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 ＤＢＣ交流と深川祭り  
 
 やってきました富岡八幡宮の本例祭（3 年に一度）。この祭
りは「深川八幡祭り」とも呼ばれ、江戸三大祭り「深川、神
田、山王」の一つとされています。「わっしょい、わっしょい」
の伝統の掛声を守り、沿道から清め水が威勢良く浴びせられ
「水掛祭り」と別称されています。本例祭には氏子町内から
大神輿が繰り出し、53 基の大神輿が勢揃いする連合渡御。永
代橋を渡御する時の光景は圧巻で多くの見物人を集めます。     

DBC 京都ウエストクラブの皆さんは、この祭りに毎回参加さ

れ東陽 2 丁目の大神輿を担ぎ、わっしょい！の掛声とともに

深川の心意気を感じて頂いています。 

ひがしクラブ８月例会は、納涼と歓迎交流会も兼ね行いま

す。今年は、有明のマンション 27 階ラウンジバーにて湾岸の

夜景を背に行います。今回は会場の関係で、声かけを行わず

両クラブだけとしました。ウエストクラブ 13 名とひがし 15

名で、和やかに納涼と交流を楽しみます（翌日は大祭、飲み

すぎ注意！）。毎回早朝から飯田メン･ﾒﾈｯﾄには、ウエストの

皆さんの着付け等ご協力頂き感謝です。今年もお世話になり

ます。この二日間で DBC の絆を深め、ウエストの皆さんが

深川の心粋を感じて頂ければ幸いに思います。 

 

前回（2014 年）の交流 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：Henry Grindheim(ﾉﾙｳｪｰ) 主題:「ともに、光の中を歩もう」 

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：栗本治朗(熱海) 主題:「広げよう ワイズの仲間」 

関東東部部長：長尾昌男(千葉) 主題:「義務を果たして、クラブと関東東部の活性化を図ろう」 

東京ひがしクラブ会長：金丸満雄 主題:「楽しもう ワイズ！！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル 

7 月 11,000 円 

 

累計  

11,000 円 
 

  
 

 

2017-2018 年度役員 

会 長  金丸満雄 

副会長  飯田歳樹 

書 記  須田哲史 

会 計   鮎澤正和 

担当主事 沖 利柯 

 

７月例会 

出席者      11 名    ﾒﾈｯﾄ  1 名 

会員出席者  10 名      ｹﾞｽﾄ   名 

在籍数      12 名   ﾒｰｷｬｯﾌﾟ   名 

（広義会員 2 名）           

ひがし会員出席率 100％ 

 ％ 

 

✞今月の聖句✞ 

『わたしは、彼らに永遠の命を与える。彼らはいつ

までも滅びることがなく、また、彼らをわたしの手か

ら奪い去る者はない』   
－ヨハネによる福音書 10 章 28 節－ 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

           

 

８月例会（納涼）＆DBC交流 

 

と き 2017 年８月 12 日（土） 

    18:30～21:00 

ところ  オリゾンマーレ有明 27 階ラウンジバー 

     江東区有明 1-3-14  

         (ゆりかもめ有明テニスの森駅徒歩 5 分) 

かいひ 3,500 円 

受付 鮎澤正和 

司会 竹内 聰 

☆プログラム       

会長挨拶     東京ひがし  金丸満雄会長 

京都ウエスト 安田繁治会長 

メンバー紹介 

食事の感謝    東京ひがし    竹内 聰メン 

乾 杯      京都ウエスト  森田恵三メン 

食事・懇談 

今月の誕生日・結婚記念日 

スマイル 

13 日(神輿渡御)インフォメーション 

閉会挨拶     東京ひがし  飯田歳樹副会長 

 

 

 

 

 

強調月間 

ＣＳ 

 



