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  １０月例会 （5 ｸﾗﾌﾞ合同）      
                 

 10 月 18 日(水)、５クラブ（東京江東・東京グリー

ン・東京北・東京ひがし・東京ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ）合同例会が

開かれた。定刻の 19 時相川達男メン（江東）の司会、

酒向会長（江東）の点鐘で開会した。５クラブのメ

ン＆ﾒﾈｯﾄ 58 名と、菅谷東京 YMCA 総主事・長尾関

東東部部長・東京クラブ・千葉クラブからのゲスト

10 名と総数 68 名が出席。浅見会長(ｸﾞﾘｰﾝ)による開

会挨拶のあとゲスト紹介が行われ、村杉会長（北）

による食前の感謝で食事となった。食事後今月の誕

生日・結婚記念日があり、古希(70 歳)を迎えた飯田

さんに金丸会長よりブーケが贈られた。 

 例会の卓話は「歴史に学ぶ防災論：関東大震災は

生きている」をテーマに、名古屋大学減災連携セン

ター 武村雅之教授による卓話。武村教授は関東大震

災に関する第一人者。数多くの史料を調査して丹念

に関東大震災を調査され、その分析内容をスライド

で細かく興味深い話が続けられた。我々がいずれ来

る地震に対してどのように対応したらいいのか、過

去の地震から関東大震災へと多くを学んだ。 

防災・減災の３つのポイントとして 

○科学技術は道具であり、神様ではない！ 

－近代科学は人間の持つ自然への畏れ覆い隠す－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

10 月 42,676 円 

上記合同例会スマイルは、九 

州北部豪雨緊急支援募金へ 

 

  
 

 

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 

 

１０月合同例会 

出席者      68 名  ﾒﾈｯﾄ   2 名 

東京江東  16 名  ｹﾞｽﾄ  10 名 

東京ｸﾞﾘｰﾝ  12 名  

東京北      10 名 

東京ひがし   8 名 

東京ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ 12 名           

ひがし会員出席率 ８０％  

 ％ 

 

✞今月の聖句✞ 

『だれでも自分を高くする者は低くされ、自を 

低くする者は高くされるであろう』     

    －マタイによる福音書 第 22章－21－ 

１１月例会 

 

と き 2017 年１１月９日(木) 

    PM６:30～８:30 

ところ 東陽町センター多目的室 

 

★プログラム ／司会：高野真治 

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       

食前の感謝           沖 利柯 

食 事 

今月の誕生日・結婚記念日 

クラブシンキング 

「会員増強計画」 

スマイル／各種報告 

閉会点鐘         会長 金丸満雄 
 

 

 

 

強調月間 

ワイズ理解 
ﾌｧﾐﾘｰﾌｧｰｽﾄ 

 



○護るものを極力減らせ！ 

－近代人は“命が天から賜ったもの”とは思えない－ 

○社会の中で生きていることを忘れるな！ 

－近代社会は細分化の社会で連携を防げる－ 

 連携はわれわれが人生を全うに生きるために必要！ 

 防災・減災はその延長上に成り立つもの！ 

 道標は歴史の中にこそある。それしか無い！ 

そして、“各自の震災対策は社会のため”と閉められ卓

話は終了した。 

 今回の合同例会は、江東クラブがスポンサーした

在京の３クラブと孫クラブとの初めての合同例会。 

次回は茨城クラブも参加して、江東クラブを中心に

した大きな輪の例会を開きたい。 

 

■□ 2017 江東区民まつり□■ 
2020 東京オリンピック開会まで 1000 日前にあわ

せ、今年の江東区民まつりは２週遅れの 10 月 28・

29 日の開催となった。日に日に変わっていく天気予

報、28 日は小雨 29 日は雨の予報そして両日とも気

温は低めの予報に、今年はかき氷をやめて代わりに

「白玉汁粉」と恒例のクレープを出店する事とした。

28 日、予報通り曇り空の中不安とともに開店、気温

が低かったことで白玉汁粉が好評で用意した白玉が

不足となり補給に奔走。途中小雨混じりとなったが

クレープも終了時間の 16 時前に完売となった。29

日は朝から雨の予報に出店を中止にすることを決断

し、撤収作業を行い東陽町センターに帰り、洗い物

を行い今年の区民まつりを終了した。我々の決断が

正しく 29 日は朝から雨で、江東区から区民まつり中

止の放送が流れ“やった！”と拳を握った。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＹＭＣＡコーナー                             

              担当主事 沖 利柯 

▼第３４回会員ソフトボール大会 

10 月 9 日（祝）に出版健康保健組合大宮運動場で

ソフトボール大会が開催され、応援やスタッフを含

めて 292 名が参加しました。東京ＹＭＣＡの各部署

に加え、ぐんま、埼玉、とちぎの各ＹＭＣＡ、及び

賛助会企業からの参加もあり、13 チームが競技を通

じて交流を深めました。 

▼liby・高等学院を支えるための 

    チャリティーコンサート 

 10月 21日、日本基督教団渋谷教会にて開催され、

95 人に来場いただきました。青山学院大学ハンドベ

ルクワイアと青山学院女子短期大学グロリアスクワ

イア（指揮：飯靖子氏）に出演協力をいただき、終

演後に来場者から、合計 77,167 円のご厚志が寄せら

れました。 

▼プロジェクト F 

 新しい会員活動と

して、イスラエルのド

ッジボール「ガガ」の

ピッチコートを製作

し、子どもたちに贈る

「ジョイファクトリ

ープロジェクト」 

（通称「プロジェクト

F」）が開始されました。初回は、会員とスタッフ有

志により 9 月 30 日に行い、山中湖センターに寄贈す

る予定です。11 月 25 日に開催する「ソシアス 2017」

でも 2 作目を製作し江東幼稚園に寄贈する予定です。 

▼東陽町ウエルネスセンターご報告 

東陽町ウエルネスセンターは、12 月 29 日をもっ

て運営を終了します。今後、同施設は改修を経てフ

ィットネスクラブ「ゴールドジム」が運営をします

が、その事業の内、子どものスイミングクラスとテ

ニスクラス（子ども～成人）は、ゴールドジムより

委託を受けて、引き続き東京ＹＭＣＡが運営をする

予定です。また１階には地域コミュニティーに開か

れたセンターが４月より開設予定です。引き続きご

支援のほど、よろしくお願いいたします。 

  ★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) 

 

 

2018年在京ワイズ合同新年会 
日時：2018 年 1 月 13 日(土) 

12:30～15:30 

会場：しののめ YMCA こども園 

会費：5,000 円 

プログラム 

      第 1 部 礼拝 奨励 

      第 2 部 懇親会 

 


