
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ２０１５～２０１６年度  東京江東ワイズメンズクラブ７月報
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の聖句 
『サマリアの女が水をくみに来た。イエスは、「水を飲ませてください」

と言われた。』 

ヨハネによる福音書 ４章７節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇田川敬司 
今期、東京江東ワイズメンズ

クラブの会長を務めさせていた

だく、宇田川敬司です。 

入会して５年でこのような重

責を受けることに戸惑いや不安

はあります。しかし、諸先輩方

のお力をお借りしながら、私ら

しい江東ワイズになればと思っ

ております。 

その中で最も大切にしたい事、

それは『メンバー全員が主役！』

という事です。皆様ご存知の通

り、ワイズメンズクラブは、入

会を強制される組織ではありま

せん。当然、会に参加することも強制ではありません。 

しかし、ここに集うメンバーは目的を一つにクラブの発展や活

動を支えて行くために、自分ができること・やれることを前向き

に行う事が必要だと考えます。そう『主役』になるのです。 

今年は関東東部部会も江東ワイズ主催で行われます。メンバー

の皆様が主役となり、成功させ『江東ワイズここにあり！』とい

うところを発信できればと思っております。至らぬ点がたくさん

あるかとは思いますが、皆様のお力で１年間頑張ってまいりたい

と思っております。 

よろしくお願いいたします。 

 

強調月：キックオフ 

と き ： 2014年7月16日(木) 19：00～21：00   

ところ： 江東YMCA301・302号室   

会 費 ： 通常会費        ビジター・ゲスト：1,000円 

受付 ： 市崎 俊一君 司会：菅原 創君  

開会点鐘 会長  中野 英一郎君  

ワイズソング・ワイズの信条 小松 重雄君 

会長挨拶・ゲスト紹介 会長  中野 英一郎君 

鈴木雅博関東東部部長 公式訪問 挨拶 

食前の感謝 草分 俊一君 

食事 

総会議事 ～議長選出（会則により会長就任）～ 

・前年度事業報告 会長  中野 英一郎君 

・前年度決算報告 会計  篠田 秀樹君 

役員引継ぎ式 

新会長クラブ方針表明 

・新年度事業計画発表 新会長  宇田川 敬司君 

・新年度予算審議 新会計 市崎 俊一君 

・各委員会事業計画発表 新A・B・C各委員長 

各種報告・スマイル・ハッピーバースデイ ・結婚記念日 

閉会点鐘 新会長  宇田川 敬司君 

※ハッピーバースティ 

メン 19日 寺尾紀昭君 21日 楢原守人君 25日 島田 徹君 

メネット 04日 山崎好美さん 14日 相川千恵子さん 

          21日 宇田川佐知子さん 

コメット 15日 本間 萌さん  

※結婚記念日 

06日 篠田秀樹君・朋子さん 

7月本例会 （担当 役員会） 

 

▼ 出席第一・B.F.に協力・奉仕・時間厳守・親睦▼ 
 “TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT” 

 

 

6月在籍 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 

27名 

内広義会員 

2名 

 

 

 

メ ン バ ー  18名 

メ ネ ッ ト   7名 

コ メ ッ ト    2名 

ビ ジ タ ー   0名 

ゲ ス ト   0名 

メイキャップ  0 名 

18/25 

72％ 

  

前月出席率 

修正 

％ 

前年迄 1,493,575円 
 

前月迄  73,700円 
会 長 

副 会 長 

副 会 長 

会 計 

書 記 

直前会長 

連絡主事 

宇 田 川  敬 司 

相 川  達 男 

藤 井  寛 敏 

市 崎  俊 一 

菅 原  創 

中 野  英 一 郎 

草 分  俊 一 

6月分 0円  6月分 0円 

残 高 1,493,575円 

 

累 計 73,700円 

 

 

 

 

Wichian Boonmapajorn(タイ) 

