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７月例会（総会） 

７月 11 日(木)、７月例会(総会)は東陽町コミュニティー室

にて開かれた。飯田会長より、力強い新年度スタートの挨拶、

ゲストの今井一夫さん野沢一弘さん及川大樹さんを紹介し、

食前の感謝を行い食事となっ

た。食事後総会議事に入る前に、

今井一夫さんの入会式(再入)が

行われ、歓迎する“おかえりな

さい！”の拍手で再入会を祝っ

た。総会議事に入り、前年度活

動報告・決算報告・クラブファ

ンド報告が行われ承認された

後、6 月例会で出来なかった、

会長バッヂの引継が行われた。

続いて飯田会長より、今期の主

題「円やかワイズパートⅡ」が発表され、年間行事と事業計

画が述べられ、円やかにそして和やかに活動し、今期 5 名の

会員増強を目標に頑張ると頼もしい発言があった。次に千代

会計より予算案が発表され拍手をもって承認され総会議事が

終了した。ゲスト挨拶では、野沢一弘さんより 16 年振りに

ひがしクラブに返り咲くと、誠にうれしい発言がありまたま

た大きな拍手が沸き起こった。続いて各種報告とスマイルを

行い閉会となり、二次会場所に移動した。 

二次会は、いつも通りの和やかなひがしスタイルの時間と

なりその中、9 月例会では野沢さんと㈱SouGo のお二人の

入会式を行う予定である報告があり、此処でも大拍手が沸き

起こった。飯田会長の目標“会員増強 5 名”が早くも達成間

近となる喜びの日であった。笑門来福！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒136-0016  江東区 東陽 2-2-20 東京 YMCA 東陽 町 ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ内  ℡03-3615-5565    

国際会長：JennjferJones(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)主題「より良い明日のために今日を築く」 

アジア太平洋地域会長：田中博之(東京多摩みなみ) 主題:「アクション！！」 

東日本区理事：山田敏明(十勝) 主題:「勇気ある変革 愛ある行動！」 

関東東部部長：金丸満雄 主題:「紡ぐ ワイズのこころ！」 

東京ひがしクラブ会長：飯田歳樹 主題:「円やかワイズ PartⅡ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル 

 

7 月 19,000 円 

 

 

 累計 19,000 円 

７月例会(総会) 

出席者   11 名  ｹﾞｽﾄ 3 名 

会員出席数  8 名  

在籍数     11 名  

(広義会員１名) 

  

ひがし会員出席率 8０％  

 

 

強調月間 

Ｃ Ｓ 

 

2019-2020 年度役員 

会 長  飯田歳樹 

副会長  須田哲史 

書 記  金丸満雄 

会 計   千代一郎 

担当主事 沖 利柯 

 

✞今月の聖句✞ 

『平和を実現する人々は、幸いである、その人たち

は神の子と呼ばれる。』 

－マタイによる福音書 5 章 9 節－ 

 

 

 

 

 

 

 

THE Y’S MEN’S CLUB OF 

TOKYO HIGASHI 
CHARTERED 1988 

８月例会(納涼) 

 

と き 2018 年８月１日（木） 

    18:00～21:00 

ところ  門前仲町「卯月」 

    江東区門前仲町 2-9-5 

    ☎03-6458-5523 

かいひ 5,000 円 

受付:千代一郎 

☆プログラム 

  開会挨拶        会長 飯田歳樹 

  ゲスト紹介 

  乾杯 

  食事・歓談 

  今月の誕生日・結婚記念日 

  各種報告・連絡 

  閉会の言葉      副会長 須田哲史 
 



 第 1回関東東部評議会 

第 28回アジア太平洋地域大会（仙台） 

 

 

７月 13 日、2019-2020 年度第一回関東東部評議会が

東陽町センターにて開催された。ひがしクラブからは、金丸、

鮎澤、飯田、千代の 4 名が出席した。 

 午後 1 時 30 分開会点鐘で開会。金丸部長から主題「紡ぐ

ワイズのこころ」が述べられた。仲間を一人でも増やす活動

の強化を推奨し、クラブ交流を楽しい企画でクラブ活性化を

積極的に進め、ワイズのこころを紡ぎ、親睦と連携で魅力あ

る関東東部を目指す方針と活動計画が発表された。10 月 5

日の部大会そして、新企画のレクレーション(神田川クルージ

ング)の案内が行われた。続いて、各事業主査の事業方針、各

クラブの会長より活動方針・計画が発表された。休憩後、金

丸部長を議長に選出し提出議案の審議が行われた。提出議案

第 1 号：決算報告・会計監査報告、第 2 号：2019-2020

年度予算案が承認された。今期の関東東部大会は、東京江東

クラブ 60 周年祝会と同日となる事で、小松重雄実行委員長

より趣旨と案内が行われ第１回評議会は終了した。 

 

 

 
7 月 19-21 日、第 28 回アジア太平洋地域大会が仙台国

際センターに於いて開催された。大会スローガン「Action!

