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国際会長　Henry Grindheim（ノルウェ―） 主　題 “ Friendship across the borders ”「 国境なき友情 」
 スローガン“ Let us walk in the Light-together ”「 ともに、光の中を歩もう 」
アジア太平洋地域会長　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 the 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　栗本治郎（熱海） 理事主題「広げよう　ワイズの仲間」（Extension  Membership ＆ Conservation）
 スローガン「楽しくなければ　ワイズじゃない　積極参加で　実りある奉仕」
 （Joyful life through Y's dom  Service with Positive action）
関東東部部長　長尾昌男（千葉） 部長主題「 義務を果たして、クラブと関東東部の活性化を図ろう 」
東京江東クラブ会長　酒向裕司	 会長主題　　主題：皆で参加、楽しい例会へ

2017 〜 2018年度　東京江東ワイズメンズクラブ 7月報

会長就任にあたって
酒向裕司

相川直前会長の後任として今年度会長をやら
せていただくことになりました。一年間よろし
くお願いします。

2008 年 3 月に東京江東クラブに入会して今
年で 10 年目になります。当初は K さんと同時入会する予定でした
が、紆余曲折？があり結局単独入会でした。入会当初は、子供を
含め家族ぐるみでワイズのイベントに参加して、江東クラブの諸
先輩、幼稚園の先生やリーダーと楽しく交流しました。

ここ最近のクラブの活動状況はあまり良くないと思っています。
クラブの出席率は（体調のすぐれない方を除いた実質的な出席率
も）低迷し、新人もここ最近はなかなか入って来ない状況です。

クラブの活性化と足元を固めるために、主題は「皆で参加、楽
しい例会へ」とさせていただきました。楽しい例会の実現を最優
先に考えたいと思います。そのためには参加人数を増やすことを
大事にしたいと思います。参加人数が多ければ例会は盛り上がりま
すし、今後のクラブの方向性の議論も深まると思っています。昨
年度からバディ制度を始めましたが更に実効的なものにしたいと
思います。

主題には掲げませんでしたが、今まで通り江東センターのため、
地域のために活動したいと思います。

クラブの皆さんの気持ちが東京江東クラブの今後を決めていき
ます。東京江東クラブが盛り上がるようにしていきたいと思いま
すので、一年間よろしくお願いします。

7月総会（担当：役員会）
日　時　　　　7月20日（木）19時～21時
ところ　　　　江東YMCA  301・302号室
受　付　　　　会計　駿河幸子
プログラム
司会　　副会長　　宇田川敬司君
開会点鐘 会長　　相川　達男君
ワイズソング・ワイズの信条 山崎　常久君
会長挨拶 会長　　相川　達男君
食前の感謝 担当主事　　草分　俊一君
食　事
総会議事（１）議長選出 司会　　宇田川敬司君　
・前年度事業報告・発表　承認 会長　　相川　達男君
・各委員会事業報告・発表　承認 A/B/C各委員長
・前年度決算報告・審議　承認 会計　　駿河幸子さん
役員就任式 司式　　柳沢　広繁君　　
総会議事（２）　議長選出 司会　　宇田川敬司君
・新会長方針・事業計画発表　承認 新会長　酒向　裕司君
・新年度予算発表・審議　承認 新会計　駿河幸子さん
・各委員会事業計画発表・承認 A/B/C各委員長
総会終了
スマイル・結婚記念日・各種報告
閉会点鐘 新会長　酒向裕司君
今月のハッピーバースデイ
メン：寺尾紀昭君、楢原守人君、島田　徹君　
メネット：相川千恵子さん
今月の結婚記念日　該当なし

今月の強調月　キックオフ・YMCAサービス・ASF・ロールバックマラリア
6月会員数 6月出席者 6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 17名 18/24
前年迄 2,169,921円 前月迄 66,400円

会 長 酒向　裕司
メ ネ ッ ト 5名 75% 副 会 長 宇田川敬司
コ メ ッ ト 0名 　

6月 0円 5月分 13,000円
書 記 藤井　寛敏

ビ ジ タ ー 0名 前月出席率 会 計 駿河　幸子
ゲ ス ト 1名 修正

残　高 2,169,921円 累　計 79,400円
直 前 会 長 相川　達男

メイキャップ 0名 0% 顧 問 香取　良和
連 絡 主 事 草分　俊一

『神は、一人の人からすべての民族を造り出して、地上の至るところに住まわせ、季節を決め、

	 彼らの居住地の境界をお決めになりました。』	 使徒言行録　17章 26節　

今月の聖句
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楽しい例会の実現を最優先	 酒向会長（1面の続き）
・ 出席率を 90% 以上に！　本例会には優先的に出席を。出

られない場合は第一例会、役員会、他の行事に出席参加し
て最低月に 1 回は顔を合わせましょう。（全員がそうすれ
ば出席率 100% になります。）

・ 例会案内には必ず返事を！　返事がない人、全欠席の人に
はバディーが必ず連絡を。

・ スマイルに全員参加を！全員が必ず一言発言しましょう。
（スモールコインで）

楽しいと思えるワイズ活動を	 副会長　宇田川敬司
『江東メンバーが楽しいと思えるワイズ活動』を目指した

いと思っております。これは、前期の相川元会長が目指し土
台を築いて頂いた、目標の継続であります。目標というと、
各クラブメンバー増強を挙げます。しかし、メンバーが増え
ないという現実。それは、時代に則していない活動の多さが
あるのではないでしょうか？

