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今月の強調テーマ
＜ワイズ理解／
ファミリーファスト＞

「空腹を知ろう 味わおう
そして捧げよう」
香取良和

この言葉は 1988 年、江東ク
ラブより全国へ発せられた。
飽食の現代、実は飢えと栄養
失調に苦しんでいる世界の十億以上の人々の上に置かれ
ていることを思うべきではないか。
1967 年〜 1971 年、ヒューマン・クライシス「人類の
危機」の研究の結果、1970 年コペンハーゲンで行われ
た第四十六回世界大会で、ワイズの新しい事業、国際活
動として「奉仕は愛を込めて」の国際標語もとにスター
トしたのが CS「コミニティーサービス」です。
「あなたの町にワイズの風を」の風と共に「ファミリー
ファスト」を提唱し CS のプログラムに加え全国のワイ
ズに一食を抜き、空腹を味わい、その費用を世界の恵ま
れない子供たちの為に捧げよう。
このプログラムは、1987 年日本区の CS 事業主任に就
任した、藤井寛敏君が立ち上げた事業である。
世界中、どこの国の子供たちにも、同じ明るい未来が
あるべきです。しかし、現実には豊かな日本で生活して
いる私達の想像を遥かに超えた過酷な状況下で、明日に
対して何一つ希望を持てない子供たちが、この地球上に
はたくさんいます。
私達ワイズは、この子供たちに自分の子供達たちと同
じ希望と夢そして勇気をもってもらいたい。
ワイズファミリー全体で、この子供たちの目がキラキ
ラした素晴らしい目に変るよういのりながら、手を差し
伸べたいと思います。
コロナ禍でもできる、改めて「ファミリーファスト」
我が家族でもゆっくり話し合います。

10 月会員数
21 名

10 月出席者
メンバー
11 名

内広義会員 2 名

ゲスト

休会 0 名

2名

10 月出席率
58％（11/19）

とき
ところ
会費
受付
司会

11 月本例会（ユース例会）

2021 年 11 月 18 日（木） 19：00 ～
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ＺＯＯＭ併用ハイブリッド
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今月の聖句

『人は言う。
「神に従う人は必ず実を結ぶ。神はいます。
神はこの地を裁かれる。
』

詩編 58 篇 12 節
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直前会長
連絡主事

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

今年も到着！ 北海道じゃがいも

毎年秋の味覚が届く幸せ。味覚を共有できる幸せ。プレゼント

今年秋の便りを聞くころからやっと感染が収束方向に転じ、この

できる幸せ。。。

タイミングを待ち焦がれていたＹＭＣＡスタッフ、幼稚園の先生

遠路はるばる北海道の大地から真心こもった農産品数百箱をお

方が元通りとまではいかなくても何とかバザーを開催したいと

迎えする、江東 YMCA/ 江東ワイズコラボ by 十勝ワイズのこの

様々な調整をされ実施されたのが今回の「ワクワク江東祭り」で

名物行事！！私は大好きです。

す。その中で何か新しい催しをと企画されたのが「江東マルシェ」

実際にお顔を拝見できる十勝ワイズメンズクラブの皆様が丹精

です。十勝クラブから送られたジャガイモ、カボチャ、玉ねぎ、

込めて生産いただいたお野菜を購入させていただくことで（これ

幼稚園の竜彦先生のお友達が経営される農場から届けられた新鮮

ぞ直売）、またこの収益が、北海道から遠く離れた東京江東石島

なカブ、ほうれん草、水菜がロビーに並びました。初めての試み

の幼稚園のこどもたちやここに集うみなさんの笑顔になるための

の為、売る方も買う方も其々動きがぎこちないところも有りまし

プログラム（コミュニティ活動）の支えになるというウルトラスー

たが、楽しいマルシェ初体験でした。コロナが収束してきている

パーウィンウィンの関係性を毎年実感するものであります。十勝

ものの、未だ感染の再拡大も懸念されるため最大限の感染対策を

ワイズメンズクラブクラブの皆様に心よりの感謝を申し上げま

施し、参加者は在園の園児と家族のみ、しかも 4 つのグループ

す。どうか今後ともよろしくお願い致します。（大原真之介）

に分けて時間差をつけた開催となった為コロナ以前のような活気
までは取り戻せませんでしたが、アフターコロナを見据えた素敵

「江東マルシェ」開催

な催しとなりました。

（相川達男）

参加者：柳澤、島田、駿河、草分、山崎、大原、酒向、高橋、相川

台中コネクション
袖擦り合うも多生の縁とは
申しますが、これが IBC の台
中絡みとなりますと、いった
い前世はどんな縁だったんだ
ろう？もしや前世は倭寇？な
どと考えてしまいます。そん