国際会長 IP 

Edward K.W. Ong（シンガポール） 

アジア地域会長 AP 
渡辺 隆 （甲府クラブ） 

東日本区理事 RD 

鈴木 雅博（東京江東クラブ） 

関東東部部長 DG 

宇田川 敬司 江東クラブ会長 

主 題：“Mission with Faith”「信念のあるミッション」 

スローガン“Count Your Blessing”「恵みを数えよう」 

主 題：“Through Love, Serve”「愛をもって奉仕をしよう」 

スローガン: Let it Begin with Me”「まず自分から始めよう」 

主 題：「原点に立って、未来へステップ」 

“Stand at the origin and take a step for the future” 

主 題：「チェンジ」 

“Change !!” 

主 題：「メンバー全員が主役！」 

http://ysmen.org/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/RBM_logo_color_process.jpg&md5=e1488bfcbaa8a2630543a65abb0f3694fe136a2d&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
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副会長 相川 達男 

今期の副会長と言うよりも次期の会長を勢いで引き受けてしま

った自分の行動に今更ながら「お調子もんだなァ〰」と反省して

いる今日この頃です。未来の江東クラブの為に今期、気合を入れ

て新メンバーを獲得し、とっとと育成して皆で「楽」しましょう。

と言うのは冗談ですが、メンバー数が多いのはクラブに活気と笑

いをもたらします。まずは総数３０名に回復したいと思います。 

副会長、C委員長 藤井 寛敏 

やる気満々の宇田川会長に意気に感じ、なんでも言われるまま

に引き受けました。まず今までの方式を経験して問題点、改善点

があればどんどん変えていって新しい江東クラブに変身させまし

ょう。皆さん、万難を排して例会へ遅刻せず出席して宇田川会長

を盛り上げましょう。 

書記 菅原 創 

宇田川会長のもとで、今期の書記を仰せつかることになりまし

た。石井さんの完璧な書記の後ということでかなりのプレッシャ

ーを感じておりますが、何とか頑張りたいと思います。少しでも

宇田川会長を支えることができればと思っておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

会計 市崎 俊一 

コツコツと行うことが大事な会計の仕事は本来得意ではありま

せんが、宇田川会長はじめクラブの皆様のご迷惑とならぬよう精

一杯頑張ります。 

 

 

