
 

2014-2015年度 

   ６月号 

  NO．３０９ 

 

 

 

           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1年間を振り返って 
               会長 高野真治 

 東京ひがしクラブ会長とし

て１年間支えてくださいまし

たメンバーの皆様に感謝申し

上げます。出発当初から多忙

な１年が予想されていました

が少ないメンバーであっても

苦しい顔も見せずに年間事業

をこなしていくひがしクラブ

の粘り強さが出た１年であっ

たと思います。 

 ８月例会では京都ウェストクラブクラブとの合同

例会を開催、翌日 深川水掛まつりで一緒に御神輿

を担いでより一層の親睦を図ることが出来ました。 

 ９月には東京ベイサイドクラブがチャーターナイ

トを迎え、江東クラブ・ひがしクラブをスポンサー

クラブとして新クラブが誕生しました。 

 また、１０月４日開催された関東東部部会におい

ては金丸関東東部部長のもと飯田部会実行委員長が

指揮を執り盛大に終了する事が出来ました。まさに

ひがしクラブの得意とするところでした。 

 合同例会も１２月に江東クラブ、１月に東京グリ

ーンクラブとの間で開催が出来、親交を深める事が

出来ました。 

 最後に反省として、事務例会が思うように取れず

細部にわたる詰めが出来ず、皆様にご迷惑をおかけ

したことをお詫びし、一年間支えてくれたひがしの皆

様に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE Y’S MEN’S CLUB OF 

TOKYO HIGASHI 
CHARTERED 1988 

〒 135-0016 江東区東陽 2-2-20 東京 YMCA 東陽町センター内  ℡ 03-3615-5568 

国際会長：PoulV.Thomsen(ｲﾝﾄﾞ) 主題:「言葉より 行動を“Talk Less Do more」 

アジア地域会長：岡野 泰和(日本) 主題:「未来を始めよう、今すぐに」 

東日本区理事：田中博之(東京) 主題:「誇りと喜びを持って」 

関東東部部長：金丸満雄(東京ひがし) 主題:「つなごう ワイズの こころ」 

東京ひがしクラブ会長：高野真治 主題:「がんばれ！ひがし 012え 19-19」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強調月間 

評 価 

６月例会(引継＆納会) 

と き 2015 年６月１１日（木） 

    18:30～20:30 

ところ  東陽町センター「視聴覚室」 

            受付:須田哲史 

            司会:金丸満雄 

 

☆プログラム 

  開会点鐘        会長 高野真治 

  ワイズソング＆信条 

  会長挨拶             

  食前の感謝 

  今月の誕生日・結婚記念日 

  クラブ一年の評価 

  「それぞれの一年を振り返って」 

  引継式 

  各種報告 

  スマイル 

  閉会点鐘        会長 高野真治 

スマイル 

４月 

     6,000 円 

累計 

 67,750 円  

プルリング 

 

2014 年 12 月まで 

 

累計 

   90.5 ｋｇ  

2014-2015年度役員 

会 長  高野真治 

副会長  鮎澤正和 

書 記  金丸満雄 

会 計  須田哲史 

担当主事 花井雅男 

 

✞今月の聖句✞ 

『わたしは、彼らに永遠の命を与える。彼らは

いつまでも滅びることがなく、また、彼らをわ

たしの手から奪い去る者はない』          

－ヨハネによる福音書10章28節－ 

 

 

 

 
 

５月例会 

出席者       5 名   ﾒﾈｯﾄ  名 

会員出席数   5 名   ｺﾒｯﾄ  名 

在籍数      12 名     ｹﾞｽﾄ  名  

（広義会員 2 名）   ﾒｰｷｬｯﾌﾟ   名 

会員出席率 ５０  ％ 

 



