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千代一郎 

4 月 7 日(土)の午前 10 時過ぎから、茨城 YMCA に

て茨城クラブとの合同例会が開催され、茨城クラブ 8

名、ひがしクラブ 7 名が参加しました。土谷会長と金

丸会長の挨拶と自己紹介等が和気あいあいな雰囲気の

中で行われた。茨城 YMCA の本館と新館を見学し、大

曽根児童館の見学会が実施されました。まず、本館の

現状(こども食堂等)及び新館の機能についての詳しい

説明を受けました。その後、4 月 1 日から委託運営す

る大曽根児童館を見学。全体敷地が約 400 坪以上もあ

り、芝生とゆったりとした開放感が心地よく、児童館

としての機能も充実していました。館内には立派なバ

スケットコートも設置されており、恵まれた施設に感

心しました。（余談ですが、施設内には一般者向けの筑

穂館という施設もありカラオケ装置も設置されとても

活用されているというお話でした）見学後は、生憎の

曇り空のため、筑波山の雄姿はその一部しか見えませ

んでしたが、もう葉桜になっているその麓を車で移動

して、土浦市内の「ホテルマロウドつくば」にて両ク

ラブ合同昼食会（稲本さん片山さん合流）が行われま

した。美味しい中

華料理を食べなが

ら懇親を深めると

ともに、両クラブ

の今後の交流活動

等について楽しく

充実した意見交換

をすることが出来

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  ℡03-3615-5565   

国際会長：Henry Grindheim(ﾉﾙｳｪｰ) 主題:「ともに、光の中を歩もう」 

アジア地域会長：Tung Ming Hsiao(台湾) 主題:「ワイズ運動を尊重しよう」 

東日本区理事：栗本治朗(熱海) 主題:「広げよう ワイズの仲間」 

関東東部部長：長尾昌男(千葉) 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」 

東京ひがしクラブ会長：金丸満雄 主題:「楽しもう ワイズ！！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
スマイル 

 

３月９,３00 円 

 

 累計 64,300 円 

2017-2018 年度役員 

会 長  金丸満雄 

副会長  飯田歳樹 

書 記  須田哲史 

会 計   鮎澤正和 

担当主事 沖 利柯 

 

４月例会 

出席者     7 名     ﾒﾈｯﾄ    名 

会員出席数   7 名    ｹﾞｽﾄ    名 

在籍数      12 名  ﾒｲｷｬｯﾌﾟ 1 名 

(広義会員２名) 

  

ひがし会員出席率 ８０％  

 

 

✞今月の聖句✞ 

『そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが、

働き手が少ない。だから収穫のために働き

手を送って下さるように、収穫の主に願い

なさい』 
 

－マタイによる福音書９章 37･38節－ 

 

５月例会 

と き 2018 年 5 月 10 日(木) 
    18:00～20:00 
ところ 東京 YMCA 東陽町ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 

           

★プログラム       司会：沖 利柯 

 開会点鐘         

 ﾜｲｽﾞｿﾝｸﾞ／ﾜｲｽﾞの信条 

 開会挨拶        会長 金丸満雄 

 ゲスト紹介 

 食前の感謝／食事 

 卓話 

  「ｶﾓﾐｰﾙの可能性とﾋﾞｵﾎﾃﾙ『八寿恵荘』の取組 

  北條裕子氏 

 -㈱相互代表取締役社長/YMCA 賛助会会員- 

＊カモミール(和名カミツレ) 

薬用としても使われている一年草のハーブ 

 今月の誕生日／結婚記念日 

 スマイル／各種報告 

閉会点鐘       

 

 

強調月間 

ＥＦ／ＪＥＦ 

茨城クラブとの合同例会 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 21 日（土）、関東東部第３回評議会が午後１時

