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今月の強調テーマ
＜ IBC ／ DBC ＞

2022 年に向けて
島田

2022 年１月新年例会

徹

江東ワイズＺＯＯＭ新年会！！

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
昨年は新型コロナ禍の影響で前期同様
ハイブリッド例会中心でしたが、なぜか
急激な感染者の減少により無事に 12 月クリスマス例会ができた
ことは大変幸運だったかもしれません。やはりお互い元気な姿
で集まれば、楽しいですし、安心もします。このままの状態が
続けば例年通りの予定通りの例会やイベントがが開催できるの
ですが今後どうなりますでしょうか？
さて期首に「今一人ひとり考え出来ることを実行しよう」と
スタートしましたが、それは、新型コロナ禍がそんなに簡単に
は収まらないだろうと思って、例会に集まれなくても各人が
YMCA をサポートしコロナが収まった時に各人のアイデアや実
行力を行使することにより充実したクラブライフにつながると
思ったからです。そのためのハイブリッドや、リモートによる
例会にはなんとか参加してほしいと思っています。そのためリ
モート会議の出席がよくわからないというメンバーには、頼り
になる若手がおりますので遠慮なく申し出てほしいと思います。
それから後期に向けてメンバー増強のためのアイデアを考え
て行きましょう。当クラブは他クラブより、YMCA 幼稚園の
OB や父兄と大変近い関係にあるといえます。
また草分館長や駿河園長のご努力のおかげで園児や父兄を巻
き込んだイベントもこれまで数多く行ってきています。昨年暮
れのチューリップの植え込み会には、熱心なご父兄もいました
ので、興味がありそうな父兄には名刺代わりのワイズ紹介カー
ドを数枚ですがお渡ししました。
冗談ですが「勧誘ですか？」と防衛とまではいきませんが、
距離を置かれた雰囲気は感じました。
それでも SDGS ではないですが、いくつかの目標の中の、ジェ
ンダー平等？といえるかどうか間違っているかもしれませんが、
男性だけではなく、女性の入会も入りやすくする施策を検討し
ていきたいと思います。
12 月会員数
21 名
内広義会員 2 名
休会 0 名

12 月出席者
メンバー
14 名
メネット
1
コメット
2
ゲスト
20

12 月出席率
73％（14/19）

とき
2022 年 1 月 15 日（土） 18：00 ～
ところ ＺＯＯＭオンライン開催
特設会場 亀戸アンフェリシオン

プログラム

18：00
開会点鐘
会長挨拶・ゲスト紹介
18：10
乾杯・挨拶
18：15
新春ＺＯＯＭ寄席

落語

本間剛君
島田会長
島田会長
矢竹十勝クラブ会長
柳亭燕路師匠

落語終了次第ＺＯＯＭで懇親会
参加者を確認しつつ、1 人 2 ～ 3 分で自己紹介とメッセージもらい
ます。
ハッピーバースデイ・結婚記念日
各種報告
閉会点鐘
20：00 ころ

島田会長

御開き予定

ハッピーバースデイ
5 日 山崎常久君
結婚記念日
12 日 香取良和・晴美夫妻
今月の聖句

『同じように、奉仕者たちも品位のある人でなければなりま
せん。
二枚舌を使わず、大酒を飲まず、恥ずべき利益をむさぼらず、
清い良心の中に信仰の秘められた真理を持っている人でなけ
ればなりません。
』

テモテへの手紙 一 3 章 8 ～ 9 節

アクティブファンド
11 月まで
1198174
12 月分
0
残高

進行

1198174
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ニコニコボックス
11 月まで
20000
12 月例会分
0
12 月その他
0
累計
20000

