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 ８月例会（納涼&DBC 交流）    
            DBC 交流担当 竹内 聰          

 ８月の例会（12 日）は、納涼例会で京都ウエストクラブと

の交流会です。江東区有明のオリゾンマーレ有明 27 階ラウン

ジバーで開かれた。18 時 30 分から例会を始めた。ウエスト

クラブから 14 名、ひがしクラブ 11 名、ゲスト 7 名で、湾岸

と都内の夜景を望みながらの交流会を行った。ウエストクラ

ブとの交流会を東京で行うのは、３年に一度行われる富岡八

幡宮の本例祭前日に合わせて行なっている。例会は、金丸会

長と安田会長の挨拶が行われ森田メンの乾杯ですぐ懇談が始

まった。窓際に並んだ料理を皿に取る時も３年振りに会う会

員達の輪が、彼方此方に固まって交わりを深めていた。お腹

が満たされプレゼント付きのアトラクションが始まる。担当

の沖＆山口メンの絶妙なコンビ（会話とジェスチャー）で、

３グループ対抗「難問回答ゲーム？」が行われた。数ある問

題で意地悪なワイズ用語は全員真剣に回答を出したが全問解

答のグループは出なかった。両クラブのプレゼント交換とス

マイルが行われ、閉会の挨拶が行われた。明日（神輿渡御）

のインフォメーションを飯田副会長が行い無事例会は終了し

た。例会会場を準備した沖さん、山口さん、金丸会長ご苦労

様でした。交換プレゼントを準備した野本さん感謝です。 

13 日は、楽しみにしていた「水掛祭り」です。飯田ワイズ

の自宅に集まり、神輿を担ためにダボシャツ、パッチ、足袋

に着替えた。屋上で全員の記念写真を撮り、茅場町まで地下

鉄で移動した。早朝から神輿を担ぐ金丸会長と合流。我先と

大神輿の担ぎ手になり「わっしょい、わっしょい」の伝統の

掛声を守り、沿道から清めの水を勢い良く受け深川の人達と

一緒になって「深川の心意気」を肌で感じた１日となった。

ウエストクラブ交流委員長の河合さんご苦労様でした。全員

の協力で楽しい想い出が出来ました。次の 3 年後は、「東京オ

リンピック」です。 

 

 

  

 

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 

８月 14,000 円 

 

累計  

25,000 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 

 

８月例会 

出席者      32 名    ﾒﾈｯﾄ   1 名 

会員出席者  10 名  ｳｴｽﾄｸﾗﾌﾞ 14 名 

在籍数      12 名   ｹﾞｽﾄ   7 名 

（広義会員 2 名）           

ひがし会員出席率 100％ 

 ％ 

 

✞今月の聖句✞ 

ふたりが言った、「主イエスを信じなさい。

そうしたら、あなたもあなたの家族も救われ

ます」。 

          －使途 16 章 25-40 節－ 

 
－ヨハネによる福音書 10 章 28 節－ 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

９月例会(部長訪問) 

 

と き 2017 年９月 14 日(木) 

    PM6:30～8:30 

ところ 東陽町センター１階多目的室 

              受付：鮎澤正和 

              司会：山口 隆 

 

プログラム 

開会点鐘         会長 金丸満雄 

ワイズソング／ワイズの信条 

開会挨拶            金丸満雄 

ゲスト紹介 

食前の感謝             

今月の誕生日・結婚記念日 

関東東部部長公式訪問     

メッセージ         長尾昌男部長 

スマイル／各種報告 

閉会点鐘         会長 金丸満雄 
 

★＊★＊★＊★＊★＊★＊★＊★＊★＊★＊★＊★＊★＊★ 

★今月の誕生日 

金丸優美子ﾒﾈｯﾄ(22 日) 

  ★結婚記念日 該当者なし 

 

 

 

強調月間 

ユース 

 



   

 

 

 

  東京 YMCA夏まつり      

 

