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国際会長 :  Joan Wilson (カナダ) 　「私たちの未来は、今日より始まる」

アジア地域会長 : Tung Ming Hsiao (台湾)　「ワイズ運動を尊重しよう」

東日本区理事 :  利根川 恵子(川越) 　「明日に向かって、今日動こう」

関東東部部長 : 片山啓(茨城) 　「組み合わされ、結び合わされて、造り上げられてゆく」

クラブ会長 :  峯岸友彦　「焦らず細部まで確実に、楽しく全員で大胆に」

東京ベイサイドワイズメンズクラブ

今月の聖句： 
　「わたしたちは見えるものではなく、
　　見えないものに目を注ぎます。」
　　　　コリントの信徒への手紙Ⅱ  4章18節

HEADLINES
日程 2017年5月25日 （木）

時間 19:30～21:30

会場 しののめYMCAこども園オリーブ

   司会 佐竹　誠    氏

■開会点鐘  峯岸　友彦 氏

■ワイズソング  一             同

■ワイズの信条  藤原　宏隆 氏

■ベイサイドの信条  藤原　宏隆 氏

■お祈り  堀江　和広 氏

■会長挨拶  峯岸　友彦 氏

■前回議事録確認  安齋　一徳 氏

■報告 ・ 確認事項

 1.　5月マルシェ収支報告、 6月出店について （村田氏）

 2.　東日本区大会の確認 （峯岸氏）

■協議事項

 1.　ベイサイド合宿要否

 2.　在京ワイズ新年会について

■連絡事項

 ・ ブリテン （安齋氏） ・ CS （藤原氏） ・ 会員増強 （小林氏）

 ・ ファンド （岡田氏） ・ 広報 （佐竹氏） ・ その他

■6月以降の予定確認

■スマイル

■閉会点鐘  峯岸　友彦 氏

【2016-2017年度役員】

会長 峯岸友彦  第三書記 中道幸子

副会長 藤原宏隆  会計 岡田光功

第一書記 安齋一徳 担当主事 堀江和広

第二書記 村田拓彦

【例会】 4月例会

・ 出席者 ・・・・・・・・・・・・・・・ 10名 

・ 在籍数 ・・・・・・・・・・・・・・・ 15名 

・ ゲスト ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3名 

・ メーキャップ ・・・・・・・・・・・ 0名 

・ 会員出席率 ・・・・・・・・・・・ 66.6%

4月 300円
合計 7,474円

4月 0kg
合計 131.8kg

0円

【5月例会】

2017 May 5月17日発行

4月の最終土曜日に、お台場のグランドニッコーにて堀江園長の還暦パーティを行いま
した。準備期間は、約3カ月弱となり、2016年12月にタスクチームが結成されて、約
90日間に渡り準備をして開催に至りました。当日は、堀江園長の還暦式にお越し頂きま
した関係者の皆様に改めてこの場をお借りして御礼を申し上げたいと思います。江東ク
ラブの皆様、ひがしクラブの皆様、グランチャの皆様、職員の皆様、こども園の皆様、
そして東京ベイサイドの皆様ありがとうございます。
成人式のように還暦を第二の人生の出発として祝うこの会を堀江園長の第二の人生の出
発地点としてお祝いさせて頂きました。
改めて、堀江園長！  おめでとうございます。
この還暦式もいろいろな方々のご協力があり迎えることができました。
堀江園長のヒストリー映像を作成するために園長がいない日程でこども園のこども達を
園庭に集めて60周年の一文字を作成したり、こども園の保護者のママたちに、歌声で
映像に参加して頂いたり多くの協力してくださる方々に、参加して頂き成立しました。
当日は、こども園の先生方の人形劇や堀江園長のヒストリー映像など会に出席されてい
ない方々にもお見せしたい内容が盛りだくさんでした。
本日の会を通して、堀江園長の60年は、常にまわりによき仲間がいる環境でとても羨ま
しいと感じました。
これからも常にワイルドに黒く、さらに全盛期を迎えて頂きたいとベイサイド一同願って
おります。
東京ベイサイドも、堀江さんと共にこれからの未来を共に迎えたいと思います！
堀江園長！  改めて60周年をおめでとうございます！  次の60年に向けて！（笑）