伝統の古きを重んじ、新しいものを創造する。ワイズ全体
を考えることも必要ですが、まずは我がクラブを盛り上げる
手立てを真剣に考えることが急務だと思います。今期、酒向
会長の下、ただ遊びの会、飲みの会では無く本当の意味で楽
しめるワイズを創造したいと思っております。

あやかって	 書記　藤井寛敏
お勤めでなかなか自分の時間がとりにくい中、2 度目の会長

を引き受けた酒向さんのクラブを愛する気持ちに意気に感じ、
書記を引き受けました。

将棋の世界では藤井聰太四段の 29 連勝に安倍首相が日本の
歴史を変えたと言ったそうですが（6 月 28 日）同じ苗字にあ
やかって、できるだけ会長の負担を少なくすべく雑用を引き
受け、皆さんが出席するのを楽しみにするようなクラブにな
るよう江東クラブの歴史を変える転換点になるべく皆さんの
知恵を借りながらお世話をする 1 年間にしたいと思っており
ます。

今年度も会計をお引き受けして	 会計　駿河幸子
今までに経験したことのないお役に、ただあたふたと過ぎ

た昨年度でした。リベンジの今年度は、一年間の経験を通し
学んだことを少しでも活かしてお役を務められたらと願って
おります。「ちゃんと理解をして会計のお役を担うぞ！」これ
が私の「これだけはやるぞ！」です。皆様、まだまだ沢山の
お手数とご迷惑をお掛けすることと思います。どうぞ宜しく
お願い申し上げます。

新しい事業を！	 Ａ委員長　市崎俊一
この数年ワイズ活動が疎かになりがちな私でしたが、今年

度は酒向会長を支えるべく A 委員長を引き受けさせていた
だくことになりました。Ａ委員会は主にクラブの収益を担う
事業を担当しています。今年度もワイズポテトの販売、区民
祭り焼きそば、スマイル他各種献金集めなどが中心になると
は思いますが、そろそろ新しい収益事業も考えたいと思って
います。何とか今期中に１つ新しい事業を考案実行したいで
す！！
地域奉仕活動に目途を！！	 Ｂ委員会委員長　相川達男

Ｂ委員会はＹＭＣＡサービス、地域奉仕、ユース関係を担
当します。従来のＹサ事業（バザー、プール設置など）、地域

奉仕（ワイズサッカー等）に加えて今期は新たな地域奉仕事
業を立ち上げたいと思います。江東センターとしての地域奉
仕事業が乏しいのではとの声を受け、江東センター、幼稚園
との協働で何か地域のためになることを行いたいと考えてい
ます。今のところ木場公園や近隣の清掃（ゴミ拾い）が候補
になっています。

Ｃ委員長として	 小松重雄
今期も、Ｃ委員長を担当する事になりました。各事業に関

しては前年のものを踏襲しますが、特にＤＢＣについては過
日の西日本区大会の折に親交を深めた熊本ジェーンズクラブ
との関係を進展させ、新事業としては江東ＹＭＣＡ・地域・
ワイズと共働してできる事業を発案・実行できたらと思って
います。いずれにしても前提となるのはクラブの活性化であ
りますので様々な形で注力してゆきたいと思っております。

メネット会の終活	 メネット会長　藤井祥子
今期で、私たちのメネット会は「no side」とすることにな

りました。メネット会の意義、活動、存続を共有することが
できなくなったからです。また、それを理解していただく知
恵も力も持ち合わせておりませんでした。会を発足させ、発
展させ、日本区、東日本区でその存在、活動を示してくださっ
た先達の皆様には、誠に申し訳ないことです。国際ワイズメ
ネット会への協力面でも残念なことだと思います。この一年
は、今までしてきた活動を、きちんと実践しながら、会計、
持ち物の整理、ご挨拶、お礼をしていく一年としていきたい
と思います。

寡黙か、全力か	 顧問　香取良和
今期、顧問を仰せつかった。多分始めての役割である。そ

もそも顧問とは？　要するに何か問題が生じたとき、聞かれ
た場合に限り、自分の乏しい経験の中から尤もらしい意見を
言う、聞かれなければ、只黙っていればいいのである。問題は、
何も聞かれない時、黙っていられるか？である。今期の目標
は寡黙としよう。

いや一寸待てよ、しかし推薦人は藤井さんである。決して
いい加減な気持ちでなく、江東クラブの現状を少しでも活性
化させる為、いろいろな角度から建設的な「意見」を述べて
欲しいと期待してくれての事と思う。私もワイズに在籍でき
るのも後、２～３年あるか？ないか？折角の役割を感謝し、
自分なりに全力を……。

