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国際会長 Joan Wilson（カナダ） 主題“Our Future Begins Today”「私たちの未来は、今日より始まる」
 スローガン“Together We Can Do So Much More”
 「手を取り合えば、もっとおおくのことができる」
アジア地域会長 Tung Ming Hsiao（台湾） 主題“Respect Y’s Movement”「ワイズ運動を尊重しよう」
 スローガン“Solidify Y’s Men Family for Better World”
 「よりよい世界のために、ワイズメン・ファミリーの絆を強めよう」
東日本区理事　利根川　恵子（川越） 主題「明日に向かって、今日動こう」“For the Future, Act Today!”
 スローガン「手を取り合って、今、行動を !」“Together, Let`s Roll Now.”
関東東部部長　片山　啓（茨城クラブ） 主題「組み合わされ、結び合わされて、造り上げられてゆく」 
相川　達男（江東クラブ会長） 主題「今一度足元を固めよう ! そこからステップアップ !」

2016 〜 2017年度　東京江東ワイズメンズクラブ 6月報

１年を振り返って
会長　相川達男

２度目の会長職もあと残り１月となりました。期首
に掲げた主題「今一度足元を固めよう！そこからス
テップアップ！」という事に関しては、「足元を固める」
という大義名分のもと、いつもと同じ事をもっともら

しくこなしてきたのですが、もう１点の会員増強「実増２名」が全く成果
を上げられませんでした。私自身「ワイズカップサッカー」「区民祭り」「バ
ザー」などワイズ活動の現場で自分の知り合いにワイズをアピールする機
会が沢山有ったはずなのに、なかなか実践に移して行動する事が出来ませ
んでした。反省頻りです。１年間を振り返ってみて、各委員会の委員長さ
んやメンバー各位のご協力のおかげで全部とはいかないまでも実のある例
会が幾つかは開催できたのではないかと思います。「プリティ長嶋さんの
ＡＥＤ講座」や「ユース例会」、特に篠田さん発案の「和歌例会」は斬新だっ
たと思います。例会の充実がクラブの活性化に繋がると諸先輩からよく言
われますが、やはりマンネリ化した例会ではクラブは盛り上がらない、い
つもと違う切り口の例会を行うと例会が楽しいものになるという事を実感
する事が出来た例会でした。この経験を来期以降に生かして活気ある例会
に新たなメンバーを誘いクラブを盛り上げていくことに繋げていきたいと
思います。一年間ありがとうございました。

6月納会（担当役員会）
とき 2017年6月24日(土)18:00～
ところ 精華楼 江東区千田1-2
 TEL 03-3647-8261
会費 メン5,000円 メネット3,000円
受付 駿河幸子さん
司会 小松重雄君