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

クリスマス例会

クリスマスを満喫

柳澤広繁

今年の

コロナ問題が少し落ち着いたお陰様で皆
様と久しぶりにお会いし、また多くの方々
と話が出来ましたことは、私にとりまして
も幸いなことでした。
生憎、
当日私は通院日で（年中病院通いです）、
少し到着が遅れる可能性がありますことを了解していただ
いての出席でしたが、残念ながら間に合うものと思ってい
た第一部の祝会には出席が叶いませんでした。幸い第 2 部
懇親会には出席することが出来ましたので、そのご報告と
なります。
僭越ながら、司会のご指名で「メリークリスマス！」の
発声をさせていただきました。久しぶりに皆さまの顔を見
ながらご挨拶ができましたことは大変大きな喜びで、実際
に会って言葉を交わすということの大切さに、改めて思い
を致す瞬間でした。懇親会は会場よし、料理よし、皆さま
の笑顔よし、司会者の進行よしで、私自身はもちろんです
が、皆さまもクリスマスを満喫できたのではないでしょう
か。クラブ役員の皆様に心からの感謝を申し上げます。た
だ、香取さんご夫妻が体調を崩され欠席されたことは大変
残念でした。「お互い元気を出そう！」
「楽しい時間を過ご
そう！」
と無理にお誘いしたのです。翌日電話で話した際に、
当日はびっくりするほど体調が悪かったということでした
が、その時はすでに体調が戻ったと聞き安心しました。元
気で行こうぜ！香取さん！
言い訳ですが、報告を書かされると思っていませんでし
たので、全体をよく見ておりませんでした。単に私の感想
文になってしまったことをお詫び申し上げます。

初めてのクリスマス礼拝

抱負
まずは健康維持ですね。それにつきます。コ
ロナにかからないことも大事です。健康第一
です！！
安齋克茂

仕事が大変ですが頑張ります！平日も土日も
仕事が入ってきていますが頑張ります！！私
生活でも新しい年にふさわしいよう色々と頑
張りますっ！！
佐藤明生

行きたい所には行く。食べたい物は食べる。
ダメな時はうちで食べる。いつもと同じか。

寺尾紀昭

健康第一！それにつきますっ！！


菊地茂徳

滝澤圭太

私にとっては YMCA らしさを感じられ
る懐かしい場であり、家族にとっては初
めてのクリスマス礼拝でした。少し厳
かな雰囲気で始まったことに子供たち
は緊張した面持ちでしたが、仮装して
美味しい料理を食べて、久しぶりに対
面で会話もでき、非常に楽しい時間も過
ごすことができました。子どもたちはプレ
ゼント交換の際、壇上で上手に自己紹介できたのが大層嬉
しかったようですし、頂いたプレゼントは今でも大事に寝
室に飾っています。楽しい会へご招待いただき、ありがと
うございました！

今年は、江東YMCA幼稚園の枯れてしまっ
たモミノキを何とかしたいと思っています。
何かに利用したり、新しい緑を植えたり、子
どもたちが喜んでくれるようなことをみんな
で考えていければと思います。
菅原 創

新年の抱負……何かを始めます！「何かが何
か」はわかりませんが。とにかく新たなこと
を！そしてGO！GO！の歳になりますので、
年齢に負けぬよう！勢いよく！アグレッシブ
に！楽しい！一年にしたいと思います。

草分俊一

今年こそは、20年ほど遠ざかっていたゴル
フを再開し、江東のメンバーと芝の上で火花
を散らす。。と言う夢を見ました。皆さんの
邪魔にならないように慎ましくカムバックを
果たしたい。打倒○○さん。さあ誰でしょ
う？
相川達男

今年も一年、明るく！楽しく！！元気よ
く！！！で、いきます。 “笑う門には福来
る。”楽しくやれば、ワイズの将来も拓け
る！？皆さま、本年も宜しくお願いしま
す。。。
本間 剛
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あけましておめでとうございます。今期は会計
補助の役割を仰せつかりましたが、いつ何をや
るのかすっかりわ忘れて、あまり会計高橋さん
の補助ができていないような。。。後期は足を
引っ張らないように心がけたいと思います。

酒向裕司

コロナで大変ですが頑張っていきましょう。ワ
イズゴルフコンペ、開催できるといですね。

市崎俊一

健康に気を付けて過ごしてゆきたいですね。

香取良和

80になると内外から老人ということを意識せざ
るを得なくなります。体の不具合は直せるとこ
ろは直し、直せないところは受け入れて、生活
は小さくとも目標を持ち、今まで通り過ごした
いと思います。
藤井寛敏

今年一年、頑張ります。一日一日を。

柳澤広繁

12月のクリスマス例会で、久しぶりの対面で
の例会が開催されましたが、オミクロン株の出
現により、また先行き不透明な状況となりまし
た。江東のメンバーと一日でも早く話し合いの
場が持てることを渇望しています。 小松重雄