地域奉仕活動を	 担当主事　草分俊一
いつもオール東京ＹＭＣ A のプログラム、江東コミュニ

ティーセンター＆幼稚園のプログラムをお支えいただき感謝
しております。センター＆幼稚園 70 周年に向けて、継承と活
性化を心掛けて参ります。共に手を取りながら歩んでいきま
しょう。よろしくお願いいたします。

①今年度も引き続き、ご支援をお願いいたします。　
②新しいプログラムへのご参加をお願いいたします。
＊昨年はファミリースキーキャンプを開催しました
＊今年はシニア向け？！ストックウォーキングを開催しま

す！　運動不足の皆様、是非ご参加を！
③定期的にできる地域奉仕活動を模索しています。子ども、

ファミリーが一緒にできるものを……お知恵を……。

これだけはやるぞ！！〈新役員の決意〉
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報　告

納会　酒向年度に一縷の希望
香取良和

６月 24 日（土）、東京江東クラブの 58 年度を締めくくる
納会が、最近もっぱら二次会の会場に定着している、料理が
旨くて、雰囲気の温かい精華楼にて行なわれた。

会は、相川会長が最も信頼している、小松副会長の司会進
行で進められた。

今期は、相川会長・小松副会長・島田 B 委員長などの努力
と例会にも芸人を招いたり和歌の会で無謀にも「歌会始めに
挑戦」したりの工夫にも拘わらず、2014 年度の東日本区大会
ホストの後遺症から未だ抜け出せないのか、全体的に出席率
も悪く活況には程遠い一年であった。しかし、納会はメネッ
トの参加と小松君の軽妙な司会で盛り上がった。ここへ、柳
沢さんと岡田さんが元気で参加していれば、最高の納会になっ
たと思うと残念。今期を振り返り、来期それぞれ何を成すべ
きかの個々の報告に来期の酒向年度に一縷の希望が見えてき
た。尚、メネット会は来期を以って対外的には解散するらし
いが、メネットとしての活動は続けて行ってほしいと思う。
出席：ゲスト軍司さん（職員）・相川会長・安斉・安藤・市崎＆メネット・宇田川・香
取＆メネット・菊池・草分・小松・酒向・島田＆メネット・鈴木＆メネット・駿河・寺尾・
藤井＆メネット

東日本区大会参加報告
相川達男

6 月 3 日（土）4 日（日）
の両日、利根川理事年度の
締め括りとなる東日本区
大会が埼玉 3 クラブ（埼
玉、所沢、川越）のホスト
に支えられ川越で開催され
た。爽やかな風が吹く好天
に恵まれた会場の「ウェス
タ川越」には 400 名を超
す東西のワイズメンが参集
した。1700 名収容可能な
大ホールは少々器が大き

すぎた気がしたが、新しくモダンなデザインの会場は参加者
の気持ちを満足させてくれるものであった。プログラムの内
容は東日本区の慣例に則ったオーソドックスなものであった

が、いすみ鉄道社長鳥塚亨亮氏の「ローカル線を救うおもて
なし」と題された記念講演は聞き手を飽きさせない見事なも
のであった。今回の大会で印象に残ったのはメモリアルアワー
である。江東クラブに入会して 12 年目の私であるが自分のク
ラブのメンバーがメモリアルアワーで紹介されたのは初めて
である。メモリアルアワーの画像を見ながら改めて白坂さん
の存在の大きさを思い返した次第である。2 日目の表彰式で今
年度江東クラブは「RBM 献金」で最優秀賞を頂いた。昨年の
クリスマスに幼稚園からの献金を頂いたおかげで獲得できた
ものである。大会終了後は川越在住の江東センター職員の軍
司さんが手配してくれた「そば」の名店で西日本区からのゲ
ストも交えて懇親の場を設けた。小江戸川越を満喫した 2 日
間であった。
参加者：相川、安斎、香取&メネット、草分、小松、酒向、篠田、島田メネット、鈴木、
駿河、藤井＆メネット

東日本区大会メネットアワー
島田京子

バタバタと事前準備に駆け回りながら、メネットアワーの
開始を待つ。私自身もメネットアワーの参加は久しぶり。し
かも司会のお役を仰せつかり、参加者のお名前に目を通しプ
ログラムの確認に必死。日本 YMCA 同盟総主事の神崎氏の出
席もいただき、西日本区からも 2 名の参加があり、東日本区
からは北海道部を除く 6 部から各々メネットが集まった。参
加者 33 名…こぢんまりとした会ではあったが、集えたこと
に感謝！メネットアワーが開催できたことに安堵。講師は長
野クラブの小林晶子メネットによる『“整理”ではぐくむ豊か
な暮らし』のお話。耳が痛い、目からうろこ、刺激を受ける。
駆け足で過ぎたメネットアワーだったが、なかなか有意義な
時間だったと思う。

白坂鐘蔵さんメモリアルアワー
（原稿作成）藤井寛敏

戦後の安定期に入った 1950 年代の後半、東京 YMCA の拠
点設立構想の最初のプロジェクトとなった江東ＹＭＣＡの設
立事業に地元代表の一人として（YMCA 英語学校の卒業生の
縁で）尽力し、1959 年、東京江東ワイズメンズクラブの設立
時にはチャーターメンバーとして参加し、1966 年ハワイの国
際大会にも参加、1967 年にはクラブ会長を務めた。その後い
くつかの子クラブ設立時には若いメンバーの中で一人 20 歳以
上の先輩として静かに陰で見守ってサポートしてくれていま
した。例会では冗談を言ってクラブの雰囲気を和やかにする
面も持ち合わせておりました。