プログラム
開会点鐘 相川達男君
会長挨拶 相川達男君
乾杯 藤井寛敏君

食事
この一年を振り返り 全員
誕生日・結婚記念日・スマイル
各種報告
閉会点鐘 酒向裕司君

６月　誕生日
メン： 相川達男君、ルゾンカ・ポール君、駿河

幸子さん　
メネット：市崎幸絵さん、島田京子さん

６月　結婚記念日　該当なし

今月の強調月
評価

5月在籍 5月出席者 5月出席率 アクティブファンド ニコニコボックス クラブ役員
25名

内広義会員

1名

メ ン バ ー 19名 19/24
前年迄 2,169,921円 前月迄 42,400円

会 長 相川　達男
メ ネ ッ ト 7名 79% 副 会 長 小松　重雄
コ メ ッ ト 2名 　

5月 0円 5月分 24,000円
副 会 長 酒向　裕司

ビ ジ タ ー 0名 前月出席率 会 計 駿河　幸子
ゲ ス ト 0名 修正

残　高 2,169,921円 累　計 66,400円
書 記 本間　剛

メ イ キ ャ ッ プ 0名 0% 直 前 会 長 宇田川　敬司
連 絡 主 事 草分　俊一

『主を畏れれば長寿を得る。主に逆らう者の人生は短い。』� （�箴言　10章 27節）

今月の聖句
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副会長・C委員長� 小松茂雄�

 副会長と C 委員長をお願いされ、正直不器用なので少し悩
みましたけど、会長が相川さんということでもあり何とか一年
間頑張ってみようかとお引き受けすることになりました。会
長テーマ“今一度足元を固めよう！ そこからステップアップ”
ということで、出席率向上と新会員獲得を目標にしてきまし
たが、残念ながらその目標は果たされず今日に至ってしまい
ました。今更ながら自分の不甲斐なさを改めて痛感した一年
でした。担当例会は 10 月合同例会、2 月 TOF 例会、5 月メ
ネット例会を担当いたしましたが、特に 10 月の合同例会は、
江東区内の 3 クラブ、ひがし、ベイサイドとの合同で行われ
ましたが、講師に築地魚河岸「鈴与」三代目の生田興克氏の“さ
かなのはなし”は本題とは別に問題となっている築地移転問
題についての興味深い卓話をうかがうことができ、とても充
実した例会だったと思います。各事業においても IBC・DBC
とも活発に交流したように思っています。最後にブリテンは
ベテラン 3 名に任せ放しになってしまい大変申し訳なく思っ
ています。流石に見やすい紙面と充実した内容にはただただ
脱帽の一言。また次期も同じメンバーで臨みますが、会員の
皆様のご支援、ご協力をお願い致します。

書　記� 本間　剛

相川会長の下、一年間書記を務めました。ぐっと胸を張れ
ることも無く。。。前年以上に参加出来ないことが多かった一
年でした。相川会長や役員の皆様には、負担ばかり掛けてい
たことと思います。期初にメンバーの皆さんになるべく早い
予定立てと、参加しやすい環境づくりをと抱負に掲げました
が、自らの不参加が多く、何れも適わないままの一年でした。
自クラブ以外の皆さんとの接点も持つことが殆ど出来ず、楽
しい企画も有ったにも拘らず、大変残念な一年でした。猿で
も出来る反省でした。（書記ってない 本間 剛）

会　計� 駿河幸子

皆さま、一年間本当にお世話になりました。会計というお
役の重要性をしっかりと理解もせず、私で出来ることで有れ

ばと軽い気持ちでお引受けしたのが一年前でした。過ぎてみ
ますと皆様に多大なご迷惑をおかけしてしまったのではと反
省をしております。しかしながら、皆様の、特に篠田さんの
お支えによりましてなんとかお役を果たす事ができそうです。
感謝です。私にとりましては学びの時となり、この様な機会
をお与え頂けたこと有り難く思っております。至らない私で
すが来年度も引き続き宜しくお願い申し上げます。

A委員長� 鈴木雅博

サブの宇田川さんやほかの方々が動いてくれたおかげで何
とか 1 年が終わろうとしています。今期の目玉は篠田企画メ
ンが誰も考え付かない、新春の歌会初めへの応募でした。

はじめは皆さん無関心で「短歌なんかできないよ！」「応募
したってむりむり」との意見！

篠田メンが短歌に関しての講義が始まり、五七五七七　作
り方など、だんだんと篠田マジックに乗せられ、皆さんムキ
になり予定時間通りにすべてのメンが完成！来年の正月が楽
しみです。流石！企画部長のおかげで素晴らしい例会になり
ましたことを感謝し、無事役目を終えることが出来ました。

B 委員長� 島田　徹

今期も 2 期継続で B 委員長を任されもうすぐ任期を全うで
きそうです。

あらためてメンバーのご協力厚く御礼申し上げます。
さて、今期のメインイベントであるクリスマス例会と講師

例会は如何だったでしょうか？メンバーにはうざいほどの出
席電話をしたため、いやいやであったかもしれませんが、結
果は楽しかったのではないかと自負しております。ただそれ
でも頑なに出られない何名かに関してですが来期は是非とも
来てくださいね。

