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【スマイル】

【プルトップ】

【ロールバック】
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国際会長 :  Joan Wilson (カナダ) 　「私たちの未来は、今日より始まる」

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

東日本区理事 :  利根川 恵子(川越) 　「明日に向かって、今日動こう」

関東東部部長 : 片山啓(茨城) 　「組み合わされ、結び合わされて、造り上げられてゆく」

クラブ会長 : 峯岸友彦　「焦らず細部まで確実に、楽しく全員で大胆に」

東京ベイサイドワイズメンズクラブ

今月の聖句

　 「あなたがたに平和があるように」

ヨハネによる福音書　20章19節

HEADLINES
2017年4月22日（土） 13:00～16：00

しののめYMCAこども園オリーブ

司会 岡田　光功氏

・ 開会点鐘 峯岸 友彦 氏

・ ワイズソング 一 同

・ ワイズの信条 中道　幸子氏

・ ベイサイドの信条 中道　幸子氏

・ お祈り 堀江  和広氏

・ 会長挨拶 峯岸  友彦氏

・ 前回議事録確認 安齋　一徳氏

・ 報告項目

1. 関東東部評議会の報告（岡田氏）

2. 5月マルシェの出店について（村田氏）

3. 新歓バーベキューについて（藤原氏）

・ 協議事項

1. ベイサイド合宿日程、内容、リーダー選出

2. クラブ会員増員について

3. 2018年在京ワイズ新年会に向けて

・ 連絡事項

・ブリテン（安齋氏）・CS（藤原氏）・会員増強（小林氏）

・ファンド（岡田氏）・広報（佐竹氏）・その他

・ スマイル 

・ 閉会点鐘 峯岸 友彦  氏  

【2016-2017年度役員】

会長 峯岸友彦  第三書記 中道幸子

副会長 藤原宏隆  会計 岡田光功

第一書記 安齋一徳 担当主事 堀江和広

第二書記 村田拓彦

【例会】 3月例会

・ 出席者 ・・・・・・・・・・・・・・・ 4名

・ 在籍数 ・・・・・・・・・・・・・・・ 18名

・ ゲスト ・・・・・・・・・・・・・・・・ 0名

・ メーキャップ ・・・・・・・・・・・ 0名

・ 会員出席率 ・・・・・・・・・・・ 22.2%

3月 300円
合計 7,474円

3月 0kg
合計 131.8kg

0円

【4月例会】

2017 April 4月14日発行

2016-2017年度　次期会長・部長研修会

3月4日~5日東山荘でおこなわれた研修会にベイサイドの代表として出席致しました。ワ
イズメンズに入会して2年目の自分がと言うよりも、正直ワイズメンズの細かな部分まで
把握出来ていない自分が出席して理解が出来るのだろうかと言う不安でいっぱいでした。
研修内容は、研修Ⅰ～Ⅵで構成されLT委員方々の司会いにより研修が進められていき多
くことを知ることが出来ました。そこで印象に残った所を少し紹介したいと思います。
１つ目、「EMC」です。各クラブとも会員増強には、かなり苦労している様子を感じ今の
ベイサイドはどうなのだろうかと思いました。
２つ目、「夕食懇談会」では、東京たんぽぽクラブ、川越クラブの方々とお話しする機会
がありとても有意義な時間持つ事が出来ました。
３つ目、「部長を囲んで」では、次期部長を中心として沢山のお話しをお伺いすることが
出来ました。
４つ目、「早朝ウォーク」では、綺麗な富士山を堪能することが出来ました。因みに富士
には紅富士と赤富士があるそうです。興味のある方は、ネイチャープログラムへの参加
すると教えて頂けます。
他にもここでは書ききれないほど、多くのことを知ることが出来ましたのでベイサイド内
へ情報共有を図っていければと思います。
最後に現地でお世話になりました方々へ心より感謝申し上げます。 安齋一徳

3月11日（土）にこども園で、2016年度卒園式が行われました。
先生方そして、保護者に見守られ、卒園証書を受け取りに行く年長さん達の表情は頼も
しいそのもの。そこにはいつものおちゃらけたそぶりは無く、少し強張りながらも、僅か
な微笑みを浮かべ、そして希望に満ちた眼差しで真っ直ぐと未来を見つめるみんなの姿
がありました。斯く言う私の長女(第一子)もその一人でした。入園初日、集合写真の撮
影時に唯一号泣し、人一倍シャイだった娘が、堀江先生に名前を呼ばれ、「はい！」と一
際大きな声で返事をし、堂々と前へ出る彼女の姿を目の当たりにした時、胸がジワっと熱
くなったことは今でも鮮明に覚えています。何もかも、子供達に真剣に向き合ってくれた
こども園の先生方のお陰です。木澤家にとっても一生の思い出です。改めまして、本当に
お世話になりました！そして、本当に有難うございました！！ 木澤裕史