30 分より、東陽町センターYMCA ホールにて行われ

た。開会の前にご逝去された、塩入メン(東京ｸﾞﾘｰﾝ)村

杉メン(東京北)へ黙祷を捧げた。 

長尾部長の点鐘で評議会が開かれ、部長の今期を振

り返り感謝の挨拶と年間報告、各事業主査より事業報

告、続いて各クラブ会長より、今期のクラブ活動が報

告された。各報告が終わり休憩後、青木書記より過半

数の出席により評議会が成立と宣言、長尾部長を議長

に選出し議案審議が行われた。議案「次期並びに次々

期部長選出の件」「関東東部次期役員指名の件」「次期

人数割り代議員指名の件」「関東東部部則等主査名称変

更の件」「IYC ユース支援金補助の件」以上の各議案が

承認され、CS 事業支援金申請 1 件の報告が確認され

第３回評議会は終了した。 

評議会終了後直ちに次期役員研修会が行われ、衣笠

次期部長より、主題「良いものを見つけ、つなげて、

よくなろう」とし、YMCA ブランドスローガンを掲げ、

ワイズの YMCA を支える基本的立ち位置を再確認し、

YMCA スローガンに呼応して主体的に活動する。そし

て、重点目標「いきいきとした部活動とその強化」

「YMCA とのいきいきとした連携へ」と力強く方針が

述べられた。東日本区理事と各主任の方針と、年間行

事等々研修会資料をもとに、衣笠次期部長より報告説

明がされ研修会は終了した。終了後場所を移し、和や

かに楽しく新旧交流の懇親が行われた。 

 

 

 

 ★今月の誕生日 

斉藤隆廣メン(2 日) 

沖  明さん(10 日) 

❤今月の結婚記念日 

   鮎澤正和・範子夫妻(9 日) 

   金丸満雄・優美子夫妻(10 日) 

 

 

 

 

 4 月より改装スター

トした、東陽町コミュニ

ティーセンターの新規

プログラム「下町こども

ダイニング」が、これま

で 2 回の試行を行い、

いよいよ 4 月 16 日よ

り本格的にスタート。ひ

がしクラブは新規の地域奉仕事業(CS)として、今後こ

のプログラムを支援する。メニューが決まり男の料理

に腕をふるい、未経験の約 50 人分の料理に奮闘。厨

房の中は、食器洗い係・下ごしらえ係・調理係等々、

絶妙なチームワークで約 50 人分の料理が完成する。 

因みに 4 月のメニューは、鳥そぼろといり卵の二色丼

＆うさぎリンゴのデザート。お代わりするこども達の

姿と「美味しかった！」の一声に、おもわず顔を崩す

ワイズのおじさん達。次回も頑張るぞ～！！ 

 

ＹＭＣＡコーナー                             
              担当主事 沖 利柯 

▼東陽町ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ状況報告 
 4 月 1 日無事に東陽町コミュニティーセンターがオープン

し、Y わい歌の会や、下町こどもダイニングに加え、おもち

ゃ病院や平和の折り鶴を広島に送るキャンペーンも実施され、

徐々に賑やかになってきました。 

 下町こどもダイニングには須田さんのボランティア時代の

仲間 2 名もお手伝いいただきました。 

 おもちゃ病院は「おもちゃ

病院江東」の協力を得て実施

していますが、当日は 14 個

のおもちゃの持ち込みがあ

り、事務所ロビーが診察を待

つ人とボランティアでいっ

ぱいになりました。 

 広島に折り鶴を送るキャンペーンも 10 日間の短い日程で

したが、会館を訪れる方に呼びかけ、1000 羽を達成し、無

事広島に送ることができました。 

 歌の会に参加しているおばあちゃんが自宅で折った鶴を持

参してくださったり、その際糸を通すボランティアを作業も

お願いし、事務所ロビーで 2 名がボランティアをしてくださ

いました。何かを行えば誰かと繋がれるということも確信い

たしました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

▼第 16 回会員大会 
 5 月 26 日（土）は会員大会です。今回は下町こどもダイ

ニングの説明ブースを出すことになりました。 

 ぜひ皆様にご参加いただき、ブース担当をしていただけれ

ばと思います。どうぞよろしくお願いします。 

▼今後の予定 

 5 月 11 日 クリーンウォーク 

＊毎月第 2 金曜日 12：45～13：15 の短い時間ですが、

東陽町全部門並びにボランティアの方で近辺の清掃活動を

行います。ご協力お願いいたします。 

 5 月 19 日 会員芸術祭オープニング 

 5 月 21 日～25 日 会員芸術祭 

 5 月 26 日 会員大会 

第 3 回関東東部評議会 

 

祝開店！下町こどもダイニング 

 

≪今月の卓話者紹介≫ 

北條裕子氏：株式会社相互代表取締役社長 

相互は「社会のお役に立ちたい」という創業の精

神で、今年 60 年を迎える企業。「我々は命の創造

者である」という企業理念で、印刷物を単なる情報

をプリントしたものとは捉えず、各種印刷物の総合

企画・制作 を主に行っておられる企業です。 

また環境に関する配慮から、CSR／環境活動に

も力を入れておられます。「下町こどもダイニング」

にも、環境に配慮された食材の提供などでご協力を

いただいております。 

 