今期も出来なかった例会（特に講師例会）の段取り表？は
整備しておきたかったです。新しいメンバーも多くなり、他
クラブとの「講師のリストの共有」や準備の担当分担を確実
にすることは、急務であると考えています。昨年のようなミ
スがなかったことを報告し、この 1 年間ご協力感謝致します。

準備編� 宇田川敬司

江東クラブの有志で船釣りに行こう！ということが発端で、
５月メネット例会は、メンが釣ってきた魚をメン・メネット
で頂きましょうということになりました。

しかし、釣りに行く予定であった例会前日の 5 月 13 日は
雨……。本降りではありませんでしたが、素人が初めて船釣
りをするには、ちょっとハードルが高いため、紙の餌で築地
という漁場に釣りに相川会長・小松メン・酒向メンそして私
の４名で早朝から向かいました。

紙の餌はとても良く釣れ、捌かれた鯛やマグロのカマ・焼
き鳥まで釣れました。

私は初めての築地場内だったので、全く勝手が分かりませ
んでしたが、相川会長がお取引先の方にお店を聞きながら買
い物をしました。朝食は昔ながらの定食屋であたまライス＆
ビール！そしておばちゃんお勧めのチョイ掛け！

さて、問題！あたまライス、チョイ掛けと注文すると、何
が出てくるのか？

答えは、一番最後に。翌日、朝からメンが調理にあたり、
小鯵のから揚げ、マグロのカマ焼、鯛・鯵の刺身、焼き鳥と、
とても美味しく豪華なお食事になりました。

１年を振り返って

メネット例会
つぎの機会は”ちゃんとした釣り”で、メネットをおもて

なししたいと思いました。
文中の問題の答えは、かつ丼の別盛りでライスにカレーを

掛けたものが出てきます。『おいしかったぁ～♪』
出席者：相川、安藤、市崎、宇田川、香取、菊地、小松、酒向、島田、藤井、本間、メネッ
ト：安藤、宇田川、香取、島田、菅原、藤井の各メネット、コメット：宇田川‘s２

感謝！！東京江東クラブの皆様�
メネット会長：島田京子 (^^)v

昨日はメネット例会、ありがとうございました。
企画、事前準備、アクシデント回避そして買い出し（笑）、



3

　これでいいのか　江東クラブ�⑨��島田　徹�
思えば娘がYMCA幼稚園入学してその冬にはメンバーになっていますのでもう26年も経ってしまいました。当時、例会
はほぼ全員出席であったと思います。そのことに対して驚異的であると、また何がメンバーを集めるのかとブリテンに書いた
ような覚えがあります。さて26年経った現在、当クラブは若手の入会も多く、他クラブから見れば、大ベテランから中堅、
若手に至るまでバランスの良い理想のメンバー構成になっているのでないでしょうか。しかし第一例会はパラパラ、本例会も
時には数えるほどの寂しい時もあり、近々の会長が提起した「楽しくないから集まらないのでは」はごもっともかもしれません。
ワイズって何？ワイズに何を求めるか、いや何ができるかという永遠の課題？これはYMCAやリーダーに対し、「お金は出
すが、口は出さない」という相撲のタニマチのごとくリーダーを育成し普通ではできない経験させ見守ることが大事だと思わ
れます。一時期ワイズを隠れ蓑とした飲み会が流行りのように行われていましたがそれも最近は下火のようです。ワイズの火
を絶やさぬよう信条の一文「出席第一と奉仕第一とを旨としよう」これにつきるのではないでしょうか？

だなあと思います。カップは 210cc が一番安い。氷はろ過
水を使った製氷機で作ったものを寄付しています。この量な
ら 200 円で売ってもいいと思っていましたが盛り上がるなら
300 円もいいか。

在京会長会報告� 酒向裕司

5 月 27 日、東陽町センターにて在京ワイズ・クラブ会長会
が開催され、新しい総主事の菅谷氏の挨拶でスタートしまし
た。東京 YMCA からの報告では、8 月 26 日（土）予定の夏
祭りの協力のお願い、また妙高高原ロッジの閉鎖、来年 1 月
に本部が早稲田に移転する旨の報告がありました。

