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明るく楽しい未来を創ろう！ 

                     

須田哲史                    

7 月から、来年の 6 月までの

1 年間、よろしくお願いいたし

ます。 

新年度の船出としては、新型

コロナウィルス感染の第二波が

心配される今日この頃ですが、

次の時代への変革のきっかけと

して、重要な時期のスタートと

言い換えることもできます。 

 東日本区理事主題(「変化を楽しもう！」も関東東部

部長主題(「学びと親睦を糧に外へ向かおう！」)も、変

化に対応し、社会に向かって活動を進めていく事を、

私たちクラブメンバーに求めています。 

 こうした背景を踏まえて、「変化こそチャンス」の

年度として、今年度を捉え、進化をとげたいと願い、

会長主題を「持続可能な未来を創ろう」〜明るく楽し

い未来を創ろう〜といたしました。これは、国連が広

く各国に発信して、ともに 2030 年度までに、達成し

ようとしている SDGs（Sustainable Development 

Goals=持続可能な開発目標）に繋がっています。SDGs

の目指す「誰も置き去りにしない社会作り」は、必要

不可欠な未来そのものであり、示された 17 の目標、

169 の「ターゲット」は、具体的で、私たちが活動 

に取り込めば取り込むほど、社会との親和性が高くな

り、YMCA やワイズ内外の方々にも理解しやすいもの

であると考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒135-0016  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：Jacob Kristensen(ﾃﾞﾝﾏｰｸ) 主題:「命の川を信じよう」 

アジア太平洋地域会長：David Lusa(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ) 主題:「変化をもたらそう」 

東日本区理事：板村哲也(東京武蔵野多摩) 主題:「変化をたのしもう！」 

関東東部部長：柿沼敬喜(東京ｸﾞﾘｰﾝ) 主題:「学びと親睦を糧に外へ向かおう！」 

東京ひがしクラブ会長：須田哲史 主題:「持続可能な未来を創ろう」 
                    ～明るく楽しい未来を創ろう～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル 

 

6 月 19､000 円 

 累計 155,000 円 

 

 

 

６月例会 

出席者     10 名  ｹﾞｽﾄ  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  ６７ ％  

 

 

強調月間 

キックオフ 

   Change! 2022  

 

 

 

 

 

 

2020-2021 年度役員 

会 長  須田哲史 

副会長  高野真治 

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 

７月例会(総会) 
と き 20２０年７月９日(木) 

    18:30～20:30 

ところ 東陽町センターYMCA ホール 

     

受付 千代一郎 

司会 金丸満雄 

☆プログラム       

開会点鐘         会長 須田哲史 

ワイズソング／信条 

会長挨拶 

食前の感謝 

食事 

今月の誕生日・結婚記念日 

総会議事 

・前年度活動報告、会計報告 

・今年度活動方針、予算案 

各種報告／スマイル 

閉会挨拶         会長 須田哲史 

 

 

 

 

 

 

 

✞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－ 

 



