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 9 月例会（部長公式訪問）    
                    山口 隆          

 ９月例会（14 日）は、東陽町センター多目的室で開かれた。

長尾昌男関東東部部長の公式訪問です。 

長尾部長から以下のようなメッセージをいただいた。 

①関東東部の現状と課題 

会員数は 131 名。各クラブ公式訪問時の各クラブの特徴、

期待することを資料により説明がありました。各クラブの現

状が分かり易く伝えられた。 

②東日本区達成目標、改訂定款、部長方針について 

部長主題である「義務を果たして、クラブと関東東部の活

性化を図ろう」のもとに、クラブ間の交流を強め活性化をは

かる。また YMCA との協働についてＹＭＣＡの会員であるこ

とを意識して YMCA に協力すること。また、新クラブの設立

に向けて準備をしていくことなどが語られた。 

続いて関東東部部会のアピール。国際事業主査の吉田氏か

ら献金の使途について BF の古切手の収集にあるように小さ

いことをコツコツと取り組むこと。ユース事業主査の衣笠氏

からもユースボランティアフォーラムの報告がなされました。

各事業の取り組みについて説明がありました。 

引き続き、沖担当主事より YMCA がブランディングににつ

いて説明がありました。「YMCA はこういう団体であるとい

うことを同じ言葉で伝え、同じ思いでオールジャパンで取り

組んでいく。」まずはブランドイメージの統一を図るために新

しい YMCA のロゴの発表があった。 

「みつかる」「つながる」「よくなる」のブランドコンセプ

トに示めされたように、ＹＭＣＡに関わることでしたい何か

が見つかり、仲間ができ、前向きに生きることができる場で

あるように新しいロゴに込められたポジティブＹの YMCA

と協働していくワイズでありたいと思いました。 

スピーチのあとは各種報告、スマイルがあり閉会した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：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 

9 月 14,000 円 

 

累計  

39,000 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 

 

９月例会 

出席者      15 名  ﾒﾈｯﾄ   1 名 

会員出席者   9 名  ｹﾞｽﾄ   5 名 

在籍数      12 名 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ  1 名 

（広義会員 2 名）           

ひがし会員出席率 100％  

 ％ 

 

✞今月の聖句✞ 

『わたしたちが持っているこの希望は魂にとっ

て頼りになる、安定した錨のようなもである。』 

        －ヘブライへの手紙 6章 19節－ 

10 月例会(合同) 

（江東・ｸﾞﾘｰﾝ・北・ひがし・ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ） 
 

と き 2017 年１０月１８日(水) 

    PM７:00～９:00 

ところ 東陽町センター視聴覚室 

 

★プログラム      司会：相川達男（江東） 

開会点鐘       酒向裕司会長（江東） 

ワイズソング 

ワイズの信条     峯岸友彦会長(ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ) 

開会挨拶       浅見隆夫会長(ｸﾞﾘｰﾝ) 

ゲスト紹介      酒向裕司会長 

食前の感謝      村杉克己会長（北） 

食 事／スマイル 

ゲストスピーチ 

「歴史に学ぶ防災論：関東大震災は生きている」 

   武村雅之氏 

     （名古屋大学減災害連携センター教授） 

 ５クラブ会長挨拶 

今月の誕生日・結婚記念日／各種報告 

閉会点鐘       金丸満雄会長(ひがし) 
 

 

 

 

強調月間 

EMC-Ｅ 

ＹＥＳ 
 



 

  災害スタディー      

千代一郎 

 9 月 2 日(土)13 時から、「災害スタディー」が東陽町セン

ターにて開催され、35 名の会員が参加しました。「防災の視

点で街を見つめてみよう」というテーマで、東京災害ボラン

ティアネットワーク事務局長の福田信章氏に、講演と防災ま

ち歩きの実施指導をして頂きました。 

 まず、「被災するということ」の基調報告と「わがまち探検！

～歩いてわかる、まちの良いトコ、悪いトコ～」についての

講義を受け、災害スタディーの基礎知識を修得しました。そ

の後、４班に分かれて、東陽町センター周辺(2 班)及び深川

高・東陽小周辺(2 班)を、一時間半近くかけて実際に歩きな

がら「防災まち歩き」が実施されました。講習を受けたばか

りの「防災まち歩き・チェックポイント表」に基づいて、防

災倉庫・公園等の避難場所・コンビニ・消火器等の 21項目の

位置等をそれぞれ確認しながら、周辺地域の様子を防災的視

点から改めて再確認することができ、大変有意義であったと

思います。また、今回の災害スタディー体験を将来の災害対

応に役立てていきたいと考えます。 

（ひがし参加者：飯田、沖、金丸、千代） 

 