3月4日に卒園祝会が開かれました。わが子の成長に加え、小さかったあの子もこんなに
大きくなったんだと、胸にこみ上げるものがありました。ベイサイド佐竹氏作成の卒園
ＤＶＤの評判は聞いてましたが、期待を超える素晴らしいものでした（自宅に帰って何度
見直したでしょう。佐竹さん、ありがとうございました！）。ベイサイドの活動を通じて、多
くの園児の成長を見てきたからこそ、これだけの感動があると実感する１日でもありま
した。 小林正輝

卒園式＆卒園祝会
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本年度の献金について 西村さんへの贈る言葉

西村さん。本当に今までありがとうございます。ベイ
サイドを立ち上げるにあたり、一番苦しかった時期。
どこに向かうのかわからなかった時期を西村さんに
ずっと陰から支えていただいていた気持ちです。言葉
は多くなく、眼差しは優しく、力仕事は率先して。ご
職業である、バスの運転手さんとも相通ずる背中でみ
せる大人の男に学ぶことが多かったです。ひきつづき、
地域の一員としてよろしくお願いいたします！

工藤大丈

チャーターメンバーとして、立ち上げから今まで、西
村さんと苦楽を共にできた事を、嬉しく誇りに思いま
す。西村さんが餅をつく「杵の軌道」は、いつも真上か
ら真下への一直線！！曲がった事は大嫌い！筋の通ら
ぬ事も大嫌い！そんな真面目で実直な西村さんが大好
きです！ワイズはいつでも西村さんを待っています。
またお手伝いして下さい。有難うございました！！

堀江和広

西村さん。立ち上げの時からベイサイドに力を尽くし
て下さりありがとうございました。西村さんとコメダ
珈琲で打ち合わせしたこと。西村さんと沢山お餅をつ
いたこと。西村さんとマルシェでビールを売ったこと。
西村さんが一生懸命焼き鳥を焼いてくださったこと。
西村さんがベイサイドのクリスマスのためにマイクの
電池を買いに走ってくださったこと。まだまだ思い出
はたくさんあります。西村さん！本当にありがとうご
ざいました。

中道幸子

西村さんと一緒にベイサイドクラブのスタートを切れ
て本当に良かったです。
また一緒に祭りやりましょう!
卒業しても我々の繋がりは一生の宝です。笑

佐竹誠

当クラブでは、設立以降RBMをメインに献
金していましたが、東日本区大会などを通
じ、献金内容や他クラブの活動を見聞きす
ることで、幅広くYMCAの活動支援する必
要性を再確認。改めてFFやTOFなど献金種
類や主旨をクルーで共有し、7項目に献金
することを決定しました。献金内容を確認
することで、ワイズ活動意義の再認識にも
つながりました。
最後に、献金にあたってはこども園の保護
者の方に協力をいただいたことを感謝いた
します。

佐竹誠

来月5月号ではベイサイドクラブの前会長の工藤氏を紹介します！

1. 3月11日、2016年度卒園式が無事
挙行され、88名の園児が新しい社
会へ巣立って行きました。これから
は地域の一員となりますが、引き続
きご指導をお願い申し上げます。

2. 4月3日、グランチャ東雲・江東幼
稚園・しののめYMCAこども園に従
事する職員、教員が一同に集まり、
合同職員会を行います。今年度もさ
らに協力関係を強化し、事業は勿論
の事、諸活動を進めて参ります。

3. 4月3日から新年度の、乳児・長時間
児の保育が始まりますが、2017年度
入園式は、4月8日に行われます。
新たな出会いを今から楽しみにして
おります。

❶ 出身は？
 東京都江東区です。（出産する時だけ母が茨城の実家に
戻ったそうです）

❷ 仕事は？
 学校法人しののめYMCAこども園　園長です。

❸ 今「○○」にはまっています！
 はまりつつあると言う感じですが、カヌーとシ―カヤック
です。

 昨年、マングローブのなかでカヌー漕いできました。
 どうにか1艇欲しいです・・・・。

❹ ベイサイドワイズの良いところ！
・ 若さ・バイタリティー・やる気・頭の良さ・柔軟性・・・
などなど
・ 無から始まり、自分達が先頭に立って、この地域を良く
していこうと言う共通の夢を持っているところ。

❺ これからベイサイドで何をしたい？
・この地域全体を巻き込んで、社会貢献をしていきたいで
すね。
 例えば… 2020年東京オリンピックのボランティア養成や
近隣河川クリーン作戦！
 綺麗になったあかつきには「手作りボートレース」もやり
たいですね！

東京ベイサイドクラブ　クルー紹介リレー 
クルー紹介リレー、本ブリテンではベイサイドクラブのメンバーを皆さまにご紹介します！

４月予定
4月22日13：30 ～　本例会

YMCA ニュース

堀江　和広

黒い。ひたすらに黒い。なぜ、黒いのか。でも、心は白い。
明るく時に厳しく。でも、いつも楽しく。本当は、熱い熱い男。
堀江園長先生。年齢関係なく、いつも一緒にいて楽しんでいます。
引き続きよろしくお願いいたします！ by  工藤氏

にこやかな笑顔がとても素敵なリーダー。
みんなが人生の楽しみかたを参考にしています！！ by  古川氏