８月 26 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。午前９時より準備開始、各模擬店も開店

前の仕込み準備など大忙し。11 時 30 分アトリュウムにおい

て中村周三さんの司会で開会式が行われた。菅谷総主事の開

会挨拶とお馴染みのジャズバンドの演奏で、オープニングセ

レモニーが行われ 2017 年夏まつりが開会された。 

ひがしクラブは二箇所担当。東京 YMCA ダイビングクラブ

と一緒の炭火海鮮焼（飯田、沖、金丸）では、猛暑の中大粒

の汗をかきながら奮闘し、スペアリブ・いか焼・焼鳥など水

分補給しながら見事完売。三宅島・大島・小千谷・東北と新

たに熊本を加え、被災地復興支援のための物産販売コーナー

も担当（須田、野本、千代）。薄れつつある被災地への思いを

忘れないためにも支援を継続。ジャズバンドの演奏で盛り上

り、多くの来場者で熱気ムンムンの中、お楽しみ抽選会＆カ

ブトムシ争奪こども抽選会が行われ、天気にも恵まれた今年

の夏まつりは無事終了した。お疲れ様でした！ 

 

ＹＭＣＡコーナー                             
              担当主事 沖 利柯 

▼夏まつり有難うございました。 

8 月 26 日（土）の夏まつりでは、準備から後片付けまで

本当に有難うございました。益金は約 64 万円で、各コミ

ュニティーセンターの地域奉仕活動（歌の会、翻訳ボラン

ティア、子ども食堂など）に用いさせていただきます。 

▼九州北部豪雨緊急支援募金 

  7 月 5 日からの豪雨で大きな被害を受けた九州北部の被

災者支援のために、全国ＹＭＣＡは「九州北部豪雨緊急支

援募金」を開始しました。西日本地区の YMCA では、物資

の支援、瓦礫撤去などのためのボランティア派遣、避難所

の支援活動などを行っています。子どもたちの心のケアも

視野に入れながら中長期にわたり活動を展開していく予定

にしています。これに連動し、東京 YMCA でも 9 月末まで

の期日で募金活動を開始しました。7 月 19 日に東陽町駅周

辺 3 カ所で街頭募金を実施し、1 時間あまりで 52,305 円が

寄せられました。引き続き募金活動にご協力をお願いいた

します。 

▼国際協力街頭募金 

 ～バングラデシュの子どもたちのために私たちができること～ 

  バングラデシュをはじめアジアの子どもたちの教育のた

めに、今年も一斉街頭募金を実施します。9 月 16 日（土）

13:00～17:00 新宿駅近辺で行いますので、ご一緒に街頭に

立って募金を呼びかけていただける方は、沖または国際協

力部（03-3615-5562）まで、ご連絡お待ちしております。 

▼第 31 回インターナショナルチャリティーラン 

  昨年の第 30 回記念大会は大雨のため中止となり、大変残

念な思いをいたしましたが、今年こそはお天気に恵まれる

ことを祈りつつ、準備を進めております。東陽町からも 3

チームの出場を目指して募金活動を展開しています。障が

いのある子どもたちが一人でも多く YMCA のキャンプや

活動に参加できるよう、ご協力をお願いいたします。 

  9 月 23 日（土）、今年度もお揃いの東陽町のＴシャツを

着て木場公園にお集まりください。ひがしクラブ（東陽町

コミュニティー委員会）は、例年通り模擬店を担当します。

お好み焼き、水餃子、フランクフルトの出店を予定してお

ります。ボランティア集合は 8：30 でお願いします。 

  尚、開催の可否については、当日朝 6:00 東京 YMCA の

ホームページ上で告知されますので、ご確認いただければ

幸いです。 

  また今年はレースのスターターを山﨑江東区長にお願い

しています。みなさんで、是非盛り上げていただければ幸

いです。 

☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 21回関東東部部会 
 

日 時 2017 年９月 30 日(土) 

14:00～18:30 

場 所 千葉市美術館「さや堂ホール」 

会 費 ４，０００円 
 

 第１部 部 会 

 第２部 講 演：浮世絵師鈴木春信の魅力 

         河合正朝氏(千葉市美術館館長) 

 第３部 懇親会 ミニ演奏会 