2003 年 6 月 奈良　
傳 賞 受 賞。 2016
年 8 月 20 日、クラ
ブでは唯一のチャー
タ ー メ ン バ ー を 失
い、深い悲しみに包
まれました。陸軍士
官学校卒。享年 97。

相川会長より酒向新会長へ。右端は島田京子メネット会長
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報　告

ドクター　モスキートと共に
藤井寛敏

アジア地域会長のチュン・ミン・シャオ（Tung Ming 
Hsiao）さんが東西両区の大会に参加のため来日が分かったの
が大会 10 日前。大会前日にゴルフ場で昨年の台湾での国際大
会（彼が大会ホスト委員長で私が大会委員長だった）以来の
再会を喜び合った。ゴルフ大会は素晴らしいコースで 16 名の
参加者が理事長杯を競った。シャオさんは私が使いこなせな
いゴルフクラブで好打を連発し、ゴルフはクラブでないこと
を証明した。

大会終了後の 1 日おいた 6 日には祥子と共に明治神宮、ス
カイツリーを案内し、YMCA 東陽町センターを訪問し、見学
後、菅谷総主事と懇談した。その後、利根川理事はじめアジ
アに関係する人たちによる歓迎会に出席した。次の日、大阪
の元アジア会長の岡野さん宅へ行く彼を東日本区 TC(travel 
coordinator) の長澤さんと共に東京駅で見送った。そして熊
本で再会した。

彼との出会いは私が次期国際会長の時の 2009 年、ロール
バックマラリア運動を始めるにあたり、当時台湾政府から国
連のブリュッセルにある衛生機関に派遣されていた蚊の専門
家であるワイズマンの彼を委員会のメンバーとしてジュネー
ブでの委員会に参加してもらったのが最初であった。彼は温
厚な人柄で“ドクター　モスキート”として委員達から親し
まれた。また彼は台湾では有名な“ワイズ　シャオ 3 兄弟”
の末弟であり、長兄のデービッドさんは日本生まれで 2001
年にはアジア地域会長を務めた。我々の IBC の台中エバーナ
イスクラブの蔡さんは私の国際会長の時の國際 BF 事業主任と
して彼に紹介してもらった。（國際大会にはお元気な姿であっ
たが大会後、残念ながら亡くなった。合掌。）　次兄のケンさ
んは台北ダウンタウンクラブのメンバーで我々の DBC の十勝
クラブと IBC の関係にあり、十勝や台湾で何度も会っている。
そんなこんなで彼との浅からぬ縁を大切にしたい。

西日本区大会に参加してみました
安齋克茂

第 20 回西日本区大会が６月 10 日、11 日　菊池文化会館、
ホテル日航熊本に於いて開催された。昨年４月の地震により、
当初予定していた会場が使用不可能となりましたが、地震に
負けたくないという強い信念のもと、隣町の菊池文化会館を
使用して開催されました。まずフル－トアンサンブル（チィ
アラ）演奏にはじまり、岩本　悟　西日本区理事が開会を宣
言した。私が西日本区大会に参加してみようと思ったのは昨
年８月十勝クラブ 40 周年の夕食会で、今大会のアピ－ルに来
ていた実行委員長の入佐孝三さんと席が隣同士となり話がは

ずみ、東日本区との違いを体験してみるのもいいのではない
かと思いその場で参加することにした。実際参加してみると
地震に負けないという信念やパワーが伝わり、９部 84 クラブ
の力を見せつけられました、今後、何時、何処で災害が起こ
るかわかりませんが、災害の支援、復興には人のネットワ - ク
が大切であることを再認識しましたが、これはまさにワイズ
のネットワ－クそのものだと思いました。

最後になりましたが、大会期間中我々をフルアテンドして
いただきました熊本ジェ－ンズクラブの皆様有難うございま
した。皆様と共に京都トゥビークラブの皆様とも楽しい交流
ができました。また、すべてが終わりロビ－でみんなを見送
る入佐実行委員長のすがすがしい顔が印象的でした。
参加者 : 相川、安斎、安藤メネット、香取&メネット、小松、酒向、藤井＆メネット

BB3　in　九州～倉敷
BB1　藤井祥子

「36 Ｃの香取晴美様　恐れ入りますがお手をお挙げくださ
いませ」えっ！ダブルブッキング !?　（後からの話　引き吊り
降ろされそうになったら皆で抑えるところだったね！）６月
３日（土）羽田出発直前のこと。

熊本空港からタクシーで 40 分菊池市文化会館着。参加者
84 名で西日本区メネットアワーが始まりました。東日本区か
らは、メンを含めて８名。熊本の６クラブのメネット会の協
力で盛大に行われました。メネット事業は西日本区の事業で
すので、事業主任、各部の主査による報告，卓話、引き継ぎ
式が行われ、整然となおかつ、情熱的に、思いのこもったアワー
でした。献金も各事業併せて 171 万円強。事業に対して積極
的進められていると感じました。