柔軟にやっていこう！と思います。コロナ風は
大陸から不定期に吹いてきます。どうやったっ
て吹いてくることがわかりました。風が吹けば
身を守り、風がやめば注意しながら外に出る！
大腕を振って十勝や台湾ワイズとリアル交流再
開の日を待ちわびます。
大原真之介

ワイズを楽しむとは何だろう？ 難しく考えず
に楽しめることからリスタート！！宇田川敬司

東京江東ワイズ

2021 年 12 月

本例会報告

2021 年 12 月 11 日（土） 亀戸アンフェリシオン
12 月の本例会はクリスマス例会とし、亀戸アンフェリシオンにて開催。
第1部
クリスマス礼拝 クリスマスのメッセージを菅原メンよりいただく。
第2部
祝会 アンフェリシオンのクリスマスディナーをいただきながらクリ
スマスのひと時を久しぶりの対面で楽しく過ごす。
参加者 島田、柳澤、藤井、安齋、小松、菊地、駿河、酒向、菅原、草分、山崎、
大原、寺尾、相川／ゲスト 多数

まだまだ世の中は心ざわつく日々が続くと思わ
れます。ので、私自身は「慌てず騒がず心穏や
かにのぉ~んびりと！」１年を過ごしたいと願
います。
駿河幸子

東京江東ワイズ

2021 年 12 月

役員会議事録

2021 年 12 月 23 日（木） ＹＭＣＡ江東センター
ＺＯＯＭ併用ハイブリッド 19：00 ～
１．
１月予定
1 月 8 日（土）
在京ワイズ新年会 島田会長東陽町出席
1 月 15 日（土） 新年例会 17：30 受付開始
18：00 開演
メンバーはリアルを基本 ＺＯＯＭも整える。十勝より 3 名リアル参加予定
十勝他のメンバーには新年会キット（酒・つまみ）を送付 島田会長手配
会費 メンバー 5000 円
ゲスト 2000 円
２．2 月以降の例会に関して
2 月講演 ＴＯＦ月間に付、ひがしの取り組みを金丸さん、沖さんに講演い
ただく。
沖さんは了承済み。3 月は昨年同様園庭の桜を愛でる会とする。
３．その他
2 月納付の献金に関し、内容を 1 月例会でメンバーに確認。
ＲＭＢの幼稚園からの募金に関し年明けに贈呈を受ける。→島田会長
蚊帳を購入し、江東センターロビーに展示する。
出席者 島田、駿河、草分、大原、山崎、酒向、相川

昨年より不惑クラブというラグビークラブに入
りましたが、これが組織も活動もしっかりして
いてとても楽しいので、今まで以上にラグビー
を楽しみたいですね。ゴルフも100を切りたい
です。仕事とワイズは自然体で。
山﨑常久

ワイズでは会計のお仕事を最後までしっかりや
り終えたいです。そして、みなさんと活動も乾
杯もしたいですね！今年も1年楽しんで過ごし
たいと思います☆
高橋由紀江

東京江東ワイズ
コロナが終息するところが新しいウイルスの
流行！もう普通の生活にもどりたいですね！さ
て、今年１年間の活動ですが、昨年同様まとも
な活動が出来なくストレスが溜まりそうですが
皆さんで頑張っていきましょう。
鈴木雅博

2022 年１月

緊急役員会議事録

2022 年１月 7 日（金）ＺＯＯＭ開催 19：00 ～
１．
１月新年例会に関して
年明けからのコロナ感染者数の急激な拡大に伴い、15 日予定の新年例会の開
催方法を協議する必要が生じ、島田会長が緊急役員会を招集。
協議の結果、予定していた対面方式は中止し、昨年同様のＺＯＯＭ形式の開
催にて落語鑑賞をすることに変更する。
出席者
島田、藤井、駿河、草分、大原、酒向、鈴木、相川
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YMCA ニュース

