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□□京都ウエストクラブ定期交流会□□ 

交流委員長 竹内 聰 

８月１６日は３年に１回行っている京都ウエストク

ラブと東京ひがしクラブの定期交流会です。３年毎に

行っているのは深川八幡祭り（富岡八幡宮例祭）、別名

「水掛け祭り」で東陽２丁目の神輿を皆で担ぐ体験が

始まりです。この日は、飯田ワイズ、メネットの協力

で朝早くから祭りの準備で飯田ワイズの家に集まりま

す。今年は 150年に１度と言われる１番の神輿(53基中)

が東陽２丁目（東京ＹＭＣＡも協賛）です。京都ウエ

ストからは金澤会長、塚本直前会長、中原 交流委員

長、河合ワイズ、角谷ワイズ、野田ワイズ、安田ワイ

ズ、安平ワイズ、山田ワイズの９名が訪問してくれた。

当日の午後２時、東京駅日本橋口に飯田、金丸、須田、

野本、竹内とコメットが出迎え、飯田ワイズが準備し

た車で東京スカイツリーを見に出発した。事前に展望

台までの入場券を用意していたのでスムーズに移動出

来た。生憎天候は曇り空。でも、展望台から見る東京

の風景は格別でした。東京ソラマチで早めの買い物を

済ませ宿泊ホテルに移動した。交流会は木場の「イー

ズ」で行った。金丸関東東部部長の公式訪問でもある。

会は金澤会長と高野会長の挨拶で始まり、金丸関東東

部部長の乾杯で和やかな交流が始まった。今日の交流

会のために東京ベイサイドクラブからは工藤会長、佐

竹書記、中道ワイズ、堀江担当主事が参加。ゲストは

我がクラブの助っ人仲間関さん、軍司さん、浦崎さん

が参加。東京ひがしクラブは高野会長、鮎沢、鮎沢コ

メット、飯田、飯田メネット、金丸、須田、竹内、竹

内コメット、野本、森村が参加した。乾いた喉を潤わ

し３クラブの全員が自己紹介を行った。気がつくと、

全員の自己紹介だけで特別なプログラムの必要もなく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  ℡ 03-3615-5568 

国際会長：PoulV.Thomsen(ｲﾝﾄﾞ) 主題「言葉より 行動を“Talk Less Do more」 

アジア地域会長：岡野 泰和(日本)主題「未来を始めよう、今すぐに」 

東日本区理事：田中博之(東京)主題「誇りと喜びを持って」 

関東東部部長：金丸満雄(東京ひがし)主題「つなごう ワイズの こころ」 

東京ひがしクラブ会長：高野真治主題「がんばれ！ひがし 012え 19-19」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強調月間 

 

ユース 

９月例会 

2014 年９月１１日（木） 

PM６:30～８:30 

東陽町センター1 階「多目的室」 

 

受付：須田哲史 

司会：金丸満雄 

プログラム 

 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 高野真治 

 食前の感謝            草分俊一 

 食  事 

 今月の誕生日／結婚記念日 

 ミーティング 

   ①第 18 回関東東部運営 

   ②IBC 釜山ﾋﾞｰﾁｸﾗﾌﾞ訪日の件 

各種報告／スマイル 

閉会点鐘        会長 高野真治 

 

 

 

 

 

          

 

 

 
 

８月例会 

出席者      31 名   ﾒﾈｯﾄ 1 名 

会員出席数   7 名   ｺﾒｯﾄ 1 名 

在籍数     11 名  京都ｳｴｽﾄ 9 名 

（広義会員 2 名）      ｹﾞｽﾄ 13 名 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ     1 名 

会員出席率  ８９ ％ 

 

スマイル 

８月 

    27,000 円 

累計 

 34,000 円  

プルリング 

 

 

累計 

     ｋｇ 

2014-2015年度役員 

会 長  高野真治 

副会長  鮎澤正和 

書 記  金丸満雄 

会 計  須田哲史 

担当主事 草分俊一 

 