東西メネット会の形態が違うのですからそれぞれですが、
縮小気味の東は東で組織、運営、事業の進め方等、見直しし
てもいいのではないかと思いました。東の YMCA との関わり
のあるメネット事業は特筆すべきことと思います。

さてランチの豪華なこと !! 久しぶりにおいしいお弁当でし
た。更にトン汁のサービス！大きな「いきなり団子」（サツマ
イモ入り）お菓子、お土産～大変だったでしょうね。おもて
なしありがとうございました。

次の日の朝、熊本駅…ルーマニア戦に勝利したラグビーの
日本代表の大～きな選手軍団に会いました。「おめでとう !」
に「ありがとう」と返してくれました！

～しあわせぇ～　　　

伊東クラブの皆さんと、右端がシャオさん
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2日目
BB2　安藤正子

昨年同様メンに見送られタクシーに乗り込み熊本城に向か
いました。崩れ落ちた城壁、青いビニールシートに覆われた
箇所があちらこちらに痛ましい思いでした。加藤神社にこれ
からの熊本城、地域の復興を祈り後にしました。そして白壁
の町倉敷へ。大原美術館へ。若き乙女の如く話し、笑い、はしゃ
ぎ、皆様には想像出来ませんよね。それでいいのだ。（BB2 は
一人早朝散歩 , 徒歩で、お城・神社巡り。そして市電で…何所
へやら…）

さらに倉敷にて
BB3　香取晴美

白壁の町屋、蔵屋敷の路地めぐりを堪能すべくお散歩に出
かける。ホテルを出るとすぐお隣に「国の重要文化財大橋家
の住宅」が。

20 室以上あるという格式の高い和の空間、侘び寂びのたた
ずまい。さわやかな風がどの部屋にもゆきわたり風鈴の音が
静けさを際立たせている。懐かしい調度品に触れながら江戸
後期の庄屋の生活に浸る。ひとめぐりしたところで、いつの
間にか大勢の外国人が和服を片手におし寄せ、大座敷は試着
室に様変わり。それを機にお暇することに。見送ってくださっ
た方に進められ近くの鶴形山山頂「阿智神社」へ。本殿には
算額が奉納され和算師（そろばん）の研究者が算学塾を開き
多くの門人を輩出したと記されている。「私のルーツ」と感銘
を受ける。市内を眺望し下山。さすがの「3BB」、方向にお構
いなく「ここは何処？」となり、予定のイタリアンランチが

「やぶそば」に変わり、ついでに「やぶめし」で今回の旅は〆
となりました。「気づき」の BB1「タフ」な BB2「マイペース」
な BB3 の旅は・・つづく？（BB3 は、「うちの人」のために、
駅、タクシーで情報を集め、倉敷美観地区中を走り回り !? お
いしい地酒、焼酎を get…あれっ !?　BB2 それって寝酒用 !?）

編集子註：晴美さんの父上は生徒 600 人ものそろばん塾を
長い間やっていました。

竹内敏朗さん安らかに
藤井寛敏

さる 2 月 24 日、91 歳で亡くなった熱海 YMCA 理事長で
ワイズメンズクラブ元国際会長竹内敏朗さんの葬儀は家族で
営まれたため、5 月 27 日にお別れの会が同 YMCA と熱海グ
ローリー及び熱海ワイズメンズクラブのホストで熱海 YMCA
で行われた。終戦後は波乱に満ちた青年期を過ごされた竹内
さんは 1952 年ワイズに入会し、後半生の 60 年はワイズのた
めにささげられた人生といっても過言ではないと思う。ワイ
ズメンズクラブの発展期の 1970 年代から國際、日本のワイ
ズメンの先頭に立ち、ワイズの発展への貢献と３回の日本で
の国際大会を成功に導いた素晴らしいリーダーシップは後々
まで語り継がれることであろう。約 150 名を超える出席者が
それぞれの竹内さんの人となりやエピソードを披露し、別れ
を惜しんだ。最後までワイズの発展のことばかり口にしてい
た。竹内さん、どうぞ安らかにお休みください。

会の司会を務めた沼事クラブの長谷川等さんは会では一言
も発言しなかったが、長年にわたり竹内さん夫妻と共にあり、
インドへの同行、PIP クラブ（元国際会長のクラブ）の会長
事務局を 4 年にわたり務め、その間、年に 3 回の PIP News 
Letter ( 小冊子 ) の編集を行い、「ワイズメン・竹内敏朗伝記」
の実質編集を担い、メネットが病に倒れてから亡くなられる

までを含めて体調がすぐれない竹内さんを家族同様にお世話
をなさり、竹内さんのスポークスマンとしてお働き頂きまし
た。本当にご苦労様でした。竹内さんご夫妻もさぞ心強かっ
たことでしょう。