江東センター＆幼稚園の報告

冬のわんぱくクラブ

２０２１年１２月２２日（水）～２４日（金）
わんぱく忍者修行というストーリーで忍
者学校の入学式から、認定試験まで
の３日間を過ごしました。毎日認定試
験を実施し、子どもたちは初級忍者・
中級忍者・上級忍者と修行を重ねて
成長していきました。
手裏剣遊び、障害物遊び、動物変身
遊びなどなど、たくさんの修行を経験

國井さん、草分。約１時間ほどでしたが楽しい時間を過ごすことがで

して３日目には一人前の忍者に成長し

きました。

認定証を貰うことができました。

尚、球根１，
０００個は江東ワイズよりいただきました。ありがとうござ

１日目はドキドキと不安が多い中で、泣いてしまう子も多くいました。

います。

しかし、修行を重ねていくと、出来るようになったことが増えていくこ

江東センター＆幼稚園の予定

とを実感し、自信につながり楽しんでいました。今回のテーマが「た
くさんの出来たを持って帰る」でした。そのテーマの通り、たくさん

▼お餅つき：１月２７日（木）

の子どもたちの「出来た」が見られた３日間でした。

▼雪あそびキャンプ：２月１１日（金・祝）～１３日（日）

マルシェ

場所：長野県木戸池温泉

１２月１４日（火）
・１５日（水）の二日間、KOTO わくわくいまつりで

▼オール江東 Y 街頭募金：２月２６日（土）

好評でした「マルシェ」を開催しました。水菜・里芋・かぶ・ニン

場所：JR 錦糸町駅前周辺

ジンジュースなど、取れたて野菜を販売致しました。益金は全て国

オール東京の予定

際・国内協力募金とさせていただきます。是非、お買い求めください。
今後も月一度の頻度で１階ロビーで開催する予定です。

▼第 16 回子育て講演会

今月の益金は２，
８６６円でした。

日時：１月２９日（土）１０：００～１２：００

クリスマス会

形式：オンライン発信

１２月４日土曜日、昨年

URL：https://goo.gl/aEFxk2 （左のフォームよりお申込みくださ

に引き続きコロナ禍の

い）

ため、子どもを対象と

内容：「ポストコロナ これからの時代に向けて！子育てで大切にし

したクリスマス会のみ

たいこと」講師：汐見稔幸氏（NHK すくすく子育て講師）

をハイブリット形式（オ

▼第 23 回愛恵エッセイ募集「豊かな福祉社会を創るために」

ンラインと対 面 ）
）で

テーマ：「パンデミック（感染症）と私たち」（愛恵福祉支援財団

開催しました。｢牧師先生よりクリスマスメッセージ・弦楽四重奏・リー

と共催） 締切り：１月３１日

ダーと遊ぼう｣という構成で実施しました。クリスマス会メッセンジャー

▼ＹＭＣＡピンクシャツデー 2022（いじめ反対キャンペー
ン）

は、日本キリスト教団向河原教会の小松美樹牧師。尚、奉げられる
献金は国際協力募金として用いさせていただきます。

日時：２月２３日（水）

チャイルドガーデン（木場公園ガーデニング）

▼第 23 回 liby チャリティーコンサート

１２月４日土曜日 ,

日程：３月１３日

木場公園のチャイルドガーデンにて、チューリップの球根を１,０００個

会場：山手センター（オンライン配信もあり）出演：越智光輝とゆか

植えました。当日は素敵な天気の中、在園ファミリー３０名、ワイズか

いな仲間たち／三菱商事コーラス同好会（映像出演）

らは島田会長、大原副会長、駿河副会長、酒向書記、スタッフは

今後の予定（2022 年 1 月～ 2022 年 2 月）
1 月 15 日（土）
1 月 27 日（木）
2 月 3 日（木）
2 月 17 日（木）

新年落語例会 オンライン 18：00 ～
役員会 江東センター（未定）19：00 ～
第 1 例会 江東センター 19：00 ～
本例会 江東センター 19：00 ～
講師 ひがしクラブ 金丸さん、沖さん
2 月 24 日（木） 役員会 江東センター  19：00 ～
編・集・後・記
4 ～ 5 日のあっという間にコロナ急拡大で様々な予定が急に変更、ブリテンの原稿も事態急変でチグハグに。お許しください。Ｔ・Ａ
正月ボケか原稿の集まりが酷い。ひど過ぎる。T.Y
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