
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ２０１５～２０１６年度  東京江東ワイズメンズクラブ９月報

 

 

 
とき ：2015 年 9 月 17 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 会計 市崎 俊一君 
司 会 山崎 常久君 
開会点鐘 会長 宇田川敬司君 
会長挨拶・ゲスト紹介 会長 宇田川敬司君 
ワイズソング 全員 
ワイズの信条 藤井 寛敏君 
食前の感謝 草分 俊一君 
食事 

駿河幸子さん 入会式 
 司式（入会式司会） 山崎 常久君 
 立会人 池田 直文君（熱海クラブ） 

柳沢 広繁君 

ゲストスピーチ 「わが熱海クラブ」 
 スピーカー 東日本区会員増強事業主任 
 池田 直文君（熱海クラブ） 

誕生日・結婚記念日 
スマイル 石井 秀夫君 
各種報告 会長・各担当・担当主事 
閉会点鐘 会長 宇田川敬司君 
※ハッピーバースティ 
メ ン    18 日 酒向 裕司君 
メネット 10 日 香取 晴美さん  20 日 篠田 朋子さん 

24 日 楢原 千尋さん  26 日 安藤 正子さん 
コメット 06 日 中野 遼仁君    19 日 市崎 智也君 

※結婚記念日  
14 日 寺尾 紀昭・知嘉夫妻 
15 日 本間 剛君・玲子夫妻 
22 日 石井 秀夫・美津子夫妻 

強調月：ユース 

 
 
 
 
東日本区ユース事業主任 浅羽 俊一郎（東京山手クラブ） 

私の社会人人生のスタートは江東

YMCA でした。当時の青年成人会員や

少年リーダーとの交流体験がそのまま

私の YMCA 像です。転職先の UNHCR
（国連難民高等弁務官事務所）の仕事

は若者を対象としたものではありませ

んでした。それでも東京在勤中は大学

を廻って学生たちと難民問題を話し、

最終勤務地のパキスタンではアフガン

青年たちが劣悪な環境でも懸命に勉学

に励んでいるのを見て、若者への関心が蘇りました。 
ところが YMCA に今関わっていて気がついたことは

YMCA に若者の居場所がないという事実です。確かにプロ

グラムには来ますが、決して主役ではない。YMCA は若者

を語っているでしょうか。若者が語っているでしょうか。 
ワイズはどうですか。「若者との接点がない」「若者がワイ

ズに来ない」という意見をよく聞きます。まず私たちから

若者に歩み寄りませんか。地域には様々な奉仕活動やサー

クル活動を続ける高校生や地元の若者がいるはずです。彼

らから話を聞き、面白ければブリテンで取り上げる。江東

クラブとして手伝えることが見いだせるかもしれません。

そうでなくても、若者たちの主張に耳を傾け、悩みに耳を

傾けるだけでも、大切なユース活動になると思います。ど

うぞこれからもご協力よろしくお願いいたします。 

今月の聖句 

『命のある限り、わたしは主を賛美し長らえる限りわたし

の神にほめ歌をうたおう。』     詩編 146 篇 2 節 
 

7 月在籍 7 月出席者 7 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   16名

メ ネ ッ ト   2 名

コ メ ッ ト    0 名

ビ ジ タ ー    0 名

ゲ ス ト    0 名

メイキャップ  0 名

16/25 

64％ 

  

前月出席率 

修正 

％ 

前年迄 2,027,821 円 前月迄  0 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 

8 月 0 円 7 月分 7,000 円

残 高 2,027,821 円 累 計 7,000 円

THE 

Y’S MEN’S CLUB 

OF 

TOKYO-KOTO 

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！」 

THE SERVICE CLUB OF YMCA 

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

Aff i l iated with the 
International Association of 
Y's Men's Clubs, 
Char tered, 1959

9 月本例会（担当:C 委員会） 

▼ 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” 

若者を求めて外に出よう 若者を求めて外に出よう 
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市崎 俊一 

