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 2月本例会（TOF）（Ｃ委員会担当）

日  時  2018年2月15日（木）19:00～20:30
ところ  江東ＹＭＣＡ 301・302号室
受  付  会計 駿河幸子さん

プログラム

司会 小松重雄君

開会点鐘 会長 酒向裕司君
ワイズソング・ワイズの信条 相川達男君
会長挨拶  会長 酒向裕司君
ワイズ一口講座　「各種献金」 藤井寛敏君
ゲストスピーチ “消防団の話” 宇田川敬司君
ハッピーバースデイ・結婚記念日
各種報告・スマイル
閉会点鐘 会長　酒向裕司君
※ハッピーバースデイ
　メン  5日小松茂雄君 10日鈴木雅博君
 17日柳沢広繫君
  メネット 26日鈴木けい子さん
※結婚記念日
　9日 相川達男・千恵子夫妻

『そうなると、あなたの知識によって、弱い人が滅びてしまいます。その兄弟のためにもキリストが死んでくださったのです。』
� コリントの信徒への手紙　一　8章 11節　　

今月の聖句

THE
Y’S MEN’S CLUB

OF
TOKYO-KOTO

THE SERVICE CLUB OF YMCA
A f f i l i a t e d  w i t h  t h e
I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f
Y ' s  M e n ' s  C l u b s ,
C h a r t e r e d ,  1 9 5 9

Koto YMCA 3-15 Ishijima Koto-ku Tokyo Japan. Phone (03) 3645-7171.  FAX (03) 3645-8454

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 」
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 2月報
創立者Paul William Alexanderの
生誕130年 藤井寛敏

　Paul William Alexander の生誕 130 年を記念して
彼の書簡に見るワイズに対する思いの一部に接してみ
たいと思います。
　彼のワイズに対する思いは皆さんが入会したとき、
または役員の就任式で詠まれる式辞に現れています。
そしてそれは彼がワイズメンは、クラブは、こうあっ
て欲しい、こうあるべきだという他の奉仕団体に見ら
れない高い精神性を持った式文であります。そしてこ

の式文の元になったのが彼の書簡の 1 つ「なぜワイズは排他的であるべき
なのか」（WHY BE SO EXCLUSIVE?）に書かれております。彼が残した文
献は少なく代表的なものはこれと以下に言及する 1 つです。
　それは 1951 年に書記長の Henry Grimes 以下何人かに宛てた「YMCA
会員或いはワイズメンとしてのノンクリスチャンについて」という書簡にみ
られる彼のワイズに対する考え方であります。
　彼、Paoul William Alexander はてキリスト者ではありましたが育った
家庭環境が影響して基本的にはキリスト教の教義にあまりこだわらないリ
ベラルな人であったようであります。
　彼はこのような家庭環境と共に様々な宗教を持つ素晴らしい人との交流
を通じて、人はなにを信じるかではなく、なにをなすかであるという信念を

持ったようです。
　アメリカのＹＭＣＡ（1851 年設立）においては 1855 年の「パリ基準」以降、会員資格の門戸を開き始め、その後も開かれた組織
にしようとする動きは活発化しておりましたが、多くの教義派の抵抗との戦いが続き、Y’s 設立のとき（1922 年）もまだ根強く残っ
ていたようです。彼は YMCA をこよなく愛していたので、何とか YMCA が広く門戸を開いた団体になって欲しいという願いをワイズ
に託したのでしょうか。彼が如何にワイズメンにキリスト教の教義を持ち込まないように心砕いたかは就任式の式文を作った過程を次
のように言っております。「そうです。そのような神学は、私の意見では、人類の呪いだったのです。皆さんは私が就任式文を作成する時、

今月の強調月　TOF
1月会員数 1月出席者 1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

23名
内広義会員

3名
休会1名

メンバー 17名 17/20
前年迄 2,013,830円 前月迄 50,100円

会長 酒向　裕司
メネット 8名 85% 副会長 宇田川敬司
コメット 4名 　 1月分 0円 1月分  18,000円 書記 藤井　寛敏
ゲスト  6名 修正

残　高 2,013,830円
累　計 68,100円 直前会長 相川　達男

ビジター  2名 顧問 香取　良和
メネット

オークション 55,100円 連絡主事 草分　俊一

（次ページに続く）
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新年例会報告
相川達男　香取晴美メネット

2018 年の新年を迎え、
恒例の江東ワイズ新年例
会が亀戸アンフェリシオ
ンにて開催されました。
今年も柳亭燕路師匠の
落語で初笑い。毎年この
落語の新年例会を楽しみ
にしてくれているコメッ
ト、メネットに加え、遠
路遥々北海道から DBC