コロナウィルスの攻撃を受ける以前は毎年 11 月になると恒例

な縁で知り合ったうら若き才

の江東ＹＭＣＡのバザーが当たり前のように開催され、ごった返

媛、蔡アイリちゃんと木場公

す園庭でヤキトリの煙を浴び、腰を摩りながらもお父さん、お母

園のドッグランで邂逅しまし

さんと嬉しそうに過ごす幼稚園の子供達の姿に私達も力を与えら

た。柴犬を飼っていてたまに遊びに来るとのこと。再会を喜び、

れていました。

世話になったお礼がまだであったことを思い出し、急遽、相川さ

コロナウィルスが蔓延してからＹＭＣＡや幼稚園のほとんどの

んと二人でお礼寿司会を築地寿司清本店で。元気そうな様子、何

行事が中止や規模の縮小を余儀なくされてきました。その様な中、

2021 年 10 月

よりでした。

本例会報告

2021 年 10 月

2021 年 10 月 21 日（木）19：00 ～ＹＭＣＡ江東センターＺＯＯＭ併用開催
９月の本例会はリアル参加を基本としたＺＯＯＭ併用ハイブリッド開催となりま
した。未だコロナ禍という事も有り参加者は限られましたが、久しぶりの講師例
会となり、少し緊張したような気の引き締まる例会となりました。
講師
江東ＹＭＣＡスタッフの軍司純江さん。
東京パラリンピック 大会ボランティアを体験して
大会期間中 2 週間にわたる泊まり込みのボランティアの体験をお話しいただきま
した。
参加者
ＺＯＯＭ

（山﨑常久）

役員会議事録

2021 年 10 月 28 日（木）19：00 ～ＹＭＣＡ江東センターＺＯＯＭ併用開催

１．今後の予定について
11 月本例会 ユース例会
ＹＶＬＦ参加者 2 名、お楽しみ保育参加者 1 名に報告発表をお願いする。コロナ
禍につき食事は無し。リーダーには食事の代わりにスタバカードを配布。発表者
への記念品はお菓子を用意。会場設営に関して寺尾さんの応援を要請。
12 月クリスマス例会を想定しアンフェリシオンを予約 12/11（土）
コロナの状況に合わせ、ＺＯＯＭも想定する。
1 月新年例会を見据えて、臙路師匠のスケジュールを寺尾さんに確認頂く。

江東センター
島田、酒向、草分、山崎
藤井、本間、高橋、大原、鈴木、相川

２．11/7 江東マルシェに関して
4 回に分けて開催。ワイズは野菜販売を手伝う。当日参加者をＭＬで募る。

３．ナイトフォーラム（11/21）に関して
酒向、本間、相川で対応。
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チャリティウォーク特集