  チャリラン番外編      
 9 月 23 日(土)、第 31 回東京 YMCA チャリティーランが木

場公園にて開催された。昨年を思い起こすような天気であっ

たが、幸い予報通り 9 時ごろには雨も上がり準備が急ピッチ

で行われた。今年も東陽町コミとひがしクラブのコラボで模

擬店を出店。お好み焼き・水餃子・フランクの下準備を手際

よく行い開店。気温も低かったこともあり、温まる模擬店コ

ーナーは長蛇の列。食材の買い出し時間(7 時)の頃は雨が降っ

ていたこともあり、予定より少なめにしたことで早々に完売

してしまった。昨年の事があり消極的な気持ちが悔やまれる。

本番の前に行われたこどもランは、今回も多くのちびっこラ

ンナーが参加。ゴールしたこどもたちに今回もトヨタ提供の

ミニカーが贈られた。東陽町から出場の深川消防署チームは、

惜しくも５位となり表彰を逃した。お疲れ様でした。 

  第 21 回関東東部部会     

 9 月 30 日(土)、千葉市美術館鞘堂ホールにて開催。旧川崎

銀行千葉支店の建物が復元保存され内部がホールとなってい

る。14 時長尾部長の開会点鐘で開会した。栗本東日本区理

事・廣田千葉 YMCA 総主事の来賓あいさつ、利根川直前理事

より片山直前部長へエルマークロウ賞の伝達、長尾部長ほか

事業報告が行われ第 1 部が終了。引続き第 2 部記念講演は、

千葉市美術館館長河合正人朝氏により、美術館の沿革と浮世

絵師：鈴木春信の魅力についての講演があった。ホールの事

情でマイク使用ができず、話の内容が聞きにくかったことが

残念であった。第 3 部懇親会は、レストランに移動し衣笠次

期部長の乾杯で開会。ミニ演奏を聴きながら和やかに行われ、

クラブ一押しアピールタイムで、ひがしクラブは新会員の千

代さんの活躍を紹介した。最後に来年沼津で行われる第 21

回東日本区大会のアピールが行われ 18 時 30 分に閉会した。 

（出席：鮎澤、金丸、千代） 

 

ＹＭＣＡコーナー                             
              担当主事 沖 利柯 
▼国際協力募金ご報告 

9 月 16 日、国際協力一斉街頭募金が新宿駅周辺で実施され、 

会員、メンバー、学生、リーダー、ワイズメン、職員など 186

名が街頭で支援を呼びかけました。当日寄せられた募金
215,717 円は、バングラデシュの子ども達の教育支援、及び
今夏の大きな洪水で被害を受けたバングラデシュの被災者支
援に用いられます。 

▼第 31 回インターナショナルチャリティーラン実施報告 

9 月 23 日、「第 31 回インターナショナル・チャリティーラ
ン」が都立木場公園で 開催され、48 チーム、約 300 名のラ
ンナーが競技に参加しました。子どもたちやボランティア、
スタッフを含め、当日は 1500 名が参加。多くの企業から協
賛をいただき、江東区内の福祉施設もパン等を販売するなど、
拡がりのある大会となりました。山崎考明江東区長も駆けつ
け、表彰式でご挨拶をいただきました。益金は YMCA が行う
障がいのある子ども達を支援するプログラムのために用いら
れます。模擬店へのご奉仕ありがとうございました。 

▼ブランドコンセプトの再生 
全国の YMCA では「YMCA ブランドの再生」を求めて、6

月にブランドコンセプトを発表し、その表出に向けて準備を
進めてきました。10 月 1 日からは、飛び立つ鳥をイメージし
た新しいブランドロゴ（愛称「ポジティブＹ」）とスローガン 

「みつかる。つながる。よくなっていく。」を軸とした新し
いコンセプトを、全国 YMCA が連携して広く社会に向けて発
信していきます。すでに社会体育･保育専門学校の看板は変え
られました。東陽町センターは外壁工事のため未だ実施でき
ていませんが、順次新しいロゴマークに変えていく予定です。
どうぞよろしくお願いいたします。 

▼ソシアス 2017 
会員とスタッフが共に学び、語り、交流し、親睦深める機

会です。今回は江東幼稚園でのバーベキューをメインに、ガ
ガ（イスラエルのドッジボール）のピッチコートを作成した
り、明日の YMCA について協議をしたり、堅苦しくない雰囲
気で実施します。ご家族お誘いあわせの上ご参加ください。
お待ちしています。 

日時 11 月 25 日（土）10：00～15：00 

場所 江東 YMCA 幼稚園園庭 

費用 1,500 円 

申込 11 月 17 日までに会員部まで 

  ★今月の誕生日 

   飯田歳樹メン（16 日） 

❤結婚記念日 

   奥峪 力・添子ご夫妻（２日） 

須田哲史・由美子ご夫妻（8 日） 

 