DBC交流
香取良和

５月 27 日（土）ロイヤルパークホテルの「バースコット」
にて十勝クラブの山田敏明さんの歓迎会を行なった。山田さ
んは江東の藤井さんと故竹内敏朗氏のお別れ会に出席の為関
東に来られた。藤井さんもさることながら、山田さんを知ら
ないワイズは全国でまずいないであろう。十勝との DBC は江
東の誇りである。いつまでもこの素晴らしい関係が続くよう、
江東クラブも自分達に誇りを持ち、来期は酒向会長を喜ばそ
う。

出席　相川会長・小松・酒向・藤井・香取

プール設置報告
島田　徹

6 月 3 日 ( 土 ) 青天の下、YMCA 幼稚園園庭にプールが設
置され、我がワイズメン精鋭 ( 菊池、佐藤、市崎、島田 ) の玄
人 4 人が幼稚園父兄を労うべく焼き鳥 300 本を振舞いました。
例年この日は晴れの特異日と言えそうなくらい晴天になりま
す。今年は東日本区大会と重なり、普段は参加する小松くん
や藤井、香取の御大が不参加で心配していたところ、職人の
菊池君、佐藤君の力により滞りなくこなせました。今はプー
ル設置も容易になり昔の苦労が夢のようです。やはりこの時
期は今は大人になった子供たちの歓声や汗かき姿がよみがえ
りなんだか感傷的になるひとときでした。園児には楽しい時
間をご父兄にはひとときの記憶を大事にしてほしいと思いま
す。（７面 YMCA ニュース参照）

出席者：文中

バディーリスト　（2017.7.1）
相川 楢原 山崎 島田 鈴木
安斎 藤井 菅原 駿河
安藤 香取 鈴木 宇田川 島田
市崎 酒向 草分 駿河 菅原
宇田川 鈴木 寺尾 香取
岡田 柳沢 中野 本間
香取 安藤 寺尾 楢原 相川
菊池 小松 藤井 安斎 柳沢
草分 市崎 本間 中野
小松 菊池 柳沢 藤井 岡田
酒向 市崎 山崎 相川 ポール
佐藤 相川
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江東ワイズ関係年間スケジュール（2017.7．1現在）

7月

15（土）
20（木）
20～22　　　　
27（木）

関東東部評議会
総会（役員会）
アジア大会・タイチェンマイ
役員会

1月
13（土）
20（土）
25（木）

在京ワイズ新年会
新年例会(役員会）（予定）
役員会

8月
19（土）
24（木）
26（土）

納涼例会（A委員会）
役員会
東陽町夏まつり

2月

1（木）
3（土）

15（木）
22（木）

第一例会
東陽町お餅つき
本例会（C委員会）
役員会
ワイズサッカー

9月

7（木）
9（土）

21（木）
23（土）
28（木）
30（土）

第一例会
プール解体
本例会（B委員会）
チャリティーラン
役員会
部会 千葉市

3月
1（木）

15（木）
22（木）

第一例会
本例会（A委員会）
役員会

10月

5（木）
9（月祝）
19（木）
26（木）
27（金）

28, 29（土日）

第一例会
ソフトボ－ル大会
本例会（C委員会）
役員会
区民祭り準備
区民祭り

4月

5（木）
14（土）
21（土）
26（木）

第一例会
本例会（館外）（B委員会）
部評議会　次期役員研修会
役員会

11月

2（木）
4（土）
5（日）

16（木）
18（土）

2２（水）

第一例会
バザー準備会
バザー
本例会（A委員会）
部評議会　東陽町
役員会

5月

10（木）
12（土）
19（土）
24（木）
26（土）
26（土）

第一例会
本例会（メネット）（予定）
会員親睦会（予定）
役員会
在京会長会　
会員大会（予定）

12月

2（土）
7（木）

9 or 16（土）
23（土）
29（金）

会員・大人のクリスマス
第一例会
Xマス例会（B委員会）
東陽町オープンハウス
役員会・忘年会

6月

2（土）
2, 3（土日）

7（木）
21（木）
23（土）
26（火）

プール組立て
東日本区大会
第一例会
本例会(役員会）（予定）
役員会納会(予定）
会員芸術祭7月1日まで

２０１７～２０１８事業分担表（酒向会長は総括・★印者は該当委員会所属）
Ａ委員会（市崎委員長） Ｂ委員会（相川委員長） Ｃ委員会（小松委員長）
主にクラブ内に関する事業、

東日本区献金関連及びファンド事業 主にＹＭＣＡサービス事業、地域サービス事業 主にブリテン発行など広報、対外関係事業

◆�ドライバー・クラブ例会を楽しくするために例会での
スマイルの材料とする
◆江東ＹＭＣＡ以外のＹＭＣＡ関連支援
◆お年玉つき年賀切手の管理
◆ �LT（leadership�training）、新入会員のオリエンテー
ションを企画準備実行する