十勝クラブの山田会長、増中さんも駆けつけて下さり、総勢
30 名ほどが集まっての賑やかな新年のスタートとなりまし
た。我々江東クラブとのお付き合いもかれこれ 15 年にもなる
という燕路師匠の軽快なトークと落語「泥棒のお話」で大笑い。
続いて本間メンのプロ顔負けの進行でメネットオークション
がスタート。盛り上がった後の檀上に溢れるほどの献品。皆
の焦点が一つに。手馴れた宇田川・菅原コメットにゲストの
前野ファミリーのご子息、右京・左京両君も加わり例年以上
の速さで次々と落札。島田メネットの「リン」も遅れがちに
なる中、鈴木メンから「5 万ドン！」の値も飛び出し、ます
ますにぎやかな会場。ベトナム通貨だそうですね。赤いラン
ドセルや大きな黒革の超高級デザインバッグ、紬の手作り手
提げ等、なかなかの品揃え。手作りの茶菓に安値がつくと「職
人さんが可哀想」とあわててお財布をとりに向かう燕路師匠
が印象的でした。5万ドンではなく5万円を超える収益に感謝。
燕路師匠の落語と共に大笑いの楽しいオークションになりま
した。

丁度今 NHK の朝ドラで笑いをテーマにしたドラマが放送さ
れていますが、その中でしきりに「人生には笑いが必要だ」言っ
ています。確かに何事も笑顔を持って立ち向かえば何らかの
解決策が見いだせると思います。今のワイズも問題が山積し
ていますが、みんなで笑顔で解決し未来を見出したいもので
す。江東ワイズの初笑いが、そのきっかけになればと願うば
かりです。
出席者：ゲスト 柳亭燕路師匠、前野貞治氏、同夫人、同子弟 2 名、　ビジター　山田氏、
増中氏（以上十勝クラブ）、江東クラブ　相川 & メネ、安齋、安藤 & メネ、市﨑 & メネ、

いかに教条から離れて舵を切ったか、目的の宣言や憲法の条項な
どのすべてにおいて教条に言及することを注意深く避けたかとい
うことに気が付かれることでしょう。YMCA は「共通の目的の
ためにともに行動する人々の集まりである。その人々とはキリス
トの教えを実践しようと努める若き人々である」。これは私の知
る限りでは、キリストの言葉の周りに築きあげられた神学的な教
理のことではなく、キリストの倫理的な教え、と常に解釈されて
きました。　このことは、ワイズメンたることは人が何を信じて
いるか、ではなく、何をなすかに基づいているという事実によっ
て強調されているのです。」最後に文献の中から引用します。「正
義は神学によって作られるものではありません。私たちがワイズ
メンの特質であるべきだと主張している無私の奉仕の美徳は、キ
リストによって教えられ、十字架の上でキリストによって示され
た同胞に対する愛の実例なのです。しかし、その美徳を例証する
ために、人は倫理的であるその教えを受け入れなければなりませ
んが、イエスを自分の救い主として受け入れる必要はないので
す。」今、国際大会などの開会式ではでは Christian Flag が先頭
に掲げられて入場しているが Y’smen’s Flag に取って代わる
日が来るのであろうか。（ワイズメンズワールド No2 に寄稿し
たものです。（日本語版に翻訳チームによる和訳が載っております）

宇田川 & メネコメ２、香取 & メネ、草分、小松、酒向、島田 & メネ、菅原 & メネ コメ、
鈴木、駿河、寺尾、藤井 & メネ、本間、柳澤、( メンバー敬称略 )

在京ワイズ会長会報告
酒向裕司

2018 年 1 月 13 日の在京ワイズ新年会の前に開催されまし
た。会長会幹事の長澤氏（東京クラブ）、YMCA 同盟総主事の
神﨑氏、在日韓国 YMCA 金氏、東京 YMCA 総主事菅谷氏の
挨拶のあと、1 部の報告では会計報告の後、東京 YMCA から
次年度以降もクリスマスオープンハウスをクリスマスチャリ
ティデイと名を変えて継続する報告がありました。協議では、
次年度の会長会のホストクラブが東京多摩みなみクラブに決
定、次回の会長会が 5 月 26 日（東陽町にて）に決定しました。