協議では、次回在京ワイズ会長会幹事として、世田谷クラ
ブの太田メンの推薦があり、承認されました。また来年の会
長会・新年会は、東京ベイサイドクラブがホストで、1 月 13
日（土）に東雲周辺でとの報告がありました。

各クラブ会長の報告では、退会による人数の減少の報告も
あり、ワイズ衰退を感じることがありましたが、武蔵野多摩
クラブなどでは人数が増えている報告もあり、個々のクラブ
運営に依存する部分が大きいことを感じました。また、次々
期宮内理事の年度の東日本区費大会ホストとして、東京サン
ライズクラブが決定した旨の報告がありました。

久しぶりの会長会の出席で、久しぶりにお会いする方々と
旧交を温めることができました。

第15回東京ＹＭＣＡ会員大会報告
相川達男

５月 27 日（土）東京ＹＭＣＡ東陽町センターに於いて
「2017 年度　第１５回会員大会」が開催された。発表による
と本年度は東京ＹＭＣＡの会員数が 1000 名を超えたそうだ
が、会員大会への出席者は東陽町の視聴覚教室に収まる程度
であった為、必ずしも大勢であったとは言えない。その様な
中、１３時３０分から開始された大会１部では、本年度の活
躍を認められた方々の各種表彰が行われ、江東センターから
はユースボランティアオブザイヤーに大木梨名さん（マロン
リーダー）が選ばれた。昨年秋の江東クラブ「ユース例会」
でも全リー研の報告をしてくれた彼女であるが、江東センター
での日頃の活動を観ていても元気いっぱいのリーダーで納得
の表彰であった。２部では新たに総主事に就任された菅谷総
主事から東京ＹＭＣＡの全般報告が成された。会員数、経営
状況共に順調である旨の報告であった。本年度は新たな取り
組みとして、ＹＭＣＡ、会員の活動のブース展示が行われた。
ロビーに 10 個ほどのブースが設けられ各種の活動報告が成さ
れていた。３部は新任リーダーの委嘱状授与が行われ篠田メ
ンのご長女「ペコリーダー」も新たなメンバーとして加わった。
その後、懇親の会が始まり会員同士和やかなひと時を過ごし
た。� 参加者：相川、篠田

当日の調理、また忌憚のない貴重なご意見も伺うことができ、
メネット例会を持てたこと、良かったと思いました。また、
レクホールと調理室をお借りできたことも、今回のメネット
例会が無事に執り行われたことの要因だと感謝しております。
思いのほか長時間になってしまい、仕切りきれなかったこと
をお詫びしながら、一言お礼を申し上げたく、メールの場を
お借りいたしました。

おもてなし・・ありがとうございました。
期限のついたメネット会、しっかり締めたいと思います。

江東親睦会報告� 相川達男

ＹＭＣＡ江東センター毎年のお楽しみ企画「江東センター
親睦会」が５月 20 日（土）に開催された。例年の事ではあるが、
幼稚園在園児、ご父兄の方々、卒園児、リーダー、リーダーＯＢ、
近隣住民の方々、ワイズ、江東センターに関わる全ての人々
が一堂に会する江東センターバザーに次ぐ一大イベントであ
る。江東ワイズは、恒例になった「ワイズバー」「やきとり」「う
どん・そば」が担当である。すでに確固たる地位を築いてい
る各ブースではあるが、今年も絶好調の様子であった。やき
とりは開始早々に長蛇の列瞬く間に用意した 200 人分が完売
した。うどんそばは安定した販売で終了を待たずに完売。ワ
イズバーは園児のお母さんによる「雇われママ」が功を奏し
終始お客さんが絶えない状況であった。兎にも角にも１年に
一度の園庭で公認にお酒を飲みながら知人たちと親交を深め
られるイベントである。楽しくないわけがない。正味３時間
のイベントではあったが今年も大いに盛り上がったのは言う
までもない。江東センターの素晴らしさを実感した一時であっ
た。