◆ＹＭＣＡサービス
◆江東ＹＭＣＡ以外のＹＭＣＡ関連支援
◆地域奉仕事業
◆ユース関連（リーダー含む）

◆ブリテン
◆ＩＢＣ、ＤＢＣ
◆ホームページ管理
◆新規事業
◆メネット

事業 責任担当 補佐 事業 責任担当 補佐 事業 責任担当 補佐
会計　　　　　　 駿河★ 藤井 ソフトボール 中野★ 鈴木 書記 藤井★ 安斎★
ドライバー 市崎★ 相川 ワイズサッカー 島田★ 草分★�楢原★ DBC 小松★ 山崎、香取
ジャガイモ 中野 佐藤★ ユース 宇田川 本間 IBC 山崎★ 本間、藤井
区民祭り 宇田川★ 相川、駿河、香取 プール組立て解体 島田★ 菊地、草分�、佐藤 ブリテン 藤井 山崎、香取
各種献金 柳沢★ 岡田★ 館内ワーク 鈴木★ 宇田川 ホムページ 宇田川 市崎
スマイル管理 相川 駿河 チャリティラン 菅原★ 草分 新規事業 香取★ 小松
プルタブ収集 相川 草分 ワイズガーデン 香取 安藤★ メネット 藤井メネ★
備品管理 柳沢 草分 会員親睦会 寺尾★ 相川★
新会員獲得 本間★ バザー 相川　　 菊池★
新会員幼稚園 鈴木 夏祭り 菅原 中野
LT 藤井 オープンハウス 中野 菅原

担当例会月 8月
納涼

11月
講師

3月
講師 担当例会月 9月

講師
12月

クリスマス
4月
館外 担当例会月 10月

合同
2月
ＴＯＦ

5月
メネット

役員会担当月 7月　納会 役員会担当月 1月　�新年例会 役員会担当月 6月　納会

皆さんの予定表に記入しましょう
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江東センター＆幼稚園

プール設置
今年もプール設置の季節がきた。６月３日（土）、朝早くか

ら園児のお父さんを中心に設置作業が行われた。
① 園舎の屋上からプールの増具をバケツリレーのように園

庭へ下す（お父さん中心）
②水洗いをする（お母さん中心）
③枠を組み立てる（お父さん中心）
④プール内を拭く（お母さん中心）
⑤完成
⑥焼き鳥を食べる
＊毎年、この焼き鳥をワイズメンの方々が、園児のお父さ

んたちよりも早くに園に足を運び、そして暑く、蒸し蒸しの中、
長時間、炭火で焼いてくださりありがとうございます。

＊江東ＹＭＣＡ幼稚園のホームページの新着に写真をアッ
プしております。下記 QR コードよりご覧ください。

オール東京夏季実技リーダートレーニング
毎年恒例の夏季実技リーダートレーニングが、６月 23 日

（金）～ 25 日（日）の２泊３日、山梨県南都留郡にある道志キャ
ンプ場で行われた。（江東センターはこの夏、道志キャンプ場

ＹＭＣＡ ニュース
で２つのキャンプを開催する。その為、多くのリーダーが道
志リーダートレーニングに参加をした）

道志キャンプ場の他にも山中湖キャンプ場、野尻キャンプ
場（共に東京ＹＭＣ A）で開催された。夏のキャンプを想定し、
それぞれ特色のあるキャンプ場へリーダーたちは大型バスで
足を運び、リーダーＯＢ・Ｏ G、スタッフから机上では学べ
ない実技、現場での安全教育を中心に学んだ。この夏、多く
の子どもたちに素敵なＹＭＣ A キャンプの価値を思う存分伝
えてもらいたい。そしてリーダーの飛躍した成長を望んでい
る。

今後の予定

江東センター＆幼稚園
・終了式 ７月 13 日（木）
・ お楽しみ保育（お泊り保育） ７月 14 日（金）～ 16 日（日）　

山中湖センター
・デイキャンプ ８月３日（木）～５日（金）
・休館日 ８月７日（月）～ 19 日（土）
・海のキャンプ ８月 14 日（月）～ 16 日（水）
・定例活動お泊り会 ８月 17 日（木）～ 19 日（土）
・夏季保育 ８月 28 日（月）～ 31 日（木）
・始園式 ９月１日（金）
・プール解体＆園内ワーク ９月９日（土）
・バザー 11 月５日（日）

東京ＹＭＣＡ
◆夏まつり
・日　時：2017 年 ８月 26 日（土） 　11：30 ～ 15：30
・会　場： 東陽町センター　１階 『 Ｗｅｌｌ－Ｂ 』＆アト