A委員長 香取 良和 

Ａ委員会は、ドライバー・ＬＴ・ＴＯＦ・ＢＦ・プルタブ・ク

ラブファンド・ＲＢＭ・チャリティーゴルフを担当する。例会は

８月納涼会・１１月講師例会・３月メネット例会。最近の数年間

に新入会員へのオリエンテーションは充分に行われていないのが

現状であった為、入会後種々の問題が生じたが、今期よりＬＴで

これを行う。ドライバーの役割も本来例会の推進役であり「強く

動機づける人」とされているが先ず出席を促す事から始めたい。

チャリティーゴルフも人数は少なくとも再スタートを目指す。そ

の他の献金集めの事業もその目的を理解頂くようアピールを行う。

ワイズとして「当たり前の事を、当たり前に行う」以上。 

B委員長 島田 徹 

今期宇田川会長を補佐するべくB委員長を受けてはみたものの

Ｂ委員長は何をすればよいのか、すぐにはイメージがわきません。

小松君から「B 委員長やってよ」と断れず久しぶりに例会の内容

を確認しましたが、結構責任重大なポジションです。十数年前に

は、伝統ある江東クラブの会長経験もあるのですが、まだよくわ

かっていない部分がたくさんあります。ここは自分が非力であっ

ても満を持して立つ宇田川会長がいれば何とかなるかなと軽い気

持ちでついて行こうと思っております。幸い江東クラブには老若

多彩な人材を有しており、「永遠のちーぱぱ」Ｋ松君もおります

ので、御大のＹ沢君やF井君から叱咤激励を受けつつ、新人たち

とオサライをしながらクラブライフを楽しんで生きたいと思って

いる今日この頃であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
篠田 秀樹 

6月6日（土）～7日（日）厚木で開催された第18回東日本区

大会で、私は三女の小学校最後の運動会と重なってしまい、途中

片道2時間かけて元加賀小学校に戻って再度厚木に戻るという強

行軍となりました。 

代議員会は昨年度の決算承認があるため出席義務者ではありま

せんが出席しました。昨年度は弥生会計の導入や鈴木健次さんの

返済他説明をしないとわからない部分も多く、質問が当然出るだ

ろうと膨大な資料を持参しましたが、質問は「0（ゼロ）」でした。

これで本当にいいのだろうか？と大変疑問に思いました。 

 

 

厚木に戻ってからは、衣笠ユース事業主任の依頼で、ユースの

パネルディスカッションにパネラーで参加。晩餐会は他クラブの

方々と親交を深め、その後は本来渡辺さんの市議会議員ご当選＆

全快お祝い会のはずでしたが、ご本人不在のまま主に関東東部の

面々で盛り上がりました。 

翌日は聖日礼拝から出席。表彰式では小松さんや藤井メネット

が表彰台に立つなど当クラブの存在感はそれなりに示せたと思い

ます。閉会後私は一人エクスカーションに参加。JAXA・相模原

市立博物館他見学ツアーは宇宙への憧れが大きく膨らむ楽しいも

のでした。 

実行委員会の皆様に感謝致します。どうもお疲れ様でした。

（2015年6月原稿受領）  

2 0 1 5 - 2 0 1 6 年 度     役 員 抱 負 

東 日 本 区 大 会 を 終 え て 

京  

 

香取 島田 藤井

相川 鈴木 酒向

市崎 中野 小松

石井 安齋 山崎

寺尾 菊地 本間

太田（広義会員） 菅原 白坂（広義会員）

楢原 宇田川

岡田

佐藤

柳沢（広義会員）

草分

安藤
担当例会月 8月 11月 3月 担当例会月 10月 12月 4月 担当例会月 9月 2月 5月

納涼 講師 メネット 講師 クリスマス 合同 LT TOF
オープン

館外

副会長、関東東部書記補佐　ブリテン・ＩＢＣ

関東東部会計　ブリテン

会員増強

会長　ホームページ・ジャガイモ
区民まつり・バザー

ワイズガーデン

Ｙサ・ＣＳ

ユース

Ｙサ・ＣＳ

書記

Ｙサ・ＣＳ

Ｙサ・ＣＳ

副会長　ドライバー・ファンド

●ドライバー、クラブファンド　クラブ例会を楽しくするためにスマ
イルの関する会員の情報を集め、例会でのスマイルの材料とする(自己
申告ばかりでなく)。
●ASF 、TOF 、BF 東日本区の強調月に献金袋を回し献金してもら
う。
●LT (leadership training) 新入会員のオリエンテイションを企画
準備実行する。
●お年玉付年賀はがき
●プルタブ
●チャリティゴルフ
●震災関連事業

●YMCA サービス
バザー、プール組み立て、解体、会員親睦、ユース関連（リーダー、
Yeep/Stepも含む）、チャリティーラン、ワイズ杯サッカー、など
●江東YMCA以外のYMCA関連
●CS事業
区民まつり、ワイズガーデン