前へ進もう」の下に、内外より 780 余名のワイズメン・メ

ネット・ユースが集った。ひがしクラブからは、飯田、金丸、

竹内、千代の 4 名が出席した。19 日、開会セレモニー後国

際会長の就任式が藤井寛敏元国際会長の司式で行われた。そ

の後行われた講演は、第一部：村井嘉浩宮城県知事による、

「東日本大震災から復興と防災への取り組み」。第二部は国埼

信江氏（危機管理教育研究所代表）による「あなたと子供を

災害から守る方法」。お二人の経緯と復興に向かっての講演は

感動的であった。エクスカッション・晩餐会等々素晴らしい

大会を演出した実行委員会の皆様、そして、ボランティアの

皆様の苦労が実った感動が溢れる大会であった。 

 20 日の晩餐会の後、市内の居酒屋で DBC 交流会も行われ、

ひがし組は三日間の仙台を満喫した。 

 

ＹＭＣＡコーナー                             
              担当主事 沖 利柯 

▼広島に平和の折鶴を贈ろう 

全国 YMCA で行った広島の

原爆記念日に千羽鶴を贈る運

動に東陽町コミュニティーセ

ンターも参加。来館者やプロ

グラム参加者など多くの方に

ご協力いただき 1300 羽近

い鶴を贈ることができました。 

▼「YMCA 保育園ねがい」運営スタート 

7 月 1 日より 28 名の園児を迎え、認可保育園「ＹＭＣＡ保

育園ねがい」（世田谷区船橋）の運営を開始しました。開園に

先立ち行われた 6 月 29 日の開所式には、保坂展人世田谷区

長をはじめ、近隣保育園関係者や民生・児童委員、ＹＭＣＡ

関係者など、約 70 人が参加しました。 

▼北京-東京 YMCA パートナーシップ国際キャンプ 

7 月 22 日～25 日、4 年目となった「北京-東京ＹＭＣＡパ

ートナーシップ国際キャンプ」が山中湖センターで開催され

ました。例年より大幅に人数が増え、北京の小学生 81 名に、

引率者、ボランティアリーダー、スタッフなどが加わり、総

勢 91 名が参加。登山、カヌー体験、野外炊飯、キャンプフ

ァイヤー他、様々なキャンププログラムを体験しました。東

京ＹＭＣＡにほんご学院と経済流通大学の中国籍留学生、及

び社会体育・保育専門学校生がボランティアリーダーをつと

め、日中両国の架け橋として活躍しました。 

▼今後の主な予定 

・「サダコと折鶴パネル展」 

8 月 1 日～9 日（東陽町センター） 

・東京ＹＭＣＡ夏まつり 

8 月 24 日（東陽町センター） 

・国際協力一斉街頭募金 

9 月 14 日（新宿駅周辺） 

・第 33 回インターナショナル・チャリティーラン 

 9 月 23 日（都立木場公園） 

・第 80 回「神田川船の会」（40 年記念） 

10 月 12 日（浅草橋～神田川） 

☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊☆＊ 

 

★今月の誕生日 

竹内 聰メン  （29 日）  

今井 爽子ﾒﾈｯﾄ（10 日） 

  須田由美子ﾒﾈｯﾄ（22 日） 

 

 
 

9 月例会に於いて、下記 3 名の入会式を行います。 

野沢一弘氏（ひがしチャーターメンバーで、16 年振り

にワイズ復活です） 

北條裕子氏（株式会社 SouGo 取締役社長） 

及川大樹氏（株式会社 SouGo） 

 ※㈱SouGo は、下町こどもダイニングに毎月食材の 

支援をしている企業です。そのお二人は、ひがし 

プログラムにも参加協力いただいています。 

★お知らせ★ 