チーム「クロワッサン」

チーム「デニッシュ」

結果は499位！

チーム「メロンパン」

一年ぶりに赤坂から
自宅まで

相川達男

去年に引き続き 2 回目のチャリティー

酒向裕司

ウォークの参加となりました。個人的には

チャリティウォークが始まって、通勤時

1 日 8000 歩を目標に頑張ったつもりです

は普段通り 1 万歩程度あるいていたのですが、テレワークもあ

が、結果は全体の 499 位と不本意な結果に終わりました。コロ

り最下位付近をうろうろ。このままではまずい！と思って、一年

ナに関係なく来年も有ればまた参加します。

ぶりに赤坂から自宅まで歩くことにしました。赤坂から新橋を抜

食欲の秋には、負け

けて築地の地市場跡地と浜離宮の間を抜けてオリンピック村へ。

本間 剛

昨年はオリンピック延期でほとんど人はいなくて廃墟のようでし

スタート日は、ゴルフで 2 万歩程と順調

たが今年も同じ！。再利用が進んでいないようでもったいないな

だったものの、2 日目以降の歩数の貢献度

～と思いながら帰宅しました。結局そのあとはあまり歩数を稼げ

は程々でした。チャリラン中も、コロナ禍

ずにあまり貢献できませんでした。来年こそは。
。
。

つきあってやったぜ

を機にルーティンとなった朝の犬の散歩５～６㎞は継続。軽い筋
トレと併せてこの一年半で体重は 9kg ほど減。引き続き、確実

山﨑

に効いてます。食欲の秋には、負けつつありますが、、、

福（ボストンテリア 5 歳）

ウチの父ちゃんは歩かない。隣の木場公

今年はアプリを封印

園に行くのも車のぐうたらだ。そんな父ちゃ

宇田川敬司

んにチャリティウォークのオファーが来た。

昨年は、初のアプリでの歩数競争で熱く

当然、パス。仕方ないから母ちゃん出動。けど、母ちゃんにも散

なってしまったので、今年はアプリを封印

歩の習慣は無い。仕方ないからオイラがひと肌脱いで母ちゃんを

して、最終日に歩数をアップデートしまし

散歩に連れ出してやった。木場公園だけじゃ足りないから大横

た。グループランキング６位！皆様お疲れさまでした。

川、仙台堀川、小名木川の川沿いを引っ張りまわしてやった。人

試行錯誤の毎日

間の親を持つと大変だぜ。写真は散歩の当然の報酬として失敬し
てやった文明堂のカステラ。見つかって取り上げられちゃったけ

大原真之介

どケチケチすんなってんだ。

昨年に引き続き 2 年連続このプログラム

デニッシュチーム7位

に参加させていただきました。楽しくも、

高橋由起江

若干プレッシャーと責任感を感じる期間中
はいつもだったら歩かない移動を歩いてみたり、家から 50m 程

今年もチャリティーウォークに参加させ

のコンビニにまでを遠回りして 30 分ぐらいかけて歩いたり、小

ていただきました。期間中は普段よりも意

刻みに動いてみたりどうやったら歩数稼げるかなぁと試行錯誤の

識して歩いたり運動したりしました。私の

毎日でした？うわー一トップの方１日１. ５万歩ってどーやって

所属していたデニッシュチームは 7 位になることができました！

歩くんだー焦焦など。などさまざまな感情を抱かせていただき楽

みんなで集まったイベントなどには参加できなかったのですが、

しんだ 10 日間でした。

毎日変わっていくランキングを見たりみんなの写真などを見て私
も楽しく参加できました！

大会関係の皆様本当にありがとうございました。
４．その他

新年例会、燕路師匠のスケジュール確認を寺尾さんに依頼。

２．11/7 江東マルシェに関して

年内に江東ワイズのゴルフを少人数で開催したい。取りあえず平日開催の予定。

参加者確認。追って、草分館長よりシフト調整をお願いする。

出席者）島田、酒向、山崎、草分、駿河、大原、相川

2021 年 11 月

３．ナイトフォーラム（11/21）

第 1 例会議事録

2021 年 11 月４日（木） ＹＭＣＡ江東センター
19：00 ～

江東メンバーの参加要請（メンバー以外も）酒向、本間、相川で対応

４．クラブ内ゴルフ会に関して

ＺＯＯＭ併用ハイブリッド

島田会長の仕切りで平日 1 ～ 2 組程度で開催。小松さんのお疲れ会は別途設定。

５．その他

１．今後の予定について

12 月 4 日 ( 土 ) ワイズガーデン 種まき、球根植え 9：30 ～
・クラブ記念品 菅原硝子さんに島田会長が発注
・東陽町クリスマスオープンハウス 本年は小規模開催。うどん・そばは中止。
・むかでクラブの質問 前回の在京新年会を中止とした判断基準などを教えてほ
しい。島田会長が鈴木さんに確認の上、むかでクラブ宛回答する事とする。
・相川よりアスパラ収支報告 益金を一般会計へ入金（園に一時預ける）

11 月本例会 ユース例会
リーダーリアル参加者は発表者 2 名、発表者もう 1 名と他はＺＯＯＭ参加の予定。
島田会長より大澤関東東部部長に案内。会場設営寺尾さんに協力要請し了承頂く。
リーダーへのスタバカード、お菓子は相川手配。12 月、1 月例会に関して
クリスマス例会→ 12/11（土）アンフェリシオン予約。万が一キャンセルの場合
寺尾さんと再度打ち合わせ。

