形式に囚われることなく
A 委員長 本間 剛
今期は、ABC の委員会の壁を取っ
払って事業運営する予定で進めてお
りましたが、時期尚早？とのことで、
旧来通りの委員会にてクラブの事業
を運営することとなりました。とは
いえ、世間同様、昨年からの引き続
きのコロナ禍での活動を余儀なくさ
れており、手探りでのクラブ運営、
事業運営を島田新年度も進めていく
ことになります。皆様からの忌憚のないご意見を頂きなが
ら、“EMC” などを主軸の事業として、これまでの常識、形
式に囚われることなく活動を進めていければと思っており
ます。一年間、宜しくお願いいたします。
鈴木雅博 B 委員長・・・・次号掲載予定

新たなワイズ年度スタート！
直前会長 宇田川敬司
昨年、会長を勤めさせていただき
ましたが、コロナの大きな壁に阻ま
れ、満足のいく活動ができない一年
でした。今期は直前会長というポジ
ションで島田会長を支えつつ、私自
身ワイズで何が出来るのかを模索す

是非realな交流を
C 委員会委員長 藤井寛敏
担当の IBC,DBC, はワイズの楽し
さの一つです。前期は zoom で多少
の交流をしましたが今季は是非 real
な交流を実現したいと思います。

る一年としようと思っております。

2

東日本区大会に参加して
宇田川敬司
ワイズメンズクラブ一年最後の大きなイベントである、東日本区大会

が甲府で開催されました。

例年ですと、多くのワイズメンが一堂に集

うイベントですが、このコロナ禍でリアル＆ＺＯＯＭでのハイブリッド

開催でした。私もＺＯＯＭにて参加をさせて頂きました。甲府の素晴ら
しい風景や観光地を題材にＰＶを作成や、前代未聞のＺＯＯＭ開催でホ

ストクラブの甲府２１クラブの皆様も大変なことも多くあったのではと
お察しいたします。

この大会の中で、江東幼稚園の保護者の

皆様にお力添えを頂いている、ロールバッ
クマラリアの事業で貢献賞１位を頂くこ

とが出来ました。多くの保護者の方に、
この事業をご理解頂き、ご協力いただけ
ている結果だと思っております。ありが
とうございます。

又、江東に集うリーダー達の成果を発

表する、ユース例会の開催にユース事業、
ＹＩＡ特別賞を頂きました。今後も江東

センター・幼稚園の保護者の皆様・リー
ダーそして、ワイズメン皆で良い、集い
の場を作れればと思っております。

東京江東ワイズ

2021 年 7 月

第１例会議事録

2021 年 7 月 1 日（木）
ＹＭＣＡ江東センター ＺＯＯＭ併用開催

東京江東ワイズ

山崎、草分、駿河、相川

役員会議事録

2021 年 6 月 24 日（木）
江東センターとＺＯＯＭのハイブリッド開催

19：00 ～

１．決算案、予算案
決算案、予算案ともに島田会計より各箇所の修正が成された
ものが提示された。
未だ数値が確定できない部分が若干残るが７月本例会までに
微修正いただき、山崎直前会長に監査をお願いする。
２．総会に向けて ３０３号室使用にてＺＯＯＭ併用ハイブリッ
ド開催
総会、交代式プログラムの確認。
３．その他
新年度ＺＯＯＭ担当
酒向さんに続投をお願いする。
プルタブ…東雲と協業、江東ワイズの事業として継続。集め
たプルタブ資金にワイズで不足金を補てんし、年１台ペース
で車椅子を寄贈してはどうかとの案有り。
も みの木…上部切り倒しは 5 ～ 8 万円で可能。もみの木の
跡地に同種の木を植えるのはあまり良くない。等の報告があ
り、今後要検討。
出席者

2021 年６月

19：00 ～

議題
１．
７月例会に関して
緊急事態宣言が明け蔓延防止になったが、７月例会の開催形
式はどうするか？
第 １例会（7/1）
、本例会（キックオフ・引継ぎ式、7/15）
ともにハイブリッド
    役員会は 7/29
２．決算案、予算案
2020 年 7 月時点の繰越金について、第一例会までに見直す。
３．ブリテン編集費について
西澤さんより減額分はもみのきプロジェクトに使ってほしい
との事。承認。決算書に寄付と分かるように記載する。
４．その他、今後の予定
暑気払いについてはしばらく様子見。
納会については現状蔓延防止となっているので中止。
今後、ゴルフやマレットゴルフなど皆が集まれるイベントを
考える。
８月本例会（納涼例会）の日程は、
コロナの状況をみて決める。

