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強調月間「ＴＯＦ」に寄せて 

国際･交流事業主任 板村哲也 

 TOF は Time of Fast（断食の時）の略称で、ワ

イズの中心的な活動の一つです。 

 例会の食事を抜きにして、その分の金額を国際本

部に集め、国際本部が定める支援事業のファンドと

するものです。集められた献金は世界各地の YMCA

やワイズが支援する事業に継続的に配分されます。 

 2019 年度の TOF プロジェクトは、セネガル・

カンボジア・ジャマイカ・コソボ・インド(2 件)・ラ

テンアメリカ・カリブおよび米国の 8 件で、総額 

185,817 スイスフラン(約 2,100 万円)の給付が承

認されています。 

 なお、今年度の東日本区の目標は会員一人当たり

1,300 円以上です。ご協力よろしくお願い致します。 

（理事通信 2 月号より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

〒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 

1 月 13,000 円 

 累計 100,000 円 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

プルタブ累計 

17.63kg 

 

 

1 月例会 

出席者    11 名  ｹﾞｽﾄ 1 名 

会員出席数  10 名  

在籍数      15 名  

（広義会員１名） 

  

ひがし会員出席率 ７１％  

 

 

強調月間 

TOF 

 

 

 

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 

 

THE Y’S MEN’S CLUB OF 

TOKYO HIGASHI 
CHARTERED 1988 

２月例会（ＴＯＦ） 

と き 2020 年２月 13 日(木) 

    １８:30～２０:30 

ところ 東陽町コミュニティーセンター 

           

★プログラム：司会：千代一郎 

 開会点鐘        会長 飯田歳樹 

 ﾜｲｽﾞｿﾝｸﾞ／ﾜｲｽﾞの信条 

 開会挨拶        会長 飯田歳樹 

 ゲスト紹介 

 山田敏明東日本区理事訪問挨拶          

 卓話：「アメリカバイクツアー」 

    松浦隆夫氏（千代さん友人） 

    ※34 日間のアメリカ大陸バイク紀行談 

スマイル 

各種報告 

閉会点鐘        会長 飯田歳樹 

 

※TOF 例会につき、食事ぬきとして会食費を TOF

献金とします。 

 

 

✞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－ 

 

国際選挙公式発表（2020.2.10） 

アジア太平洋地域選出国際議員（2020-2022

年度）／アジア太平洋地域会長（2021-2022 年

度）に、大野 勉さん（神戸ポートクラブ）が選出

されました。おめでとうございます！ 

（田中博之アジア太平洋地域会長より速報） 



 

第 26 回ピースウォーク 
―戦災慰霊碑めぐり－ 

月 日 ３月 8 日（日） 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 2 時間) 

冨岡八幡宮➝永代寺観音像➝冬木弁財天➝ 

浄心寺➝良信院➝善徳寺➝法乗院十日地蔵尊 

➝門前仲町駅（地下鉄移動）➝東陽町駅➝ 

➝東陽町センター（昼食／豚汁とおにぎり） 

 

◎「東京大空襲」体験談 

 昼食後、東京大空襲の貴重な映像と当時 8 歳だっ

た二瓶治代さんから、亀戸町で被災された当時の

お話を伺います。 

  

 

主催：東京ひがしワイズメンズクラブ 

後援：東京 YMCA 東陽町ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 

 

 

 

 

 

1 月 9 日(木)18 時 30 分より、新年会を兼ねた 1 月

例会を東陽町マグロダイニング美蔵にて開催。飯田会

長のあいさつと乾杯の発声でスタートした。温かい鍋

料理などを食べそして飲み、それぞれ年末年始の近況

などよもやま話で和やかに懇談。鮎澤さん千代さん山

口さんの年男三人衆を拍手で祝い、代表して鮎澤さん

より今年の抱負が述べられた。山口さんから、今年 7

月に還暦を迎えると聞き驚きの声が上がった。（えぇ

～！60 歳になるの･･･） 

 終宴に近づき飯田会長より、次年度ひがしクラブ役

員(下記参照)が発表され全員の拍手で承認された。続い

て各種報告が行われ、2 月 22 日「陽春の集い」、３月

８日「第 26 回ピースウォーク」、５月５日「京都ウエ

スト４０周年」などひがしクラブが関わる行事が報告

され、須田副会長の閉会のあいさつで 2020 年スター

トの例会が終了した。 

★2020-2021 年度ひがしクラブ役員 

  会 長 須田哲史 

  副会長 高野真治（次々期会長） 

  書 記 金丸満雄 

  会 計 千代一郎 

  次期関東東部 CS・Y サ事業主査 鮎澤正和 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

担当主事 沖 利柯 

▼チャリティーコンサート 

1 月 24 日、台風 19 号被災地支援チャリティーコ

ンサートが日本基督教団霊南坂教会で開催されました。

飯靖子氏（オルガン）、飯顕氏（ヴィオラ）、青山学院

女子短期大学グロリアス・クワイア（ハンドベル）が

演奏しました。益金は、台風で甚大な被害を受けた社

会福祉法人賛育会豊野事業所の復興のために用います。

なお東京ＹＭＣＡは、長野市北部の中期的な支援拠点

「まちの縁側ぬくぬく亭」の運営他、賛育会と協力し

て被災地支援活動を行っています。 

▼陽春の集い 

２月２２日（土）に開催予定の陽春の集いには現在

130 名ほどの申し込みがあります。今年は例年同様の

内容に加えて昔遊びの輪投げ、福笑い、達磨おとしな

どが加わります。ひがしクラブの皆様にはお餅つき、

お雑煮の振るまいをお願い致します。 

▼東京大空襲を忘れない 

３月２日～8 日、東陽町センターロビーにて写真展

を開催いたします。また、8 日（日）ピースウォーク

終了後にＹＭＣＡホールで映像と体験談（二瓶治代さ

ん）により当時を振り返る時間を持ちます。 

是非大勢の皆様にご参加いただきたく、よろしくおね

がい申し上げます。 

▼ピンクシャツデー 

 2 月 26 日（水）は世界的いじめ反対運動「ＹＭＣ

Ａピンクシャツデー」です 2007 年カナダでピンクの

シャツを着て登校した少年が『ホモセクシャルだ』と

いじめられました。それを聞いた先輩が反対の意思を

示すために『一緒に学

校でピンクのシャツを

着よう』と呼びかけた

運動です。 

 東陽町コミュニティ

ーセンターでも「いじ

めに向き合うための勉

強会」を開催し、会員、

スタッフで何か運動が

起こせないか考えてい

ます。いじめを他人事

として捉えず、自分事

として受け止めること

から始められる何かが

あると思っています。 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

  ★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) 

 

１月例会(新年会)報告 

ＹＭＣＡコーナー    