 ７月例会（総会） 書記 須田哲史  
 

7 月の例会（7/13）は総会。東陽町センター多目的室

で開かれた。開始 10 分前には、メンバー全員が揃うと

いう、今年度の意気込みを感じさせるスタート。開会

点鐘の後、須田書記の司会進行で、ワイズソング、ワ

イズの信条の唱和、金丸会長の開会挨拶、山口メンの

食前の感謝、升本の美味しいお弁当の夕食と進行して

いった。 旦那様の誕生日が結婚記念日である野本さん

をお祝いした後、総会はスタート。その場の指名で、

議長は、司会進行（須田）に、総会議事に移った。前

年度活動報告は、鮎澤直前会長。決算の報告は、野本

直前会計、ファンド報告を須田ファンド委員長、監査

報告を高野前会長からいただき、質疑応答の後、拍手

をもって承認された。（鮎澤会長！2 年間に渡って、ご

苦労様でした）続いて、今年度、新体制案（7 月号ブリ

テンに掲載）を金丸会長から報告、承認された。 

  金丸会長から、主題「楽しもう ワイズ！」として、

今期の目標である EMC（会員増強により 15 名に！）

や、そのターゲットである中高年の獲得。東陽町セン

ターのコミュニティー活動を通して、新事業を創出し、

クラブ活性化を図る等の方針が示され、その趣旨に沿

った年間行事と事業計画をもとに、質疑応答が行われ、

拍手で承認された。（金丸会長は、関東東部の EMC 主

査も兼務。EMC 必達成で頑張りましょう！）最後に鮎

澤会計より予算案が示され、ファンドの有効利用、新

しい記念品の準備、備品・倉庫の修繕・改築等、今後

の活動のアイデアが示され、承認。すべての議事が終

了。各種報告では、沖担当主事からは、東京 YMCA 夏

まつり（8/26）への協力要請。楽しいスマイル報告で、

東京ひがしワイズらしい、「和やか」かつ「活発」な話

し合いの総会例会は終了した。 

     新年度！ひがしメンバー勢揃い 

☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆ 

2017-2018 年度  

関東東部第 1回評議会 

７月 15 日(土)、第１回評議会が東陽町センター視聴

覚室にて青木一芳書記の司会で開催された。 

 評議会は、長尾部長より主題「義務を果たしてクラ

ブと関東東部の活性を図ろう」とし、クラブ活性化が

必要。そして、重点目標①部の強化・活性化②YMCA

との協働とした今年度の方針が述べられた。続いて、

事業主査より各事業計画と各クラブの活動計画が示さ

れ、それぞれ事業活動ならびにクラブ活動の意気込み

が発表された。続いて事務手続き会計についての説明

が行われ休憩。休憩後長尾部長を議長に選出し、各提

出議案の審議が行われた。 

議案審議、第１号議案：2017-2018 年度部長方針、

第２号議案：2016-2017 年度決算&監査報告、第３号議

案：2017-2018 年度予算案の件、以上、1 号から 3 号ま

での提出議案は全員の挙手によって全て承認された。

最後に、第 21 回関東東部部会（千葉）のアピールにて

第１回評議会が終了した。 

 評議会後恒例の懇親会は

近くの居酒屋で行われ、テー

ブルでは、初めて参加するワ

イズとベテランワイズの会

話等が弾み賑やかにそして

和やかに交流が行われ第１

回評議会は終了した。 

出席者：36 名（ひがし：3 名） 

 

ＹＭＣＡコーナー                             
              担当主事 沖 利柯 

▼夏まつり本番です！ 

8 月 26 日（土）夏

まつり本番が近づい

てまいりました。クラ

ブの皆様には被災地

復興支援物品販売な

らびに焼き鳥コーナ

ーのお手伝いをお願

いいたします。また、

前日は 15：00 よりア

トリウム、Well-B の提

灯はりが行われます。

大変恐縮ですがお手

伝いいただける皆様、

どうぞよろしくお願

いいたします。 

▼災害スタディ 

  先にお知らせした災害スタディの詳細が決定しま

した。防災の観点から街を歩いて、その後感じたこ

とをみんなで話し合いたいと思います。東陽町セン

ター近辺の街あるきです。どうぞご参加をお願いい

たします。 

日時：9 月 2 日（土）13：00～16：00 

会場：東京 YMCA 東陽町センター視聴覚室 

費用：無料 

対象：会員並びに YMCA に関わる方 

服装：歩きやすい服装・靴、帽子 

持物：水分 

申込：会員部 03-3615-5568 

▼東陽町センター外壁工事 

東陽町センターの外壁工事を 8/7～2018年 1/31に

行います。それに伴い喫煙場所も撤去となりますの

で、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

★今月の誕生日 

竹内 聰メン  （29 日）  

  須田由美子ﾒﾈｯﾄ（22 日） 

 


