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第 20回関東東部部会(20周年記念部会) 

                   鮎澤正和 

去る 10 月 15 日に関東東部第２０回記念部会が片山関東東

部部長のお膝元である「つくば国際会議場」、懇親会が「筑波

グランド東雲」で開催された。穏やかな秋晴れの日、利根川

東日本区理事、栗本次期理事をはじめ各事業主任、東日本区

監事、区メネット委員長等来賓を含め 75 名の参加があった。

基調講演は元アジア太平洋同盟総主事の山田公平氏「若者た

ちの未来とワイズメン」と有田征彦氏「ブランドコンセプト

発表」の 2 本立て。山田氏は「今までの物的満足の達成感か

ら心的満足の達成感へと若者の考え方が変化している中でそ

れに応えられるには YMCA ワイズはどのように考え、行動し

てゆけば良いか一人ひとりがしっかり考えて行く必要があ

る」と、また有田氏は「今 YMCA のロゴは色々なデザインで

あちこちに使われていて統一性が無い。一目見て YMCA と分

かるものが必要だ。ブランドコンセプトという土台作りは終

わった。これからスローガンとかマーク等を作り更に YMCA

の価値やイメージを確実に伝えて行く作業になる。ブランド

活動には終わりがないのでこれからも頑張って行きたい。」と

述べられた。その後休憩に入り参加者全員を 6 つのグループ

に分けて分団協議に入った。限られた時間ではあったがワイ

ズ YMCA への考え方、つながり方等様々な意見があった。分

団発表でも新たな視点に気づかされることが多々あった。 

懇親会場はバスで「筑波ホテルグランド東雲」へ移動。決

められた席には知った顔ばかりなので和やかに話しが弾む。

クラブ発表ではひがしはピースウォークをアピールした。オ

ールディーズの演奏で盛り上り最後に片山部長より各クラブ 

へ 20 周年の記念品として、東日本区と関東東部のミニバナー

とバナースタンドが各クラブに手渡された。 

15 日は江東区民まつりとカブってしまったので部会には 2

名（鮎澤、金丸）が出席、他のメンバーは区民まつりで奮闘。

部会と区民まつり、お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

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  ℡ 03-3615-5568 

国際会長：Joan Wilson(カナダ) 主題:「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) 主題:「ワイズ運動を尊重しよう」 

東日本区理事：利根川恵子(川越) 主題:「明日に向かって、今日動こう」 

関東東部部長：片山 啓(茨城) 主題:「組合せされ、結び合わされ、造り上げられてゆく」 

東京ひがしクラブ会長：鮎澤正和 主題:「変化と継続！クラブ一丸！ パートⅡ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強調月間 

ワイズ理解 

ﾌｧﾐﾘｰﾌｧｰｽﾄ 

 

 

１１月例会 
 

と き 2016 年 1１月１０日（木） 

PM6:30～8:30 

ところ 東陽町センター「多目的室」 

 

受付：野本多美子 

司会：高野真治  

☆プログラム  

  開会点鐘     

  ワイズソング／ワイズの信条 

開会挨拶       鮎澤正和 会長 

  ゲスト紹介 

  食前の感謝         

  今月の誕生日・結婚記念日 

  ゲストスピーチ 

    「夢はうす食堂」 

    東 裕二氏（所沢クラブ） 

  スマイル 

  各種報告 

  閉会点鐘         鮎沢正和会長 

 

 

 

スマイル 

10 月 15,650 円 

 

※合同によるスマイルは、

熊本地震支援金として熊

本 YMCA へ。 

 
 

 

2016-2017年度役員 

会 長  鮎澤正和 

副会長  須田哲史 

書 記  金丸満雄 

会 計   野本多美子 

担当主事 沖 利柯 

 

１０月例会 

出席者      41 名     ﾒﾈｯﾄ   1 名 

江東クラブ  19 名       ｹﾞｽﾄ   3 名 

ひがしクラブ 7 名(ﾒｲｷｬｯﾌﾟ 1 名) 

ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｸﾗﾌﾞ 10 名     

ひがし会員出席率 ８９ ％ 

 

✞今月の聖句✞ 

『主はこの母を見て、憐れに思い、「もう泣か

なくてもよい」と言われた。』 

－ルカによる福音書第７章１３節－ 

 

 

 

  

      

 

           

 

 



ｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙ 

◇10月例会報告◇ 

 江東区には、老舗の江東クラブ・中堅のひがしクラブ・新

しいベイサイドクラブの３クラブが所在しています。そして

３クラブの関係は、親・子・孫の三世代でもあります。今回、

シニアメンバーの強い想いで初の３クラブ合同例会を、10 月

20 日(木)に東陽町センターで開催しました。江東クラブ篠田

秀樹メンの司会で 19 時開会。３クラブ各会長による開会挨拶

とメンバー紹介が行われた。ゲストスピーチは築地移転問題

で脚光を浴びている、築地マグロ仲卸三代目生田與克氏によ

る「まぐろの話と築地移転問題」。最初に話題沸騰の移転問

題について、持論の豊洲移転賛成論を熱く語り、続いて本職

のマグロの話も熱弁を披露。世界の漁場・漁獲量等々様々な

データーを基に解説され、「乱獲を止めれば日本の食卓は支

えられる」と日本近海におけるマグロの乱獲に警笛を鳴らし、

我々に資源の大切さを訴えスピーチを終えた。スマイルは熊

本災害復興支援として熊本 YMCA へ。例会終了後は「はなの

舞」で賑やかに親睦が行われ、今後の力を合わせた活動に期

待を持ち終了した。出席者総数 41 名。 

ｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙｙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
★今月の誕生日 

   沖 利柯 担当主事 (17 日) 

鮎澤正和 メン (18 日)   

   金丸満雄 メン (21 日) 

   奥峪 力  メン (22 日) 

   鮎澤範子 ﾒﾈｯﾄ (30 日) 

 

秋だ！祭りだ！！ 

その１＝江東区民まつり 

 10 月 15・16 日、江東区民まつりが木場公園で行われ、ク

レープ＆かき氷をライオンフィッシュダイビングクラブと共

同で出店した。両日ともに好天気に恵まれ 2 台のかき氷機械

はフル回転。使用した氷は 84 貫とこれまで最高。十分用意し

たシロップを更に 16 日朝補充。ブースの中は休憩する暇もな

く大忙し、クレープも負けじと二日間で約 600 枚を焼き上げ

た。天気に恵まれ大盛況にうれし

い悲鳴の二日間であった。 

締めは恒例の打上げで賑やかに

労を癒し、サプライズに 16 日誕

生日の飯田さんを祝い、今年の区

民まつりが終了した。ご苦労様で

した。 

その２＝グランチャ秋まつり 

 10 月 22 日(土)グランチャ東雲秋まつりが行われ、今年もひ

がしはクレープを出店した。爽やかな秋晴れの中、およそ

3600 名(主催者発表)の来場者があり、模擬店のこどもえん園

庭会場は掛声が飛び交い、早々に完売コーナーが続出した。 

グランチャまつりも 6 年目を迎え、来場者の数が年を重ねる

ごとに増えてきている。 

先頭に立ってサポートし

ているベイサイドクラブ

と共に、グランチャまつり

が地域の祭りとして着実

に根差すようにこれから

も微力であるが支援して

いきたい。 

 

ＹＭＣＡコーナー                             
        担当主事 沖 利柯 

▼ソシアスフォーラム（会員協議会） 

会員とスタッフが年に一度一緒に東京 YMCA のことについ

て話し合う会員協議会。今年は今進められている全国

YMCAブランディングの話と東京YMCAの中期計画の話を

聞き、意見交換を行います。 

 それ以外にも普段から感じていることなく話し合う機会と

したいと思います。どうぞご参加ください。 

 日時：11 月 26 日（土）10：00～16：00 

 場所：山手コミュニティセンター 

 費用：1,000 円（昼食代） 

 申込：会員部 

▼江戸城ファミリーウォーク 
今回のテーマは、｢江戸城外濠をめぐる―未完の都市公園と
ハイキング・コース｣。 

市井人・斎藤月岑に学ぶ会肝煎の小藤田正夫氏をお迎えし、
ご講演いただきます。 

ウォーキングは「史跡 江戸城外濠跡」である赤坂見附か
ら市谷見附けまでをめぐり、日本の城郭で最大となる外濠
の面影を探るとともに、未完に終わった「外濠公園」とハ
イキング・コースの姿をたどります。 

 日時：11 月 23 日(祝)10：30～15：30 

＊講演会は天候にかかわらず実施します。 

 費用：1,000 円（保険料込込み） 

  定員：100 名 

  申込：会員部 

▼次期総主事決定 

 廣田光司総主事の任期満了に伴い、2017 年 4 月 1 日 

より現副総主事の菅谷 淳氏が次期総主事に選任されま

した。（任期 4 年間） 

どうぞよろしくお願いいたします。 

2017年在京ワイズ合同新年会 
日時 2017 年 1 月 7 日(土) 

PM12:30～15:30 

場所 東京 YMCA 山手センター 

会費 5,000 円 

プログラム 第 1 部礼拝 第 2 部懇親

会 