ＺＯＯＭ 大原、島田、酒向、本間、高橋

参加者
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宇田川、大原、草分、酒向、島田、高橋、山崎

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

▼江東ＹＭＣＡ幼稚園の日常

・プール設置
６月５日（土）に予定していた「プール設置」
でしたが、緊急事態宣言発出中に伴い延
期していました。２１日より緊急事態宣言
からまん延防止等重点措置に切り替わりま
したので、２６日の土曜日に延期していた
プール設置を実施しました。昨年度はプー
ル設置を中止しましたので２年ぶりの行事
となりました。本来なら江東ワイズのみなさ
まには恒例の「焼き鳥」をサービスしていただきたかったのですが
感染拡大防止のためこちらの方は中止とさせていただきました。大
変残念ですが、楽しみを次年度へ持ち越したいとお思います。次年
度、よろしくお願い致します。

▼江東コミュニティー活動

・フードパントリー
東陽町コミュニティーセンターの紹介によりフードパントリー
の受け渡し場所として江東ＹＭＣＡが４月にエントリーしました。次
回は７月に行います。今回から江東ＹＭＣＡでも日用雑貨、食材等
を募集いたします。７月１５日（木）まで、寄付を募集いたします。
コロナ渦で生活に困窮している家族に少しでも寄り添うことができ
ればと願っております。是非、ご協力をお願い致します。

▼フードパントリー（食品の無料配布）
【日 程】７月２２日
【場 所】東陽町センター・江東センター・（江東区内 9 か所の子
ども食堂と協力）
▼国際協力一斉街頭募金
【日 程】９月２５日
【場 所】新宿駅周辺
▼第３５回インターナショナル・チャリティーラン
【日 程】個人の部
１０月１６日（土）～２２日（金） ７日間
チームの部 １０月２３日（土）～３１日（日） ９日間
【開催方法】オンラインにて スマホアプリ「RenoBody」を使用し
て歩く大会として開催いたします。

江東センター＆幼稚園 予定

▼ 終了式：７月１７日（土）
▼ 夏休み：７月１９日（月）～
▼ 夏季保育：８月２３日（月）～
▼ 始園式：９月 １日（水）
▼ お楽しみ保育：９月６日（月）～８日（水） （山中湖センター）
▼ 館内・館外ワーク：９月１１日（土）
▼ キャンプ
◎山中小学生キャンプ：７月２７日（火）～３０日（金） 山中湖セ
ンター
◎わんぱくクラブ：年中から年長：８月５日（木）～７日（土） デ
イキャンプ
◎プールデイキャンプ：年中から年長：８月１１日（水）～１２日（木）
江東センター
◎どろんこキャンプ：８月１５日（日）～１７日（火）
国立信州高遠青少年自然の家
サッカー大会
◎サッカー大会『全国ＹＭＣＡ大会』
：８月２０日（金）～２２日（日）
静岡県御殿場市時の栖

オール東京の報告

▼２０２０年７月に起きた熊本豪雨災害の被災者支援募金は、３月
末までに９５０，
９２８円が寄せられました。熊本ＹＭＣＡと全国ＹＭ
ＣＡが協力して行っている被災者支援活動のために用いります。ま
た、コロナの影響を受ける青少年支援募金は、３月末までに２，
７９９，
５８３円が寄せられました。コロナ禍により困難な状況にある
留学生、ユース、子どもたちを支援する活動のために用いります。

今後の予定

オール東京の予定

（2021 年 7 ～ 8 月）

7 月 15 日
（木） キックオフ、
クラブ総会
（ハイブリッド開催）
7 月 29 日（木） 役員会（開催方法未定）

▼「長崎原爆被災写真」パネル展
【日 程】７月７日～１６日
【場 所】東陽町センター
▼講演会「思春期の課題と支援 ～性と人権を中心に」
講師：齋藤梓氏（公認心理士）（東京ＹＭＣＡ高等学院主催）
【日 程】７月１０日
【開催方法】オンライン

８月例会に関してはコロナ、オリンピックの状況を見て再度
決定いたします。
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。

編・集・後・記
又しても緊急事態宣言ってバカじゃないの？感染者数が増えてると言っても内容が全然、違うのに。T.Y
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