第 2 部では新しい試みとして「YMCA とワイズのかかわり
方について」という意見交換が行われました。いつもの各ク
ラブの会長報告に代わる新しい試みです。酒向からは、江東
クラブが YMCA 幼稚園の父兄から会員を獲得した例が多い事
について説明し、YMCA のスタッフに積極的に関与してもら
えると良いのではと発言した。またむかでクラブ城井会長か
らは、YMCA がワイズの会員獲得に積極的でないこと、神﨑
氏からは京都では、ワイズが主導して、リーダーとの接点を
作り、YMCA をうまく利用して活動が行われていることの報
告があった。他にも東京多摩みなみクラブの石田会長、世田
谷クラブの松井会長、ひがしクラブの金丸会長からも YMCA
との関わりについて報告があった。YMCA 側からの発言もあ
ると良いと思ったが、今後もこのような意見交換が継続され
ると良いと思いました。

出席：酒向

在京ワイズ合同新年会
山﨑常久

素晴らしい新年会でした。要所を押さえた会場案内、礼拝
から部屋の模様替え時間を使っての全国酒巡り、お囃子のオー
プニング、美味しいインド料理のもてなし、参加者への気配り、
記念撮影、お開き口でのスクラッチ宝くじ配布等々。練りこ
んだプログラムの随所にベイサイドのメンバーの重ねてきた
であろう会合の密度の濃さがズンズン伝わってくる過去に類
を見ない新年会で、ベイサイドクラブの若さと団結力を体感
できる会でした。新年早々、いいものを見せていただき心よ
り感謝です。ベイサイドクラブの皆さん、ありがとうござい
ました。

（参加者：相川、安齋、安藤、草分、小松、酒向、駿河、藤井、山﨑）

「3B+1OB」
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私の好きな店
香取　良和

私の好きな食べ物は、牛丼と寿司と鰻と至って昭和である。
昭和 30 年頃から、築地魚河岸の「吉野家」（１号店）で懐

具合で並か大盛、皿、頭の大盛は築地発祥である。葱ダクは
玉ねぎ多め、葱ダクダクは玉ねぎだけ、築地でしか見かけない。
寿司は、築地場外に一軒だけあった寿司静、ここの鰯が旨かっ
た。台中長栄クラブを案内した時は、昼の繁忙時にも拘わら
ずカウンターを 10 席取ってくれた。それと場内の「寿司大」。
店主は相撲取りあがり、河岸の仲買が通う、いつ何を頼んで
も鮮度が最高であった。最近はいつも行列で通えなくなった。

鰻も晴海通りを勝鬨へ向かい波除神社通りの先の路地を左
へ曲がって 100 ｍぐらい入った角から二軒目の「うな静」此
処はとにかく、鰻を食べた・・・という満足感を味あわせて
くれる。人の味覚は３歳までに決まるらしい？戦中、戦後と
物の無い時代に生きてきた私の味覚には、フレンチやイタリ
アンは馴染みが薄い。尤も最も私が若い頃、イタリアンは銀
座でも１丁目に１軒あった位。味と量と値段が納得できる店
が基準であったが最近は食事制限で「塩分」が基準になり残念。

12月役員会報告　12月29日　江東YMCA

酒向裕司
１．　1/13 在京ワイズ新年会　2月号2面参照．　
３．　２月本例会（TOF例会）2月号1面参照
４．　３月本例会　2月号4面参照
５．　グリーンクラブ45周年　2月号3面参照
６．　DBCアンケート　未回答者については忘年会で確認する。

出席者：香取、草分、小松、酒向、藤井

1月役員会報告　1月25日（木）

書記　藤井寛敏
１　2月本例会（C委員会）ブリテン2月号1面参照
２　次期役員の件　
  次次期会長は会長選考委員会（酒向直前会長、ABC委員長）で3月

本例会までに次期（副会長　書記　会計　幹事（ABC委員長）地域
奉仕事業　会員増強事業　国際交流事業　ブリテン　ワイズガーデ
ン　IBC/DBC）は宇田川君を中心として3月本例会までに提出

 それぞれ決定の上3月本例会で承認
３ 今年度各種献金額決定　2月15日支払い　2月第一例会で承認を得る
４ DBCの件　出席役員4人（3人欠席）2月第一例会で
５ 3月本例会（A委員会）の件　2月号４面参照
６  4月本例会（B委員会）（館外例会？）　4月15日か22日でB委員会

に検討依頼する。
７  5月本例会（メネット例会）5月19日か20日（日）でメネット会に

検討依頼する。
８ その他・報告事項
 ・ 次期会長・部役員研修会　3月４日、５日　宇田川次期会長出席予

定
 ・東京グリーンクラブ45周年　3月21日　　メールで出欠を取る。
 ・ワイズカップサッカー大会　3月4日
 ・ IBCエバーナイスクラブ15名訪日の件　４月７日　歓迎会 東京駅