8 月 20 日木曜日、今年の猛暑を何とか生き抜いた江東ワ

イズの面々が夜の 7 時銀座はコリドー街の“YEBISU 

BAR” に集った。ワイズメン 13 名、例年どおり集

まりが今一つであるが、今年は江東 YMCA 幼稚園の駿河

園長がゲストで登場、華を添えていただいた。10 種類ほど

もある YEBISU 特製ビールなどが飲み放題、片端しから飲

みまくりながらも宴会ではない。真面目な我々ワイズメン

は先の京都アジア大会や 10 月の関東東部部会についてし

っかりと話し合った。イベント目白押しの“ワイズの秋”

に向け、若き宇田川会長のもと、一丸となるべく良い盃を

交わせた夜であった。店を出るとまだ宵の口、二次会は数

グループに分かれ深夜まで行われた。香取Ａ委員長ご手配

ありがとうございました。 

（参加者：相川、安齋、石井、市崎、宇田川、香取、小松、

酒向、菅原、鈴木、藤井、本間、山﨑、ゲスト駿河園長）

 

 

 

菅原 創 

８月１９日（木）１８：３０より、台東区の村杉会員邸

にて、東京北クラブの納涼例会がありました。関東東部部

長の公式訪問ということで、江東クラブからは鈴木部長と

小松書記、そして菅原が参加しました。 

クラブメンバーが料理を持ち寄り、ホームパーティーの

ような和やかな雰囲気の例会でした。とても暑い日でした

が、会場となった村杉邸屋上は墨田川からの川風が吹き抜

けとても気持ちのよい納涼の時を過ごすことができました。 

 鈴木関東東部部長からは、関東東部の現状についての

報告があり、１０月３日（土）に開催予定の部会への参加

のアピールがありました。 

 

 