●ブリティン
広報(例会や特別プログラムの案内)
（※ホームページについては宇田川担当）
●IBC, DBC
●EＭＣ
●新規事業

LT・プルタブ Ｙサ・ＣＳ

関東東部部長

東京江東ワイズ　　201５年～201６年　委員会分担表

A委員会　（香取委員長） B委員会　（島田委員長） C委員会　（藤井委員長）

主にクラブ内に関する事業
東日本区とのかかわりの中の事業

主にYMCAサービス事業や地域サービス事業 主にブリティンなど広報関連

関東東部部会実行委員長　
ＩＢＣ・会員増強ファンド・ＴＯＦ・BF・CS・RBM

ファンド・ＴＯＦ・BF・CS・RBM

会計　チャリティゴルフ・LT 関東東部主査 関東東部書記　ＤＢＣ・EMC

ドライバー

Ｙサ・ＣＳ

ワイズガーデン ＩＢＣ・新規事業
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藤井 祥子 

東京江東ワイズメネット会は、6

月7日第18回東日本区大会で最優

秀メネット会として表彰されました。 

「現在、介護問題、最近ではメン

バーの減少に伴いメネットからメン

になられる等、メネット会が少なく

なってきています。その中で東京江

東クラブは、若い子育て中のメネッ

トが多くいるクラブです。その大変

忙しい中、クラブ内の催しをサポー

トされています。今期の東日本区ワ

イズメネットのつどいには、コメッ

トも連れて参加され、大変嬉しく思

いました。子育てが一段落されたら、

メネット活動を更に盛り上げて下さ

ると大いに期待しております。先輩

たちが守ってきたメネット会をぜひ

次世代にバトンをつないで頂ければ

と期待を込めて表彰させていただき

ます。」加藤真子東日本区ワイズメネ

ット委員会委員長 

いただきました！☆☆☆ 

 

本間 剛 

6月20日（土）一年の締めくくりの中野年度の納会を、門前中

町にて行いました。各メンバーから一言ずつ、一年の振り返りに

ついて話を貰っている最中に、メン＆メネットで参加のご夫婦も

多く、島田さん筆頭に、藤井さん、石井さん、鈴木さん、菅原さ

ん、相川さん・・・とオシドリ夫婦改め“おしぼり夫婦”が何組

も誕生。いい画像（え）がありまっせ！残念ながら今期で退会す

ることになった平野さんも挨拶に駆けつけてくれました。最後に

中野会長からのメンバーへの労いの“感謝状”の授与で一年を締

めくくり。締めは、久々に藤井さんの“カモーン、GUTS！！”

中野会長はじめ小松副会長、石井書記、篠田会計3役の皆様大変

お疲れ様でした。労いに我々は夜の街に。。（ドリンクサービス多

めじゃない¡?）参加者；相川、石井、宇田川、香取、草分、小松、

酒向、篠田、島田、菅原、鈴木、中野、平野、藤井、山崎、本間 

 