参加者：相川、香取、菊地、小松、酒向、寺尾、中野、山崎、

会員親睦会　ワイズバー報告� 寺尾紀昭

この日私は地元神社の用事と重なっていました。昨年もそ
うでした。自分がやるとうまくいくことだけをやらせていた
だいて両方に出席するアリバイ工作をしました。

園庭向けのスピーカーを設置（多分この仕事がメイン）、バー
の仕入れ、氷の調達、バー道具をそろえて、担当していただ
けるママとレシピを確認、あとは任せたというのが正直なと
ころです。○○杯売れて益金○○円。私は 1 杯も作りません
でしたが楽しく盛り上がったと伺っています。これでいいん
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ＹＭＣＡ ニュース（６月号）
江東センター＆幼稚園

▼八ヶ町大運動会
今年、34 年目となる八ヶ町大運動会が 5 月 14 日（日）、江東
区の千石運動場で開催した。 江東区の石島、扇橋、千石など、
八つの町会とＹＭＣＡが協働で開催している 「深川八ヶ町（はっ
かちょう）こども大運動会」。前日までの雨で場所の変更が検討
されましたが、当日はグランドの状態もよく、山﨑 孝明江東区
長の挨拶で予定通りスタートをした。子どもたち約 400 名が大
玉送り競争、綱引き、パン食い競争、町会対抗リレーなどを元
気いっぱいに楽しんだ。ＹＭＣＡからは、幼児・小学生 50 人
ほどが参加した。多くの保護者、小学校の校長先生、町会長や
町会の役員方々など、地域の皆さんの大声援が一つになっていっ
た。主催は、「深川八ヶ町連合子ども会」「北部ジュニアリーダー
ズクラブ」、そして「東京ＹＭＣＡ江東コミュニティーセンター」。
ＹＭＣＡは競技進行や準備などの事務局を担当し、スタッフ 6
名のほか、ボランティアリーダー 10 名が参加し、大活躍でした。
＊東京ＹＭＣＡ江東コミュニティーセンターのホームページの
新着に写真をアップしております。ご覧ください。

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2017/05/20170529-1.html

▼江東YMCA親睦会
５月 20 日（土）16 ～ 18 時、江東センター＆幼稚園で、今年
も江東ＹＭＣＡに集う仲間たちの親睦会を開催いたしました。
天候にも恵まれ来場者は約 700 名！　
　今年のテーマは「つなげよう江東の“わ”」。子どもから大人
まで多くの方々が集いました。園庭では模擬店（江東ワイズの
そば＆うどん、そしてワイズバ―のビール＆カクテル、在園の
母の会歴代会長会の白木蓮の炊き込みご飯＆おでん、昨年度卒
園した園児のお父さんチームとサッカークラブの保護者の焼き
そば、リーダーのフランクフルト、先生方のゲームコーナー、
多くのお父さん＆お母さんたち、卒園児のお友達によるクレー
プ、かき氷、ポップコーン……みなさんに支えられながら無事
に終了することができました。
事前準備から当日運営まで、ありがとうございました。
＊東京ＹＭＣＡ江東コミュニティーセンターのホームページの
新着に写真をアップしております。ご覧ください。

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2017/05/20170530-3.html

東京ＹＭＣＡ
▼会員大会大会

５月 27 日（土）、142 名の参加者が集い開催された。今回はブー
ス形式で 10 のブースで会員活動、事業の報告を行った。座っ
て聞きっぱなしの会とは違い、自らが説明者になったり興味の
あるブースに聞きに行ったりとすることができ、概ね好評であっ
た。これは会員維持・増強委員会の発案から生まれたものである。
特に今回は今までご参加のなかった皆様の顔を沢山見ることが
できた。
来年は 150 名を目指したい。皆様の準備から実施にわたるまで
のご協力に感謝申し上げます。