相川 達男 

8 月 29 日札幌で開催された北海道部部会に参加しまし

た。昨年の「羽田でリターン」事件以来のリベンジです。 

本業の取引先への訪問も兼ねて前日から札幌入りしまし

たが、まだ 8 月末とは言え、さすが北の大地は秋の始まり

を感じさせる爽やかな空気で、大通公園では時折トンボが

見受けられ、一つ二つ赤く色づき始めた木の葉もありまし

た。北海道部会は 29 日の午後の開催でしたので、その前

に当日午前中に札幌に到着された藤井メン、メネットと合

流。まずは、腹ごしらえと札幌の市場へ直行。海鮮丼を堪

能し、部会に出席する前にお土産をゲット。上機嫌で部会

に臨みました。ちなみに当日のゲストスピーカーは藤井さ

んです。 

今回の北海道部会は札幌クラブの 60 周年記念例会と併

せて開催され、会場の札幌ホテルオークラには 50 名ほど

のワイズメンが集合しました。その中にはＩＢＣの台中か

らのゲストや札幌クラブのＤＢＣ京都パレスからも多くの

若手ワイズメンの参加があり平均年齢が少し若返った部会

でした。 

藤井元国際会長の講演は「ワイズの未来。ある？ない？」

と言う現在ワイズが直面している問題をワイズの現状を検

証しつつ紐解き、参加者に奮起を促すものでした。北海道

部内の各クラブは高齢化やメンバー減少の傾向にある中、

参加者は講演に聞き入っていました。北海道部は札幌、北

見、十勝、札幌北の 4 クラブしかクラブが無く、札幌と札

幌北以外は近隣クラブといえども片道 5 時間かかるという、

なかなかクラブ交流の難しい環境に有りますが、そのよう

な環境の中でもワイズを盛り上げていきたいという気概が

感じられました。部会、記念例会の終了後、江東ＤＢＣの

十勝クラブや札幌クラブ、東日本区役員の面々と 2 次会を

開き交友を深めつつ札幌の夜は更けていきました。 

北海道部会に参加して 

関東東部部長公式訪問 
 －東京北クラブ－ 

８月納涼例会 
京
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香取 良和 

９月１０日（木）東陽町センターにて 

ひがしクラブへ鈴木部長と小松書記と私の３名で公式訪

問をしました。子クラブでもあり同じ江東区にあり、最も

親しいクラブであります。前期は金丸氏が部長として活躍

され、ベイサイドクラブ設立に大変貢献され、金丸さんと

堀江さんの二人がいなければベイサイドクラブは立ちあが

っておりませんでした。 

設立１周年を迎えるベイサイドクラブは現在も大事なこ

とは金丸さんに相談をしており良き兄貴分です。今月は、

浦崎暁子さん（国際ホテル専門学校 学生支援室長）の「東

日本大震災から学ぶ」と題して、東京 YMCA ホテル学校

の生徒の取り組みを映像を交え話されました。あの悲惨な

震災地でボランティア活動を通して成長してゆく生徒、其

れを支え励まし育ててゆくスタッフ、教室では学べないも

のを彼らは得たのではないかと胸を打つものがありました。 

また、飯田メネットの紹介で入会希望者が参加され、鈴

木部長も期の始めの、今期、部で１０名に新入会者の目標

を「目標を２０名に変更します、なぜなら今期８名決まっ

たので」関東東部よいスタートが切れたようです。 

 

 

香取 良和 

９月１２日（土）千葉 YMCA に鈴木部長、小松書記、

香取の３名で訪問しました。青木会長や青木一芳元国際会

長、倉石さんらベテランが元気です。 

今月の報告は、広島 YMCA ユースピースセミナーに参

加された、二木聡美リーダーの報告、プロジェクターは青

木メンが操作、二木さんのセミナーの報告は原爆被災地広

島での核廃絶への願いだけでなく、各国のリーダーとの交

流を通して素晴らしい体験ができた事への喜びと、今後の

自分への課題など、変に照れたりせず、自分の言葉で語っ

ており素晴らしかった。そして嬉しい事に、ひがしクラブ

に続き千葉クラブにも新入会希望者が出席、部会にも参加

したいとのこと。またもや鈴木部長の今期２０名へ目標変

更宣言が、関東東部に良い風が吹いてきたようだ。 

 終了後二次会へお誘いを受けたが、鬼の撹乱で鈴木部

長の咳が止まらず、心配なので小松書記と相談し残念なが

らお断りし３人で帰路についた。 

 

 

中野 英一郎 

今年も東陽町 YMCA の夏祭りでチャーハンを焼いた。

運営事務局から「今年もチャーハンをやって欲しい！」と

依頼があった。実は私とチャーハンの歴史は古く、１０歳

の時に料理に目覚め、かれこれ３４年間料理を作り続けて

いる。私の料理への思いは「おいしく、楽しく、誰でも食

べることができる。」がコンセプトだ。ホームパーティで料

理を披露する時も、この信念はブラしません。参加した誰

もが手伝え、楽しみ、食べることができる。食べるものな

ので、おいしくは当たり前だと思います。ただ楽しくなく

ては、その味も半減すると考えています。誰でも食べるこ

とができるというのは、濃いとか薄い程度の味の調整だけ

で仕上がるようにレシピをつくります。何故でしょうね？

それは誰が焼いても大して変わらない味にすることで、誰

でも参加できるようになるのです。誰でも楽しめるように

なるのです。濃いだの薄いだの言って遊びながら作れるの

です。私のボランティアに対する思いは「楽しいから人が

集まる。」「嫌な気持ちになるならやらない方がいい。」お祭

りは楽しくありたいものですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東東部部長公式訪問 
 －千葉クラブ－ 

関東東部部長公式訪問 
 －ひがしクラブ－ 

東陽町夏祭りとチャーハンと私 
京
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相川 達男（書記 菅原 創 代理） 