 
藤井 寛敏 

昨年の９月にチャーターしたモンゴル国 Y サービスクラブ of 

ウランバートルの激励ツアーに１３人のワイズと共に参加した。

スポンサークラブの１つである東京武蔵野多摩クラブの会長の國

際・アジア派のNo1宮内さんと渡辺大輔メンの企画によるもので

健全なる発展を応援するスポンサークラブとして真に的確なイベ

ントであると思った。同時に私は以前、シベリアに抑留された元

日本兵による強制労働などの分厚い手記集や、昭和 58 年直木賞

の「黒パン俘虜記」（胡桃沢耕史著）（ウランバートルで労働奴隷

となった元日本兵や日本人について記述された本）を興味深く読

んだこと、また何かで彼らによって作られた図書館とか劇場がウ

ランバートルに残っているということを聞いた覚えがあったので

是非見てみたいとも思った。 

６月２４日モンゴル航空の午後の直行便で約５時間、２０時に

首都ウランバートルに到着。外にはまだ太陽が、日没は１０時過

ぎだという。日本人が良く泊るというフラワーホテルに１泊。 モ

ンゴルは日本の約４倍の広さに２８０万の人口、その内110万人

が首都に住み、我々のなじみの遊牧民は約 90 万人という。７０

年のソ連邦の影響下のモンゴル人民共和国から１９９２年民主化

のモンゴル国へ移行し現在に至っている。第２日目はバスで

60kmほど南のアルグンテ地区への途中、首都近郊にある20,000

人近い元日本兵、日本人の捕虜のうち過酷な労働や病気で亡くな

った約3,000人の方たちの慰霊碑を訪ね、心から手を合わせた。

同施設は日本人有志と日本政府によって作られたもので管理人が

常駐しており、歴代の首相の何人かが訪問されていた。 

目的地のアルグンテ地区にはYMCA理事長（Y’sの会長も兼

ねている）が社長を務める新会社の最初の事業であるエコキャン

プ場（ゲルが５棟ほど。投資額は約25,00ドルという）が完成し

ており、そのオープンセレモニーに参加をして最初の利用者にな

る予定である。お昼はそのキャンプ場で BBQ. 午後はその地区

（２、３００人程度？）の区長が７月に全国的に行われるお祭り

に似せたイベントを行ってくれた。3kmの競馬（子供も裸馬を上

手に乗りこなしていた）、モンゴル相撲や弓矢のコンペなど盛りだ

くさんのモンゴル色豊かなプログラムを楽しんだ。夕刻に 10 人

ほどのY’sのメンバーが仕事を終えてウランバートルから到着。

みな若い、４０前後か、女性も４人ほど。モンゴル料理とウオッ

カ、モンゴル酒を楽しん交流、テープカットをして開所を祝った。

３人で１つのゲルにはじめて泊ったが酒のせいで大変よく眠れた。

尤も清水さんが見た真夜中のきれいな星は見損なったが。 ３日

目は首都から北へ６０km ほどのテレルジ国立公園へ向かった。

まさに写真などで見る大草原そのもので雄大な景色は山の高さこ

そ違うがスイスやチロルのそれを思い出させた。泊ったのは観光

客用に整ったゲルで前日とは違ってトイレもきれいでシャワーも

あった。１時間ほどの乗馬も楽しんだ。 

４日目は首都に戻りYMCAとY’sの合同の小さな事務所を訪

問した。どちらも設立間もなくどのような事業を展開するか模索

中の様子であった。そのあと国会議事堂、国立博物館でモンゴル

の歴史を勉強し、昼食は牛、鳥、ラムのシャブシャブを楽しんだ。

夜は国立劇場でモンゴル伝統の音楽（伝統楽器によるオーケスト

ラ）や舞踊を楽しんだ。東西に３000km,南北に2,000kmで周囲

のロシア、中国の影響ばかりでなくインドの影響も受けた多彩な

民族舞踊は興味深かった。連日続いた飲み会も最後の晩となり、

豊富な持寄りのアルコールを全部平らげて１時過ぎまでつづいた。

目覚ましをかけるのを忘れて集合時間に少し遅れてしまった。２

８日帰国。 

  

東日本区ワイズメネット会最優秀賞受賞  

納 会 報 告 

京  

 

