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□□ 第 18回関東東部部会 □□ 

関東東部書記 竹内 聰 

 10 月４日（土曜日）１３時から深川江戸資料館レクホール

で、第 18 回関東東部部会を東京ひがしクラブがホストした。

準備には飯田部会実行委員長が会員に呼びかけ会合を持った。

第一候補の会場が抽選で負け、深川江戸資料館に決まりプロ

グラム構成を繰返し検討して大会プログラムを作成した。内

輪の報告はこれまでとし、３部についての部会報告をします。

第１部は部会プログラムです。田中博之東日本区理事から来

賓の祝辞を頂き、金丸部長の挨拶後、各部事業主査の報告が

された。京都パレスクラブの大野ワイズ、為国ワイズが第 26

回アジア地域大会のアピールを行った。金丸部長からサプラ

イズがあった。「関東東部エルマークロウ賞」を利根川直前部

長に金丸部長が贈呈した時は会場割れんばかりの喝采で第１

部を終えた。第２部は「深川物語」を江東区中川船番所資料

館長久染健夫氏が講演した。江戸に深川村が開墾され、寛永

年間の開発で深川の街が形成されて来た動機、明暦の大火後

の変貌、元禄には深川全体が江戸の経済の中心になった歴史

は聞く私たちを引きつけ、講演後は資料館の展示室でも細か

い説明してくれた。第３部は鮎澤ワイズの司会で懇親会が行

われた。ミニコンサートはＡＥＲＩＡＬ（エアリラル）の二

人編成でギター、ドラム、ボーカルで食事をとる我々に素晴

しい歌を披露してくれた。ミーボーこと我がクラブの森村ワ

イズがエアリラルの活動を紹介した。東日本大震災後に作ら

れた「息吹」はＴＶで見たフラガールの笑顔だったこと、そ

の後フラガールと共に全国をキャラバンした話を曲の合間に

紹介してくれた。それは聞く我々に人と人との絆や繋がり、

そしてぬくもりを与えてくれた。【これからも、頑張って・・・・】 

最後に厚木クラグから、第 18 回関東東部部会のアピールが

大会関係者を交えて行われた。閉会宣言は鮎澤次期クラブ会

長が行い部会を終了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ワイズ理解 

ﾌｧｰﾐﾘｰﾌｧｰｽﾄ 

１１月例会(講師) 

 

と き 2013 年１１月１３日(木) 

    PM6:30～8:30 

ところ 東陽町センター１階多目的ホール 

            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／ワイズの信条 

開会挨拶       会長 高野真治 

ゲスト紹介 

食前の感謝             

今月の誕生日・結婚記念日 

スピーチ 

  竹内 聰メン 

「プラス 10 で更なる健康を」 
※竹内さんが受講した厚生労働省の健

康セミナーを伝授 

スマイル／各種報告 

閉会点鐘       会長 高野真治 

 

 

 

 

 

          

 

 

 
 
10 月例会 

出席者      11 名   ﾒﾈｯﾄ 1 名 

会員出席数   8 名    

在籍数      12 名     ｹﾞｽﾄ 2 名  

（広義会員 2 名）       

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ      名 

会員出席率 ８０  ％ 

 

スマイル 

９月 

    9,000 円 

累計 

 43,000 円  

プルリング 

 

 

累計 

     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 草分俊一 

 

✞今月の聖句✞ 

『だれでも自分を高くする者は低くされ、自分を 

低くする者は高くされるであろう』     

     －マタイによる福音書 第 22章－21節－ 

 
 