5月館外例会（築地界隈探索） 

    竹内 聰 

 ５月１６日は恒例の移動例会です。今年は、2016 年

11 月上旬に豊洲新市場として豊洲に開場することが、

都や市場関係者らでつくる「新市場建設協議会」で合

意された築地市場を探索することにした。最初の探索

は勝鬨橋です。隅田川に架けられた勝鬨橋を渡りなが

ら夕方の風に身体の疲れが癒された。橋のたもとにあ

る「勝どき橋の資料館」を見学することにした。資料

館は橋を開閉する旧変電

所を改修して公開してい

る。内部はあまり広くはな

いが、当時使用していた設

備機械等がそのまま保存

されている。部屋の中央に

は交流を直流にするモー

ター２台が設置されてい

た。２階は電気を監視する盤や分電盤、トランスは当

時の年代を感じた。ＤＶＤ鑑賞で橋が造られた歴史や

建築に携わった人達、橋を開閉する機械の構造と働き

の説明を視聴した。次は、金丸君の案内で築地市場の

内部を探索。土曜日夕方の場内は人気がなく時々出会

うのはネズミ君（？）。驚いたことは、市場の角々に

番地が表示していること。市場には青果門、勝鬨門、

海幸橋門、市場橋門と正門を加えて５か所の出入り口

があることを知った。この市場が来年秋には豊洲に移

転することに寂しさも感じた。市場から場外市場に歩

き、周辺で新場外市場の建設が行われていた。完成後

は、新場外市場に多くの観光客が来て今の活気がその

まま続くことを望んだ。17 時に高野会長と鮎沢君が合

流して５人は、金丸君が進める穴子料理店「つきじ芳

野吉弥」で食事です。仲卸（芳野分店）直営ならでは

の穴子の鮮度品質にこだわった、色々な穴子料理のメ

ニューが用意されている店です(店内はうなぎの寝床的

なスペース)。予約なしの客なので店が薦める料理を注

文した。サイドメニューの「ぐるぐる」は絶品だった。

食べることに夢中になり何時もの通り時間が流れてい

った。最後に食べた「あなごのばかし」（うなぎを化

かした意味のお重）は定番通りの美味しさだった。５

月館外例会は無事終了。お疲れさまでした！ 

ご満悦の面メン！ 

 

★今月の誕生日 

 高野真治ﾒﾝ(26 日)  

飯田加代ﾒﾈｯﾄ(10 日)       

おめでとうございます 

 

在京クラブ会長会 
5 月 23 日(土)、会員大会の前に恒例の在京クラブ会

長会が開かれた。島田日本 YMCA 同盟総主事・廣田東

京 YMCA 総主事・田中東日本区理事の挨拶のあと、山

口幹事司会で報告・協議が行われ、次の幹事に神山巍

さん(東京)と長津徹さん(ｻﾝﾗｲｽﾞ)の紹介があった。2016

年の新年会は、八王子クラブホストで、1 月 9 日に今年

と同じ桜美林大学で行われる報告があった。（高野） 

 

東京 YMCA第 13回会員大会 
5 月 23 日、「第 13 回会員大会」が開催され、会員・

職員など 108 名が東陽町センターに集た。2014 年度の

事業報告、会員部活動報告、会員部運営委員の選出に

続き、名誉会員として司 治氏が推挙された。ボランテ

ィア・オブ・ザ・イヤーには、2011 年から 31 回にわ

たって石巻や女川を訪れ、童謡や唱歌を歌って被災者

を励ましてきた「ＹＭＣＡ歌の広場 in 石巻・女川」の

皆さんが受賞。 また、ユースボランティアリーダーと

して 13 名が委嘱され、卒業リーダー10 名には感謝状

が贈呈された。リーダーと一緒に全員でキャンプソン

グを歌う時間もあり、彼らの楽しく元気な指導で会場

中に笑顔が広がった。（花井） 

 

 

ＹＭＣＡコーナー                             
      担当主事 花井雅男 

▼5 月 29 日開催の評議員会にて、下記のとおり役員の

退任と就任があった。 

 理事  古田和彦氏 退任  神保正男氏 就任 

評議員 

  笈川光郎氏 退任  古賀 博氏 就任 

  松岡信之氏 退任  三谷高康氏 就任 

     栗田 茂氏 退任  若槻史郎氏 就任 

▼ 東京ＹＭＣＡの会員として永年ご活躍くださって 

いる佐野和夫氏と矢野照子氏が、春の叙勲で受章さ

れた。佐野和夫氏は、2008 年の北京五輪で水泳選手

団団長を務め、北島康介選手の金 2 個を含む 6 個の

メダルを獲得。09 年には日本水泳連盟会長に就任し、

東京五輪・パラリンピックの招致などに尽力された

ことから、旭日小綬章を受章された。矢野照子氏は、

「江東区明るい選挙推進委員」として 30 年にわたり

研修会や啓発活動などを行ない、その地道な活動が

評価されて、藍綬褒章を受章された。江東ＹＭＣＡ

幼稚園の第 2 代保護者会会長であり、現在は学校法

人東京ＹＭＣＡ学院の評議員としても貢献くださっ

ている。  

▼今後の主な行事日程 

・ﾄｯﾌﾟﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟｾﾐﾅｰ   6 月 19･20 日／東山荘 

・同盟協議会        6 月 19･20 日／東山荘 

・会員芸術祭         6 月 20～22 日／東陽町ｾﾝﾀｰ 

・賛助会年会          7 月 14 日／学士会館 

・東京 YMCA 夏まつり 8 月 29 日／東陽町ｾﾝﾀｰ 

 

 