出席者（敬称略）宇田川、藤井、香取、小松、鈴木、酒向、

本間、草分、（駿河）、相川 

①HP に関して 

７月３１日開設。幼稚園にも公開。１階ホールに案内掲

示。園の HP よりジャンプできるように設定を検討。 

②ロースター配布 

各自内容を確認の事 

③関東東部部会進捗に関して（本間委員長） 

チラシの内容確認 

・当日の時間配分、準備時間などを考慮の上変更 

１４時～１８時３０分 約４時間半 

・予算等について 食事、飲み物が持ち込み可か確認、

紀ノ川亭と交渉（香取さん）、駐車場１台分確保 

・出欠確認に関して クラブ単位でクラブ会長に確認 

・PR ワイズドットコムなどを活用して他部からも召集 

・出席 江東は全員出席が基本 

・その他 表彰、記念品について審議 

④１０月の例会 

部会開催月、行事繁忙月なので例会の統合を検討 

⑤チャリティーラン 

ランナークラブ枠１名未定 江東クラブで選出 

チーム AED（仮称）出場を検討中 

⑥江東ボランティア祭り 

宇田川会長、相川が視察参加 

⑦東陽町夏祭り 

チャーハン屋台出店   仕込み 中野メンに一任 

出席予定者 石井（チーフ） 宇田川 鈴木 中野 小

松 草分 

⑧納涼例会 

現在出席予定者１１名確定、目標１５名 

⑨ワイズガーデン 

種まきなど手伝ってくれたＹＭＣＡ幼稚園園児アピール

看板を検討 

⑩プール解体、館内ワーク 

９月５日  焼き鳥のサポート実施 

 

草分 俊一 

▼夏まつり  

８月２９日（土） 11：30～15：30 会員部主催のオー

ル東京の夏まつりが東陽町センターで開催されました。江

東クラブはチャーハン！昨年度の『倍』の２００食を準備

しましたが、早々と売れ切れになりました。後半戦は小松

さんの司会による抽選会！一層の盛り上がりを見せた夏ま

つりでした。益金は約５０万円となりました。 

▼第２９回インターナショナルチャリティーラン 

９月２３日（水：祝）、木場公園で開催されます。江東セ

ンター＆幼稚園からは今年も３チームをエントリーいたし

ました。幼稚園の保護者・ワイズ・教諭の混合チームです。

園児から募集したチーム名も抽選で選び「にじ」「ほし」「ハ

ート」となりました！是非、当日、オリジナル T シャツを

着て応援に来てください！！！ 

▼ソフトボール大会 

１０月１２日（祝：月） 、第３２回会員ソフトボール

大会が開催されます。リーダー、保護者、ワイズメンでチ

ームを構成いたします！是非、ご参加を！！応援のみでも

OK!!! 

▼江東バザー 

１１月８日（日）です。日程のお間違いがないように！ 

▼クリスマス会 

１２月５日（土）です。ご予定ください！相川 

 

香取 良和 

「トリ」 

寄席や年末の紅白で「トリ」は誰？と良く聞きますが。 

「トリ」とは寄席で最後に出演する人が、その日の売 

上を全部「取り」、後でその日の出演者に分け与える 

ことから最後の出演者を「トリ」というようになった 

のです。 

「のろま」 

江戸時代、野呂松勘兵衛という人形使いが、頭の平たい 

愚鈍な仕草の道化人形を使っていました。その人形が人 

気が出て、人形使いの名をとり「野呂間（松）人形」と 

よばれ、それらしい人を指して「のろま」になったとい 

われるようになったといわれています。 

「段取り」 

歌舞伎用語で、芝居のスジの運びや手順の事を「段」と 

言い、これを手際良く進行させる舞台裏の手順を「段ど 

り」といいました。ここから、一般に物事の事前準備の 

事をさして「段取りがいい」段取りが悪い」というよう 

になりました。 

多分知ってるとは思いますが

第一例会報告 8/6 
京

ＹＭＣＡニュース 
京

8/21 ワイズガーデン

撮影：香取 