✞今月の聖句✞ 

『わたしたち強い者は、強くない者たちの弱さを

になうべきであって、自分だけを喜ばせることを

してはいけない。』 
        ―ローマ人への手紙第 15 章 1 節― 
 



時間が過ぎて行った。話題は明日の祭りが中心に楽し

い交流が行われた。会が盛り上がった時突如、江東ク

ラブから藤井ワイズ、香取ワイズ、小松ワイズ、篠田

ワイズ、中野会長が熊本ジェーンクラブの上村眞智子

ワイズを伴い会に参加してくれた。予想以上の仲間が

集まり楽しい交流会になった。定時になり鮎澤次期ク

ラブ会長の閉会の挨拶で交流会を終了した。 

翌日の本例祭には５時半から１番神輿を担ぐ金丸ワ

イズがスタートした。６時から飯田ワイズの自宅で神

輿を担ぐ為、半纏に着替えた。着付けは飯田メネット

が一人一人を祭り人に変身させて行く。当日の朝は少

し肌寒い曇り空。着替えが終わった順から神輿に追い

つけ夫々急ぎ足で胸を弾ませ出掛けた。富岡八幡神社

の門前仲町は神輿を見物する人で埋め尽くされていた。

「わっしょい、わっしょい」のかけ声で永代通りは 53

基の神輿が集結し道路を塞いだ。歩道には水掛け用の

バケツやプールが用意されていた。消防ホースはいつ

でも水が撒ける準備を終えていた。定刻の午前７時に

なり 1 番神輿の東陽２丁目がスタートした。３クラブ

の担ぎ手が何処にいるか見つけることすら出来ない程

の見物の人だ。第一休憩場近くになって漸く一人二人

と見つけることが出来た。肌寒い中で水を掛けられ「寒

い、寒い」を連発しながらも神輿の中に入って行く。

昼食で全員が集まり「永代橋までは頑張る」と京都ウ

エストの担ぎ手達。負けずとひがしの担ぎ手達とベイ

サイド担ぎ手達。頑張ってと声をかける仲間達。「わっ

しょい、わっしょい」のかけ声が一つになって永代橋

を渡ると早朝出発した富岡八幡宮前に着いた。最後の

53 番目の神輿まで観衆たちは拍手を続けた。お祭りバ

ンザイ（喝采）。午後２時まで歩き続けたが、祭りの余

韻に浸りながら京都ウエストクラブのメンバーは３年

後の交流会を約束して帰途に。そして、来年京都で開

催されるアジア大会への参加を約束して東京での交流

会を終えた。        

 

 東京 YMCA 夏まつり 

８月 30日(土)、恒例の東京ＹＭＣＡ夏まつりが東陽

町センターにて行われた。前夜の雨も上がりまずまず

の天気。午前９時より準備開始、各模擬店も食材準備

など大忙し、今年も開会時間を早め 11 時 30 分開会。

アトリュウムにてお馴染みのビッグバンドの演奏でオ

ープニングセレモニー、廣田総主事の開会挨拶で 2014

年夏まつりは賑やかに開会された。ひがしクラブは二

箇所担当。東京 YMCA のダイビングクラブ＆スキーク

ラブと一緒に炭火海鮮焼き(飯田、金丸、草分)と、被災

地復興支援のための物産販売も担当（鮎澤、須田、高

野、野本、飯田ﾒﾈｯﾄ、関ばば）。今年も天候に悩まされ

たが、幸いに青空が覗くほどに回復し、こども達の参

加も多く盛況に終わった。今年もお疲れさまでした！ 

 

ＹＭＣＡコーナー                             
      担当主事 草分俊一  

▼夏まつり  

８月３０日（土）11：30～15：30 会員部主催の夏

まつりが東陽町センターで開催されました。今年は新

しく高等学院の方々や東京西ワイズメンズクラブの出

店もあり、一層の広がりのある夏まつりでした。益金

は約５３万円となりました。 

▼第２８回インターナショナルチャリティーラン 

９月２３日（火：祝）、木場公園で開催されます。東

陽町センターでは今年も３チームをエントリーいたし

ます。参加費の 30 万円を東陽町センターのスタッフ、

ワイズメン、委員、学生・・・が一丸になって集めま

す。東陽町センターオリジナルＴシャツを是非、購入

ください！ 

▼ソフトボール大会 

１０月１３日（祝：月）第３１回会員ソフトボール

大会が開催されます。ウエルネスセンターからは２チ

ームエントリー致しました。興味ある方、一緒に汗を

流しませんか？もちろん応援のみでもＯＫです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□□ ９・１０月の行事予定 □□ 

9 月 20日 東京ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄ 東陽町センター 

9 月 23日 東京 YMCA ﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ 木場公園 

10月 4日 関東東部部会 深川江戸資料館 

10月 13日 東京 YMCA ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 大宮健保ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 

10月 18日 江東区民まつり 木場公園 

10月 19日    〃   〃 

10月 25日 ひがし 10月例会 奥峪邸 

第 18回関東東部部会 

―つなげよう ワイズの こころー 

日 時 2014 年 10 月４日(土)PM１～５ 

  場 所 深川江戸資料館 

  会 費 ４，０００円 

   第１部 部会・式典 

   第２部 講演：深川物語-深川の今昔－ 

   第３部 懇親会 


