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あなたは、いつまでも私たちの太陽です！ 

加代さん、安らかに！ 

須田哲史 

1 月 27 日（土）ひがし主催で、「飯田加代さんを偲ぶ会」

が、東陽町センターで行われました。沖主事の司会、金丸会

長の開会挨拶で、第 1 部スタート。黙祷、竹内ワイズ作成の

映像「家族との想い出編」が流れた後、親族代表で飯田メン

から、メネットとの夫婦愛、家族愛、友人愛あふれる話を頂

きました。そして、献花。第 2 部は、浅見ワイズの献杯の声

に合わせて、会食懇談スタート。（食事は、YMCA の職員が

朝から準備してくれました）小さい頃からの友人、フラメン

コの先生、補導員仲間、関メネット等々、メネットの人柄が

偲ばれる話が続いた後、再び、家族やひがしでの活動の映像

が流れました。最後に、お孫さんの福田かしあさん、隼大君

による素晴らしいバイオリン演奏（ピアノ伴奏は、次女の高

橋亜季さん）があり、とても癒される時間となりました。 

年末のあまりにも突然な旅立ちで、感謝の言葉も伝えられ

ずのお別れでしたが、深い悲しみにある飯田家の皆さんの暖

かい心にメネットがこの世に残された思いを感じ、皆さん、

帰宅の途につかれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

1１月 9,000 円 

 

 累計 48,000 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 

 

1 月例会 

出席者    11 名     ﾒﾈｯﾄ    名 

会員出席数   7 名    ｹﾞｽﾄ  4 名 

在籍数      12 名 ﾒｲｷｬｯﾌﾟ  1 名 

(広義会員２名) 

 

ひがし会員出席率 ８０％  

 

 

✞今月の聖句✞ 

『あなたがたの父が憐れみ深いように、あなた

がたも憐れみ深い者となりなさい』          

－ルカによる福音書 第６章３６節－ 

 

２月例会（ＴＯＦ） 

と き 2018 年２月８日(木) 

    １８:30～２０:30 

ところ 東陽町センター視聴覚室 

           

★プログラム：司会：鮎澤正和 

 開会点鐘        会長 金丸満雄 

 ﾜｲｽﾞｿﾝｸﾞ／ﾜｲｽﾞの信条 

 開会挨拶        会長 金丸満雄 

 TOF お祈り          竹内 聰 

 卓話：「日本の留学生事情」 

    小野 実氏 

    （東京 YMCA にほんご学院校長） 

スマイル 

各種報告 

閉会点鐘        会長 金丸満雄 

強調月間 

ＴＯＦ 

 



 

第 24 回ピースウォーク 
―戦災慰霊碑めぐり－ 

月 日 ３月 10 日（土） 小雨決行 

集 合 門前仲町:富岡八幡宮鳥居前 

９時 00 分集合  ９時 30 分出発 

   費 用 200 円（保険代） 
 

＊コース(約 5ｋ:2 時間) 

冨岡八幡宮➝永代寺観音像➝冬木弁財天➝ 

浄心寺➝成等院平和観音像➝善徳寺➝良心院➝ 

白河戦災慰霊碑➝八百霊地蔵尊➝重願寺平和観

音像➝扇橋戦災地蔵尊➝光明寺:世薀多観音➝ 

千石地蔵尊（昼食／解散） 

 

主催：東京ひがしワイズメンズクラブ 

後援：東京 YMCA 東陽町センター 

 

 

 