     ホストを務めたブルーシャツ軍団 
 

■□ 10月例会報告 □■ 

 “そうだ！奥峪さんに会いに行こう！！”と 10月例

会は、奥峪さんの家で行う事を勝手に決め 25 日(土)、

夕方の５時に都立大駅に集合し奥峪邸に向かった。ご

夫婦のお出迎えを受け案内され中に入った。すでに例

会の準備がされており、讃美歌を歌

い点鐘と高野会長挨拶で略式では

あるが、開会セレモニーを和やかに

行い１０月例会が開会された。テー

ブルいっぱいに準備された、豪華料

理と飲み物に舌鼓をうちながらご

夫婦を囲んで歓談。所々で会話が弾

み食べて飲んでそして喋り笑って

と、久しぶりに楽しい例会の時を過ごした。 

 奥峪ご夫妻には、クラブ設立当時からお世話になり、

いつも温かい眼差しでひがしクラブを見守っていただ

き感謝しています。ご夫妻には何時までもご壮健にて

ひがしクラブを見守っていただきたいと思います。ひ

がしクラブの甘えん坊達の楽しいひと時でした。奥峪

さんありがとうございました。（甘えん坊：Ｋ） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■□ 江東区民まつり奮闘記 □■ 
 10 月 18･19 日、毎年恒例の江東区民まつりが木場公

園にて好天気の下で開催された。昨年の大雨が記憶に

残り当日の朝まで天気予報にくぎ付け。幸いに今年は 

天気に恵まれ昨年のリベンジに意気揚々。かき氷と 18

番のクレープを出店。頼もしいベイサイドクラブの応

援もありやる気満々。２台のかき氷機はフル回転、2日

間で 80貫の氷をかき続けた。反面、自慢のクレープは

かき氷に圧倒されたの

か苦戦であった。 

ひがし・ベイサイ

ド・ダイビングの三つ

のクラブのコラボで二

日間楽しく賑やかに昨

年のリベンジを果たし

た。余韻冷めぬ打上げ

も、賑やかに行われた。

お疲れ様。感謝！      呼込みも大事！ 

 

ＹＭＣＡコーナー                             
      担当主事 草分俊一  

▼第５回 東陽町コミュニティーセンター交流会 
  11 月９日（日）17：00～、委員、ワイズメン、メ

ンバー、スタッフ交流会を開催。交流会はボーリング

大会＆軽食をしながらの表彰式を行い、子どもから大

人まで楽しい時間を過ごすことができました。 

 次回は３月６日（金：夜）～８日（日）でスキー＆

温泉交流会 in妙高ロッジを予定しております。懐かし

のワイズスキーの復活？！ ご予定ください。 

▼山手学舎設立６０周年記念会 
山手コミュニティーセンター５階には山手学舎（キ

リスト教を基盤とした寮）があります。11月 1 日、「山

手学舎設立６０周年記念会」が早稲田奉仕園スコット

ホールで行われました。「山手学舎 60 年の繋がりと未

来の共有」をテーマにＯＢ、歴代舎監、関係者など 100

名を超える方々が集まりました。北海道や九州など日

本全国から駆けつけたＯＢ達は再会を喜びあい、現役

舎生と交わりの時をもちました。 

▼ワイズ『りんご』販売！ 
 じゃがいも・かぼちゃ販売、ありがとうございまし

た。今もウエルネスセンターではじゃがいもを小分け

にし、メンバーに販売を続けております。そして今度

は『リンゴ』！こちらも小分けで販売致します。ご賞

味ください！収益は東陽町コミュニティーチャリティ

ーランチームエントリーフィーに使わせていただきま

す。 

▼東陽町センター「クリスマスオープンハウス」 
 今年も１２月２３日（火：祝）、例年通り東陽町セン

ターで開催いたします。フリーマーケット、バザー券、

模擬店・・・・・ご協力をお願いいたします。 

 

★今月の誕生日 

   鮎澤正和メン(18 日) 

   金丸満雄メン(21 日) 

   奥峪 力メン(22 日) 

   鮎澤範子ﾒﾈｯﾄ(30 日) 

 

2015年在京ワイズ合同新年会 

日時：2015 年 1 月 10 日(土) 

12:30～15:30 

会場：桜美林大学多摩アカデミーヒルズ 

    多摩市落合 2-31-1 
(京王・小田急線 多摩ｾﾝﾀｰ駅徒歩 10 分) 

会費：5,000 円 

プログラム 

     第 1 部 礼拝 

     第 2 部 懇親会・ハンドベル演奏 

 