近くみやこか門前仲町花水木　８、9，10日のスケジュールを検
討　IBC山崎君がたたき台を作る

出席者：市崎、宇田川、草分、酒向、藤井（敬称略）

2月3月の予定
2月15日（木） 2月本例会
2月22日（木） 役員会
3月1日（木） 第一例会
3月4日（日） ワイズカップサッカー大会
3月15日（木） 3月本例会
3月21日（祝） グリーンクラブ45周年記念例会
3月22日（木） 役員会
本例会、第一例会、役員会は江東YMCA
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報　告

デイキャンプ・スキーキャンプ　　
トマルンジャー（幼児対象）
　初日は日帰りで「亀戸中央公園」に出かけました。２日目は
１泊で高尾の森わくわくビレッジにお泊りをしました。はじめ
てお泊りをする子たちもいましたが、３日間楽しく過ごすこと
ができました。

ＯＺＥエンジョイスキーキャンプ（小学生対象）
　尾瀬戸倉スキー場で３泊４日のスキーキャンプを行ってきま
した。初日から大雪に見舞われ、雪降る中でのスキーレッスン
でした。どうにか最終日のみ太陽が顔を出してくれました。は
じめてスキーをする子どもたちも２日目にはリフトに乗り、ス
キーを楽しむことができました。昼間はスキー、夜はクラフト、
ゲーム＆ソングなど、終日楽しい時間を過ごしました。

獅子舞
　１月 13 日（土）、江東ＹＭＣＡ幼稚園に獅子舞が登場しまし
た。獅子舞の中は・・・・・・鈴木ワイズ！　　年中・長クラス、
年少クラスの２回戦披露していただきました。恐さのあまりに
涙を流す子、先生のそばから離れない子、もちろん楽しみなが
ら見ている子もいました。日本古来のお正月の催し物を感じる
ひとときでした。

お餅つき
　２月１日（木）、幼稚園の園庭で恒例のお餅つきを開催しまし
た。虹の会のお母さんたちは事前準備と当日の運営、そしてお
父さんは当日、お餅を力強くついてくれました。
また、大嶽部屋のお相撲さんが２名駆け付けてくれました。お
相撲さんは、子どもたちと一緒にお餅をついてくれたり、園庭
にできた特設土俵で子どもたち、お父さんたちとお相撲をとっ
てくれました。

江東コミュニティーセンター＆幼稚園の予定

オール江東親睦会『ファミリースキー親睦会』
　２月３日（土）～４日（日）　１泊２日

 新潟県南魚沼市吉里＆シャトー塩沢スキー場

オール江東街頭募金
　３月３日（土）、１０：３０～１３：３０　ＪＲ錦糸町駅南口
広場にて、江東コミュニティーセンター単独の国際協力街頭募
金を開催いたします。
　江東コミュニティーセンター＆江東幼稚園に集う方々と一緒
に街頭募金を開催します。
　幼児、小学生、リーダー、保護者、委員、ワイズメン、スタッ
フ・・・大きな声の呼び掛けと心温まる一瞬を共に感じませんか。
お待ちしております。

ワイズサッカー大会：３月４日（日）

スプリングキャンプ
わんぱくクラブ』デイキャンプ
３月 22 日（木）～ 24 日（土）、1 日目：北の丸公園、２日目：
武蔵の森公園、３日目：夢の島公園。３日間、様々な公園に出
かけます。
＊ お子様！お孫さま！・・・・・冬休みに価値ある体験を！！！　

是非、ご参加ください。
＊ 各センターにてスプリングキャンプ・スクールの申込が２月

７日からスタートします。
　 　 web 申込みのみとなります。ご不明な点は江東センターま

でご連絡ください。
東京ＹＭＣＡ

・liby チャリティーコンサート：３月３日（土）、阿佐ヶ谷教会
にて
・発達障がい児・者支援講演会（小貫悟氏）：２月１２日（日）、
山手センターにて

ＹＭＣＡニュース

編・集・後・記
▲記録的な大雪で東京の交通機能は麻痺しました。大丈夫だろ
うという判断が道路のあちこちでスリップする車にいくつも。
自然を甘く見ずにキッチリ備えておけば何も慌てることは無い
のですが、それができないのが人間なんでしょうね。（T.Y.）
▲残念ながら、柳沢さん、岡田さんに次いで広義会員となる。
ワイズガーデンも、木場公園に、草分江東YMCA館長が担当に
なる旨紹介したが。今後は皆さんの協力次第である。草分けさ
んへの協力をお願いしたい。(Ｙ.Ｋ.)

3月本例会案内　

橋梁の話
片山　啓氏

（茨城クラブ、直前関東東部部長）　
　3月15日（木）19：00～　江東YMCA

世界で多くの橋梁工事に関わっている同氏の興味あるお話
です。長尾関東東部部長の公式訪問日です。