モ ン ゴ ル 旅 行 記 

京  
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30周年実行委員長  時任 幸四郎 

江東クラブの皆さま、はじめまして。来期、ジェーンズクラブ

は創立30周年を迎えますが、平成28年11月に予定しておりま

す周年祭などの記念事業に向けた 30 周年実行委員会の委員長を

拝命いたしました時任です。 

今まで5年毎に周年祭を行って来ましたが、30周年となると私

自身もチャーターメンバーの一員として、何か感慨深いものがあ

ります。今期から実行委員会を開いて、メンバーの皆さんと構想

を練り、計画を立て、そして記憶に残るような周年祭を実施した

いと思っています。 

特に交流の面では、手始めとして4月にＩＢＣクラブの釜山世

宗ウィメンズクラブを、メンバー11名で訪問して交流を深め、30

周年行事へのお招きをしました。また、今年の 10 月に予定して

いる、DBC クラブの京都トゥービークラブと熊本での交流会で

は30周年に向けてのアドバイスを頂きたいと思っております。 

昨年から江東クラブさまともブリテンを通して交流させていた

だいており、改めて感謝いたします。今期で 56 期となられる貴

クラブから見ますと、まだまだ若輩クラブではありますが、ジェ

ーンズクラブの 30 周年へ向けて、貴クラブともさらに深い交流

が進めばと考えておりますし、さらには、これからの私どものワ

イズ活動が拡がり、深化させていくきっかけになればと考えてい

ます。 

この7月には第一回実行委員会を行い基本構想を作っていきま

すが、メンバー全員が参加して、多くの皆様にもご来熊いただき、

来年の30周年を楽しみたいと思っております。 

 
30周年実行委員長就任挨拶をする時任委員 

（2015.6月例会） 

 
25周年記念例会にはくまモンもお祝いに来場 

（2012.5月記念例会） 

 
石井 美津子 

今年度、メネット会長に就任する

ことになった石井こと前田美津子で

す。昨年度、菅原陽子メネット会長

のもと会計を担当した時点で、次年

度の会長を引き受けるのではと、か

すかな覚悟は芽生えておりました。 

今までの良き伝統は踏襲しつつ、

なるべく参加し易く、楽しく、充実

感を持ちながら、社会貢献の出来る

会であれば、と願っています。 

日常は、設計・教育の仕事で忙しくしておりますので、土日の

限られた時間でのメネット会の活動になると思います。私の本来

の性格は、ちょっと抜けていて、面白いことが好き、でも足りな

いのは忍耐・努力です。 

この何かと足りない私の資質を、メネットの皆様のそれぞれの

良き個性で補っていただき、充実した一年間をともに過ごせてい

ければと願っています。 

メネットの皆様、メネットとともに歩んでいらっしゃるメンの

皆様、どうぞ、よろしくお願い致します。 

 

 

 

担当主事 草分 俊一 
▼会員芸術祭 

第１８回目となる会員芸術祭が６月２２日～２７日の間、東陽町セン

ターで開催されました。 

▼今後の主な行事日程 

【江東】 ・幼稚園は７月１６日（木）終了式 

・お楽しみ保育（お泊り保育）：７月１７日（金）～１９日（日） 山中湖C 

・夏季保育：８/２６～２９、プール解体＆園内ワーク：９月５日（土） 

・休館日：８月９日（日）～１６日（日） 

【オール東京】 ・夏まつり  ：８月２９日（土） 東陽町センター 

・第２８回ユーズボランティア・リーダーズフォーラム：９/１１～１３ 

・第２９回チャリティーﾗﾝ：９月２３日（祝：水）  都立木場公園 

・ソフトボール大会：１０月１２日（祝：月） 

6月第一例会報告 
6月4日（木）19：00～    於 江東センター3F 

出席者：石井、宇田川、香取、小松、篠田、島田、鈴木、中野、

藤井、本間、草分、会進行：宇田川副会長 

◎協議、決定事項 

次期からは第一例会と役員会を兼ねる。呼び方は従来通り第一例

会とする 

ホームページ作成：今期予算をつけ検討する。 

関東東部部会特別委員会を設置する。 

6月本例会報告         書記：石井秀夫 

6月18日（木）19：00～ 於 江東センター3F 

出席者：相川、安斎、石井、宇田川、香取、草分、酒向、篠田、

島田、鈴木、中野、藤井、会進行：宇田川副会長 

◎報告、協議事項 

・広義、休会、退会の報告申請、ロースター修正報告も完了。 

・ホームページ作成について：旧管理者の寺尾氏に了承を得た。 

・次期予算案の説明があり、質疑については一部修正し確認する。 

◎決算案報告と質疑：篠田会計担当 

7月の予定 
2 第1例会、16 本例会、25 関東東部評議会、31~アジア大会 

8月の予定 
6 第1例会、20 納涼例会、29 東陽町夏祭り 

熊本ジェーンズクラブ便り 

30周年を迎えるにあたって 
メ ネ ッ ト 会長 を お受 け し て 

Y M C A ニ ュ ー ス 