リウム
オール東京の行事です。各センター、在京ワイズ、コミュ

ニティー活動委員、リーダー、スタッフが一丸となって、
模擬店を出店したり、イベントを盛り上げたり……

YMCA に集う子どもからシニアの方々に、夏の最後の
思い出つくりを！

模擬店！もしくは参加者！？　ご予定ください！
  

・第 30 回ユーズボランティア・リーダーズフォーラム
９月８日（金）～ 10 日（日）山中湖センター 

 
・ 第 31 回インターナショナルチャリティーラン：９月 23

日（祝：土）　　都立木場公園  
・ソフトボール大会：10 月９日（祝：月）　 
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編・集・後・記
　今期から山崎さんが編集チームに加わり、香取さんと藤井の3人でやって行きま
す。マンネリに陥りがちなブリティンに山崎さんの斬新なアイディアを大いに取り
入れて情報要素だけでなく、読んで楽しいものにしてゆきたいと思っております。
今月号には年間予定表、役割分担表、バディーリストを載せました。ご活用くださ
い。原稿の期日内送付を重ねてお願いする次第です。期末にブリティン協力賞を検
討しております。 （HF）
　1年の始まりは1月元旦、国は4月1日、ワイズは7月1日から新年度である。ここ
数年低調傾向にあるクラブを立て直すキックオフである。気持ちを引き締め、新た
に前を見据え、ＥＭＣ、新事業、に特に力をいれねばならない。江東クラブは「自
分たちが経営している会社」……ならば立て直そう。いいかたちで60周年を迎えよ
う。個人としても自身のハードルを少し上げてみよう。 （YK）
　新年度が始まりました。ブリテンでも来月号から新企画をはじめます。題して
「私の好きな飲み処、食い処」。難しい事はありません。皆さんの好きなお店情報
を情感豊かに紹介してくださいませ。私なら銀座のクラブ〇７かな(^O^) （TY）
▲熊本番外編　　　　　
　熊本の居酒屋で靴を間違えられ皆さんに迷惑をかけた。竹内敏朗元日本区理事の
標語「Into Your Shoes」他人の靴を履いてみないと相手の立場は分からない・・
が一瞬頭をよぎったがサンダルを拝借し翌日靴を買い、お店に返して貰った。
 （YK）

会費納入のお願い
	 会計　駿河幸子
会費の納入はクラブメンバーの第一の義務
であり、クラブの健全な運営を支えます。
会費は前払いが基本です。1年分か前半
期分を7月中に、後半期分は1月中の納入
にご協力ください。現金でお持ちいただ
くか、次の口座へお振り込みをお願いい
たします。

振込口座
みずほ銀行
東陽町支店（店番号670）
普通預金　No.1095292
口座名義　東京江東ワイズメンズクラブ

6月第一例会報告
相川達男

6月1日19：00～　＠江東YMCA　
１）次年度予算
  駿河会計より今年度実績を加味した予算案が提示され、若干の

意見を反映させて７月6日（木）の第一例会に提示し、検討予定
２）6月納会　ブリテン6月号1面参照
３） 東日本区大会　メン8人、メネット3人　8時30分集合　各種

手伝い
４）西日本区大会、東日本区大会参加者への支援金を支給した。
 お土産の深川丼の素　駿河が購入予定（40個）
５） 東京YMCA芸術祭　6月28日（水）16：00～19：00 手伝い

要請2名ほどあり
６） 篠田退会届の件　5月の役員会に今期限りで退会の旨の退会届

が提出された。
  役員会で検討したが以前からの意向に説得を試みてきたがやむ

なしとの意見で一致。
  第一例会で意見を聞いて決めることになっていたが、皆やむな

しとの意見で退会を受け入れることとした。引き続き本人とは
連絡を取り合うこととした。

７） 江東YMCAプール組立て　6月3日（土）東日本区大会と重
なってしまうので島田、菊地で焼き鳥提供予定。

出席者：相川、香取、草分、小松、島田、駿河、藤井

6月新旧合同役員会報告
相川達男

6月29日（木）19:00～　＠江東YMCA
１）総会プログラム　ブリテン7月号参照
２）決算の超概略報告
 第一例会にて決定、監査（宇田川直前会長）を経て、総会で承認
３） 次期会長主題・方針・目標・運営方針口頭で説明「みんなで参

加　楽しい例会へ」　
４)  通常例会でワイン提供の件　赤2本、白1本程度　年間20,000

円以内　了承
５） 7月第一例会プログラムの件
  決算、予算について　詳細詰め　最終仕上げ
 「楽しい例会にするために」ついてブレーンストーミング 
６）Buddyリスト一部修正の件　7月号5面参照
７）ポール・ルゾンカ君の休会届け　事務所に提出済み 
８）事業分担表1部変更　7月合6面参照
９）今期特別例会の予定日の決定件（暫定）同7月号6面参照
10）関東東部CS資金申請予定　了承
11） 8月第一例会8月3日（木）、208年5月第一例会5月10日（木）
12）8月例会会費　メン5000円　メネット3000円
13） 関東東部ホームページ　他クラブと歩調を合わせる　担当宇田川

出席者：相川、安斎、草分、酒向、篠田、島田、駿河、藤井

納涼・相川会長御苦労さん会　案内
お盆終わった週末の８月19日（土）
６時より
ギャザリアプラザ２階
ビアレストランだん家
Tel	03-3646-7011
会費	メン5,000円、メネット3,000円

「相川会長
	 ご苦労さーん」

今後の予定
7月15日	（土）	第1回関東東部評議会＠東

陽町センター
7月20日	（木）クラブ総会
7月27日	（木）役員会
8月19日	（土）	納涼例会・相川会長御苦

労さん会@ギャゼリア　だ
ん家

8月26日	（土）	夏祭り＠東陽町センター
9月		7日	（木）第一例会
9月21日	（木）本例会
9月30日	（土）	関東東部部会＠千葉市美

術センター
（場所の記載ないものは江東YMCA）

冷え冷えビールで乾杯しよう！！