◆◇ 2018年在京ワイズ合同新年会 ◇◆ 

2018 年在京ワイズ合同新年会は、1 月 13 日東京ベイサ

イドクラブのホストにより、しののめ YMCA こども園にお

いて開催された。在京クラブ、ビジタークラブのメンバー・

メネットおよそ 150 余名が集った。第１部礼拝は、北秀樹

牧師(堺福音教会東京チャペル)による「しもべの心」の奨励

と、東日本大震災復興支援に向け献金が行われ終了。会場設

営の間、ホストクラブの粋な計らいで「日本一周酒巡り」と

題し利き酒が用意され第２部開始前にほろ酔い気分となった。

懇親会は、峯岸会長の開会点鐘と挨拶で始まり、菅谷東京

YMCA 総主事、栗本東日本区理事の祝詞の後会食と懇談を楽

しんだ。本格的なカレー料理とノリノリサックス演奏のショ

ータイムで会場は大盛上り。終盤は参加クラブ紹介に続き、

第 21 回東日本区大会など各クラブよりそれぞれアピールが

行われ、藤原副会長

による閉会挨拶で

合同新年会は終了

した。 

終了後門前仲町

に移動、合流組とゲ

ストを交えてひが

しクラブ新年例会

を行い、次年度も現

体制で引継ぐこと

が承認された。 

（出席者：飯田、沖、金丸、須田、高野、竹内、千代） 

◇在京ワイズ会長会 

在京ワイズクラブ会長会が、合同新年会と同日の 10 時よ

り開催された。会長会幹事：長澤弘ワイズ(東京)の司会で開

会。来賓挨拶のあと会計報告、会員部報告、YMCA 報告等が

行われた。続いて協議では、2019 年新年会のホストに東京

多摩みなみクラブがホスト、次回の会長会は 5 月 26 日東陽

町にて開催することが決定された。最後に「YMCA とワイズ

のかかわり方について」をテーマに意見交換が行われ、

YMCA の歌で会長会は終了した。 

 

◆◇下町こどもダイニング(お試し版)◇◆ 
沖 利柯 

一人で食事をしなければならない、また保護者がいても弟

や妹の世話などに忙しく孤独を感じながら食事をしている子

どもたちの孤食にテーマを絞った「下町こどもダイニング」

を4月から月1回東陽町コミュニティーセンターで開催いた

します。それに先立ち 1 月 29 日（土）お試し版パート１と

題した「下町こどもダイニング」を開催しました。小学生定

員 20 名に対して当日は 24 名の参加者を受け入れ、キャン

セル待ちも出るほどたくさんの方々にご応募いただきました。

また、保護者も 4 名参加されました。ＹＭＣＡらしいこども

食堂の開催をと、学生ボランティアと一緒にゲームや歌を楽

しみ、その後食事を作ってくださったボランティアも交えて

みんなで楽しく食事の時間をもちました。 

このダイニングは、最終的には家族が一緒に楽しく食事を

とる時間をもてるようになることを目的にしています。ひが

しクラブの皆様には全面的にバックアップいただき、心より

感謝申し上げます。今後とも継続していけるように、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

次回のお試し版は 3 月 2 日（金）、4 月からは毎月第 3 月

曜日（祝日の場合は第 2 月曜日）に開催を予定しています。 

※ひがしクラブは、ＣＳ事業の一環として今後も支援します。 

 

ＹＭＣＡコーナー                             
              担当主事 沖 利柯 

▼第 1２回子育て講演会 

今年で 1２回目となる子育て講演会が、しののめＹＭＣＡ

こども園で 1 月 2７日に行われました。今回はリオオリンピ

ック 200 メートル金メダリストの金藤理絵氏に「人は変わ

ることができる」～指導・親との関わり～と題してお話いた

だき、132 名の参加者がありました。 

両親や学校の先生、水泳のコーチとの関わりを中心に挫折か

ら成功に至るまでのお話をいただきました。いかに人から支

えられる人になれるか、考えさせられる内容でした。協賛い

ただいたワイズの皆様にも心よりお礼申し上げます。 

▼陽春のつどい 

 恒例の「陽春のつどい」が、３月 2４日（土）東陽町セン

ターで開催されます。今年は会館の工事の関係で 1 カ月遅い

開催ですが、お餅つきの他、昔遊びや落語など楽しいイベン

トに地域の高齢者の方々がたくさん来られると思います。ま

た詳細はご連絡いたしますが、日程の確保を是非よろしくお

願いいたします。 

▼チャリティーゴルフ大会 

障がいのある子どもたち、経済的に支援が必要なご家庭の

子どもたち、不登校の子どもたちの支援を目的としたチャリ

ティ―ゴルフ大会にご参加ください。 

日 時 4 月 13 日（木）8：00 スタート 

場 所 レイクウッド総成カントリークラブ 

参加費 20,000 円/お一人 

申 込 3 月２日（金）までに会員部へ 

 

 

 

  ★今月の誕生日 

野本多美子さん(１日) 

千代一郎さん(6 日) 

❤今月の結婚記念日 

     斉藤隆廣ご夫妻(1２日) 

 