藤原宏隆

60thパーティ
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第三回関東東部評議会に参加して

さる、4月15日に東陽町にて行われま
した、関東東部評議会に峯岸会長の代
理として、出席してきました。仕事が
忙しく、前後すべて参加できずでした
が、直近のベイサイドの活動に関して
の報告とアピールを行いつつ、片山関
東東部部長の総括を拝聴しました。や
はり組織としてのワイズメンズクラブ
の現状の課題、運営やEMCに関しての
良き視点と議論があり、ベイサイドワ
イズとしても、現状の中心メンバーだ
けでなく、ドロップを少なくし、新規
メンバーを獲得するべきと確信した次
第でした。

工藤大丈

入園式チラシ配布

新クルー獲得活動の一環として、しの
のめこども園の入園式でベイサイドワ
イズの活動を紹介するチラシを配布。
初見の人に短い言葉でワイズメンズク
ラブをどう伝えるか悩みどころでした
が、「お父さんたちのボランティア活動
である」として約90名のお父様に直接
手渡しました。
このチラシ手渡しが気付きとなり、その
後の、藤原副会長によるワイズ紹介で
興味に変わってもらえることを期待し、
今後も継続的な案内を行う予定です。

岡田光功

太陽のマルシェ

中央区勝どきで行われた太陽のマルシェに数ヶ月振り
に出店致しました。初日は雨のため出店を取りやめ、
二日目からのスタートとなりました。今回は北海道十
勝から仕入れたグリーンアスパラと青いビール流氷ド
ラフト、老若男女から大人気のフレーバーポップコー
ンにニューフレーバーを投入して販売しました。二日
目からのスタートにも関わらず十勝の太くて立派なア
スパラを完売することが出来ました。マルシェに足を
運んで頂いたこども園の保護者、園児にこの場を借り
て御礼申し上げます。今回は新規入会希望者1名とし
ののめYMCAこども園職員3名の協力があり少し肌寒

い曇り空の中、一緒に汗
を流しながら活動を行う
ことができました。6月
も北海道十勝より美味し
い野菜をお届けする予定
です。

峯岸友彦

来月5月号ではベイサイドクラブの佐竹氏を紹介します！

1. 4月22日、こども園では全保護者が
集まり、クラス毎に分かれて保護者
会が行われました。クラスではおひ
さま会（保護者会）役員の選出が行
われ、新しい体制が整いました。今
年度予定されている、しののめ祭り
や運動会、お餅つき等園行事やイ
ベントにご協力を頂きます。

2. 4月28日、初めての試みである「全
学年合同親子遠足」が、有明の公園
で行われました。園児、保護者を合
わせ約500名が集まり、学年に分か
れ楽しい時間を過ごしました。園児
達の交流は勿論の事、保護者同士
の良き交流の機会となりました。

3. 5月27日「2017年度東京YMCA会
員大会」が、東陽町センターで行わ
れます。様々な会員活動の紹介や楽
しいプログラムが行われます。

●自己紹介
 直前会長をしておりました、工藤でございます。
 2011年に、長女がしののめYMCAこども園に入園、
そのときに堀江園長先生とご縁ができて、ベイサイド
の立ち上げに奮闘することに。
 ワイズの良いところは、リーダーシップを実地で学べ
るところ。組織論や、世代論、業務改善等の数多い課
題に向き合えることですね。日本がこれから、向き合
うべき課題を先取りして、解決しなければいけないみ
たいなイメージです。もちろん、体を動かすボラン
ティアも大好きです。普段の仕事は、出版社で小説や
漫画の編集を経て、現在はアニメーション製作事業に
従事しています。ここ３年ほどが年々仕事がいそがしく
なって、ベイサイドワイズに参加できないのが、悩み
の種ですが、時間を見つけながら、峯岸会長をサ
ポートしていきたいと思います。引き続きよろしくお願
いいたします。スタイリッシュにファッショナブルに踊
り続けます。いや、ボランティアしつづけます。

東京ベイサイドクラブ　クルー紹介リレー 
クルー紹介リレー、本ブリテンではベイサイドクラブのメンバーを皆さまにご紹介します！

５月予定
5月18日（木）　役員会（予定）
5月27日（土）　例会（予定）

YMCA ニュース

      工藤　大丈

ベイサイドのファッションリーダー！  工藤大丈さん！
首にかけている普通のバスタオルも高級スカーフに見えてしまうのはな
ぜ？  それは、知的でユーモアあがり、威圧的な態度はなく、落ち着き
堂々としていて、それでいて礼儀正しい。そんな人間的魅力に溢れてい
るから・・？  なーんちゃって。         by  中道氏

ダイジョークドー 芸能人にしか見えない名前、ファッション、
踊り、素敵です。 by  小林氏

「スタイリッシュ」を是とする我がクラブ。その礎を作った
工藤さん。ん～ 見習いたい！ by  岡田氏