出席）島田 駿河 草分 酒向 大原 相川 ＺＯＯＭ）藤井 宇田川 山崎 鈴木 寺尾
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YMCA ニュース

間、各自歩いた歩数をカウントし、チームの平均歩数を競いました。
江東センター＆幼稚園からは３チーム（メロンパンチーム・クロワッ
サンチーム・デニッシュチーム：園児、保護者からチーム名を集め
厳選な抽選の結果から名前が決定しました）・６０名をエントリー
致しました。江東ワイズからは１１名が３チームに分かれてエント
リーいたしました。事前の木場公園でのウォーキング + 園庭での
結団式！を実施しました。そして終了後の木場公園でのクールダウ
ン + 園庭での表彰式を１１月下旬に予定しています。江東 YMCA
に連なりエントリーをしてくださった方々とよき交わりと関係を強
くすることができました。オール東では４８チーム、６９９人のエン
トリーがありました。約４４０万円の益金を障がい児・者のプログ
ラムに寄付することができました。江東 YMCA からエントリーし
たチームは、総合で１１、１４、１５位という好成績でした。

運動会

また、個人エントリーでは、３月に卒園した保護者４名が表彰され

江東センター＆幼稚園

ました。おめでとうございます。そして頑張り様でした。

募金

秋の実りキャンペーンを９月～１０月に実施しました。

10 月 24 日（日）
、運動会を江東区立千石グランドで行いました。

５９，
６０１円の募金がありました。

（例年お借りしている扇橋小学校は学校公開を予定していました

今回はバングラデシュとミャンマーが始めた人道支援に対して、皆

のでお借りすることを控えました）

様の募金を送金いたします。ありがとうございました。

新型コロナウイルス感染拡大防止策として、家族の応援人数の制限、
午前中のみの開催とし、食事の時間もなくしました。大きなけが

江東センター＆幼稚園の予定

や事故なく無事に終了することができました。

第二アドヴェント：１１月２４日（水）

お芋ほり遠足

１０月２８日（木）
、年少さんから年長さんのみなさんで、千葉県

こどもクリスマス会：１２月５日（土）

山武市にある有野実園にお芋ほり遠足に行ってきました。１０月下

幼稚園修了式：１２月１５日（水）

旬という時期でしたが、快晴で風もなく、汗をかくぐらい暖かな

わんぱくクラブ（デイキャンプ）
：１２月２２日（水）～２４日（金）

気候でした。サツマイモをたくさん収穫することができました。

対象は幼児
＊お子様！お孫さま！・・・・・冬休みに価値ある体験を！！！ 是非、

入園考査

ご参加ください。

１１月１日（月）
、２０２１年度入園考査が行われました。

コミュニティーセンター

今後の予定 （2021 年 11 ～ 12 月）
11 月 13 日（土） 木場公園 ワイズガーデン
11 月 18 日（木） 本例会 ユース例会
11 月 21 日（日） ナ
 イトフォーラム 20 時～
ＺＯＯＭ
開催
11 月 25 日（木） 役員会
12 月 2 日（木） 第 1 例会
12 月 11 日（土） クリスマス例会
今後の予定ですが、コロナ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。

じゃがいも搬入！＆販売！

毎年恒例のじゃがいもの搬入が１０月２７日に行われました。江東
区社会福祉協議会の方々、サッカークラス保護者の方々にお手伝
いをいただき無事に約９００箱個をトレーラーのコンテナから降ろ
すことができました。当日は元ワイズメンの太田さんが顔を出して
くれました。江東ワイズからは山﨑さん、大原さんが一緒に汗をか
いてくださいました。

第 35 回東京ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーラン

今年はスマホアプリを使い１０月２３日（土）～３１日（日）の９日

編・集・後・記
コロナ、このまま収まって、はやくマスクの要らない日常に戻らないかな。T.Y
数日前、所用で虎の門へ。地下鉄の駅から地上に出た先の植え込みに「ヘビに注意」の看板。夕方には同じ場所で超高層ビルの間に羽
ばたく「コウモリ」を発見。都会のど真ん中で野生動物の何とたくましい事でしょう。人間もコロナなどに負けずに頑張らねばと根拠
の無いプチポジティブ思考。T.A
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