やる気一杯のひがしですので、温故知新を大切にし、

従来から評価の高い事業には磨きをかけつつ、断捨離

をすべきことは、思いきって実行し、新しい事業は、

SDGs を学びながら、社会とともに伴走できる事業を、

ご一緒に展開しようと思っております。もちろん、ひ

がしらしく、明るく楽しい活動で！皆さん！よろしく

お願いします。 

 最後になりますが、昨年度の飯田前会長、金丸直前

関東東部部長、竹内直前部書記、鮎澤直前部会計、沖

担当主事の皆様、ご苦労様でした。舵取りの難しかっ

た後半の活動は、心労も大きかったことと存じます。 

書面を借りて、御礼申し上げます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

   6 月例会報告            
 6 月 11 日、東陽町センタ

ーに於いて、十分なソーシャ

ルディスタンスを守り 6 月

例会(納会＆引継)が行われ

た。定刻の 18 時 30 分に飯

田会長の点鐘で開会。食事の

あと、パワーポイントにより

飯田会長一年の活動スナッ

プが映し出され笑覧し、続い

て一人一人から、｢メンバー

が増えた喜びと来期の抱負｣｢健康であることの喜び｣

｢銭湯巡りの楽しみ｣｢ワイズ活動への反省｣｢関東東部

への協力に感謝｣等々、今期を振り返りそれぞれ思いが

語られ、ひがしクラブの一年が終了した。 

プログラム最後に、飯田会長より須田次期会長に会長

バッヂが引継がれ、そして固い握手により会長の引継

が行われた。飯田会長一年間ご苦労様でした。須田会

長、コロナ騒動でのスタートとなりますが、ひがしク

ラブの導きよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

担当主事 沖 利柯 

▼東京 YMCA からのご報告 

5 月 23 日に開催を予定していた「第 18 回会員大会」は新

型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とし、大会で予定

していた以下のご報告を致します。 

①2020 年度会員部運営委員として 25 名が選任された。 

②2020 年度名誉会員として、勝田正佳氏（元公益財団法人

東京ＹＭＣＡ評議員会会長）と寺門文雄氏（元公益財団法

人東京ＹＭＣＡ監事）が推挙された。 

③2019 年度 Volunteer of the year として、チャリティー

ゴルフ実行委員会が選ばれた。 

④各コミュニティーセンターから推薦された 5 名のユースボ

ランティアリーダーが、Youth volunteer of the year と

して表彰を受けることになった。 

▼ポジディブネット募金 

コロナの影響を受ける青少年支援緊急募金「ＹＭＣＡ子ど

も・ユース支援 ポジティブネット募金」を開始しました。全

国ＹＭＣＡが共に取り組み、3 月末を期限に全国で 3 億円の

目標額を掲げています。東京ＹＭＣＡでは子どもたちの心身

の健康を守る活動、困難を抱える子どもたちを支える活動、

学生やユースボランティアの学習等を支える活動に用いてい

く予定です。ご協力をお願い致します。 

▼学校法人東京 YMCA 学院理事長交代 

6 月 16 日に開催された学校法人東京ＹＭＣＡ学院理事

会・評議員会の議を経て、学校法人東京ＹＭＣＡ学院理事長

が徳久俊彦氏から若槻史郎氏に交代しました。徳久氏の永年

のお働きに感謝申し上げます。 

▼東陽町コミュニティーセンター報告 

 6 月から下町こどもダイニング、

おもちゃ病院、クリーンウォーク

などが再開されました。こどもダ

イニングでは初のお弁当配布とリ

ーダーによる Web でのレクリエ

ーションを行いました。 

7 月も同様となりそうですが、

一日も早く通常の活動に戻れるよ

う願っています。    

 おもちゃ病院は密を避け、ロビ

ーで実施をしていただきましたが、

たくさんのドクターに参加いただ

き、賑やかに実施されました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

    ◆お知らせ◆         

コロナ禍により、下記の行事（8 月～10 月）が中

止＆変更となりました。 

・深川本例祭⇒中止 

・東京 YMCA「夏まつり」⇒中止 

・東京 YMCA チャリティーラン⇒内容変更 

・江東区民まつり⇒中止 

ＹＭＣＡコーナー    

2019-2020 年度東日本区表彰 

東日本区大会が中止となり、2019-2020 年度 

東日本区表彰が HP にて発表され、東京ひがしクラ 

ブは下記の賞を受賞しました。 
 

★会員増強事業 

・優秀賞（4 名の入会） 

・ノンドロップ賞（退会者ゼロ） 

・グッドスタンディング賞（会員数 15 名達成） 

・EMC 特別賞 

飯田歳樹直前会長（入会 4 名の紹介） 

★CS･Y サ事業、国際・交流事業 

 CS・ASF・FF・BF・TOF・RBM・YES 

以上、全ての献金達成賞 

 