今後の予定
▼江東センター＆幼稚園

・プール設置　 ：６月　３日（土）
・夏季キャンプ実技トレーニング①：６月 16 日（金）～ 18 日（日）
【山中湖ｾﾝﾀｰ】
・夏季キャンプ実技トレーニング②：６月 23 日（金）～ 25 日（日）
【野尻・道志】
・江東親睦会評価会：６月 20 日（火）
・バザー委員会：６月 39 日（金）
・プール解体＆館内ワーク：９月９日（土）
▼東京ＹＭＣＡ

・ ＹＭＣＡトップリーダーシップセミナー：６月 16 日（金）～
17 日（土）　 　（東山荘）

・会員芸術祭：６月 26 日（月）～７月１日（土）　（東陽町センター）
・夏まつり：８月 26 日（土）　　東陽町センター

５月第一例会報告� 相川達男
５月 11 日（木）江東 YMCA
１．５月メネット例会について　打ち合わせ
２． ６月総会について　６月 24 日（土）精華楼に決定　会費約

5000 円
３． 使用済み切手収集の件　幼稚園の学期区切りを考慮し2017

年８月で終了とする。終了に当たっては協力してくれた団体、
個人に丁寧に終了の理由を添えての感謝の書状を用意する。

４． 東日本区大会参加者 14 名　当日受付業務に協力のこと。
大会終了後現地で昼食事会を計画中。

５． ６月本例会はなしとし、報告事項などは総会で行う。今期最
後の役員会６月 29 日（木）。

６． 次期 ABC 委員長は５月 20 日までに事業計画、予算、各事
業の担当責任者及び補佐を次期役員に提出の要請（次期会長
より）

出席者：相川、宇田川、草分、小松、酒向、駿河、島田、中野、藤井

５月役員会報告� 相川達男
５月 25 日（木）江東 YMCA　
１． 各委員会の事業計画、予算集計　これをもとに第一次予算

案を第一例会に提出、審議
２． ６月３日（土）YMCA プール設置　島田、菊地を中心とし

て焼き鳥提供
３． 東日本区大会　メン 10 名、メネット３名参加予定　会場

道案内、バナーセレモニー、受付、舞台装置、会場呼び込み、
アジア会長アテンドなどで協力　９時 30 分会場着

４． 両区大会補助金は６月第一例会時に渡す
５． 納会　６月 24 日（土）６時より　精華楼　メン 5000 円、

メネット 3000 円
６． 篠田秀樹退会届提出　６月第一例会で会員の意見を聞く。

出席者：相川、香取、小松、篠田、駿河、藤井

7月総会案内

7月20日（木）
19：00～　江東YMCA
前期事業、決算報告
新役員就任式
酒向会長　今期方針、事業計画発表
各委員会活動方針、計画発表
今期予算発表、審議他

６月、７月の予定

６月１日（木）第一例会
６月３日（土）
　～４日（日）東日本区大会　川越
６月３日（土）江東YMCAプール設置
６月10日（土）～11日（日）西日本区大会　熊本
６月24日（土）納会　　精華楼
６月26日（月）
　～７月１日（土）東京YMCA会員芸術祭　東陽町センター
６月29日（木）役員会
７月６日（木）第一例会
７月15日（土）関東東部評議会　東陽町センター
７月20日（木）総会
７月21日（金）
　～23日（日）アジア地域大会　タイ・チェンマイ
８月19日（土） 相川会長慰労会・納涼例会
 ラザリア　だん家（ビアホール）
８月26日（土）東陽町センター夏祭り　東陽町センター

（会場の記載のないものは江東YMCA）

編・集・後・記
夏の気配と共にワイズ年度もも終わりに近づいてきました。今年度の役員
の皆様初めクラブの皆様、ブリティン編集にご協力頂きありがとうござい
ました。次年度は藤井さんにバトンタッチをします。今まで同様にご協力
をお願いいたします。（Y.S.）

年度初め、
全員出席を !!


