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女子体操が個人床で銅メダル！！
酒向　裕司
TOKYO2020 が始まりました。今回は新型コロナウィルスの
影響が大きく様々な意見があるかと思いますが、純粋に競技と
観戦を楽しみたい一人として書きたいと思います。
娘は幼少から今現在まで体操競技を続けてほぼ毎日練習をし
ています。きっかけはYMCA幼稚園に遡ります。江東YMCA
幼稚園は年長で最後の運動会の最後の種目に跳び箱があります。
段数は各園児が自分で決めて飛ぶのですが、徐々に段数を上げ
ながら全員が飛んでいきます。娘は園で一番身長が小さかった
のですが、一番最後に一番高い段数で跳ぶことができました。
一番最後になったのは助走に長い距離をとるためだったようで
す。跳ぶときには声援を浴びて拍手喝さいを受けて快感だった
と思います。おそらくこのYMCAで得た経験が、今まで辞め
たいとも言わず飽きもせず体操競技を続けている原点のようで
す。幼稚園では鉄棒で逆上がりして遊んだり、運動会が近づく
と跳び箱を出しもらって遊んだりしました。園長や先生他、ス
タッフやリーダーが作ってくれる環境が素地になっているよう
に感じています。娘は東陽町センターの短期スクールにもよく
通っていました。娘に誕生日プレゼントは何が良いか聞いたら、
「プライベートレッスン！」と答えて、びっくりしたことをよく
覚えています。お菓子やおもちゃよりもリーダーと体操レッス
ンで遊ぶことを選んだのは、リーダーの魅力が勝っていたんだ
と思います。
TOKYO2020 の体操競技は、無観客でなければチケットが取
れた予選や決勝を有明体操競技会場まで家族で行ってみる予定
でしたが、残念ながらテレビ観戦になりました。男子女子体操
のテレビ中継はほぼリアルタイムで見ています。男子は先ずベ
テランの予選敗退に衝撃を受けましたが、団体の銀メダル、個
人総合金メダル、個人鉄棒金メダル、あん馬銅メダルで喜び、
そして女子の団体 5位、個人総合 5位、そして個人床で銅メダ
ル！！！。ここ最近の女子体操競技は男子の陰に隠れてテレビ
中継も少ない状態でしたが、57 年ぶりのメダル！！！。リアル

今月の強調テーマ
CS

8月本例会
2021 年 8月本例会はコロナ対策のため通常例会を変更しアジア太
平洋地域大会に全員でＺＯＯＭ参加します。

日時	 	 8 月 14日（土）13：00～ 16：00（日本時間）
8月のハッピーバースデー	 	
	 市崎俊一君（22日）	
結婚記念日	 該当なし	

7 月会員数 7 月出席者 7 月出席率 アクティブファンド ニコニコボックス クラブ役員

21 名 メンバー 13 名 68％（13/19） 6 月まで 1178164 6 月まで 0 会長 島田徹
7 月分 7500 7 月例会分 7500 副会長 大原真之介 / 駿河幸子

内広義会員 2 名 利息 5 7 月その他 0 会計 高橋由起江

休会 0 名 書記 相川達男
残高 1185669 累計 7500 直前会長 宇田川敬司

連絡主事 草分俊一

今月の聖句

『そのように、あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい。
人々が、あなたがたの立派な行いを見て、あなたがたの天の父
をあがめるようになるためである。』

マタイによる福音書　５章 1６節

タイムで、一歩はみ出したから、転んだ
から何点減点とか解説を聞き一喜一憂し
ながら観戦を楽しんでいます。
オリンピックに限らず競技でナンバー
ワンを目指す人は競技を第一優先にし
て、多くのものを犠牲にする人が存在し
ます。例えば高校に通学せずに通信教育
にして競技の練習に没頭する子供たちが
います。それを応援する人たちがいます。
TOKYO2020 を目指した人たちにもきっとそんな人たちが数多
くて、その数多くのアスリートの中から選ばれたエリートがオ
リンピックという舞台に出て、さらにメダルを取って脚光を浴
びている一方で、日本代表になれずマスコミにも注目されずに、
その競技から去っていった人は数多くいると思います。
まもなく終わりますがTokyo2020 を楽しみたいと思います。
表彰台に上った人たちの今までの努力に感動をしながら、脚光
を浴びずに去っていく人たちに思いをはせながら、大会ビジョ
ンの多様性が言葉だけにならないことを願いながら、競技した
い人たちが例え途中で挫折したとしても、誰もが生きやすい社
会になることを願いながら。。。
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東京江東ワイズメンズクラブ 2020 ～ 2021 年度　決算書 2021.6.30
収入の部 予算

大項目 項目 数量 金額 ( 円） 数量 金額（円）
通常会費 通常会費 ( 年６万円） 21 1,092,000 担当主事 21 1,212,000 
特別例会 特別例会　６回 0 370,000 
ファンド事業 区民祭／じゃがいも 985,900 ジャガいも 900,000 
RBM, その他 85,250 支援含む 611,296 
その他 関東東部補助金 30,000 50,000 
前期繰越金 274,990 274,990 
収入の部計 2,468,140 3,418,286 

支出の部
大項目
負担金 東日本区費 21 159,500 担当主事分含 21 319,000

関東東部関係 113,500 部費，部会費、ＣＳ，ＹＶＬＦ 117,500
各種献金 東日本区各種献金 189,714 ＣＳ，ＢＦ，ＴＯＦ，ＡＳＦ，ＦＦ， 123,300
ロースター ロースター・広告費 47,400 47,000
通常例会 食事代・講師謝礼 53,976 260,000
特別例会 特別例会費用 26,534 305,000
ファンド事業 じゃがいも 646,488 700,000
クラブ事業費 Ａ委員会 0

　ＥＭＣ・リーダー親睦 1,200 80,000
Ｂ委員会 0
　ワイズカップサッカー 0 80,000
　ＹＭＣＡ諸大会 0 サッカー、ソフト，Ｃラン 260,000
　その他Ｙサ事業 117,752 プール設置、解体他 0
　ワイズガーデン 0 30,000
Ｃ委員会 0
　ブリテン 100,550 編集、印刷、封筒，切手 111,000
　ＤＢＣ／ＩＢＣ 238,696 300,000

交際補助金 会長・クラブ交際費 3,000 研修会、主事補助 123,000
その他 江東センター使用料 50,000 50,000

記念品、通信費等 5,820 27,500
在京新年会予備 0 200,000
その他 443,095 ファンドに40万円戻し予定 0
次期繰越金 270,915 284,739

支払いの部計 2,468,140 3,418,039

江東ワイズ　202１年 7月　総会議事録

202 １年 7月 1５日（木）江東センター　303号室
19：00～ＺＯＯＭ参加可
第１部
１．前年度事業報告　　宇田川会長より報告
	 承認多数
２．前年度決算報告　　島田会計からの報告の後、いくつかの要
修正箇所が生じた為修正をお願いし 8月第 1例会を開催し再度
承認を得る事とする。その前に山崎直前会長の監査をお願いする。
役員交代式	 	宇田川前会長、島田新会長、大原新副会長、

駿河新副会長、高橋会計、相川書記が藤井メ
ンの証人の元バッジの交換の後　交代が成さ
れた。

第２部
１．事業方針、計画発表　島田新会長より発表
	 承認多数
２．	新年度予算報告　　前年度決算報告同様 8月第 1例会にて
再度承認を得る事とする。

各種報告
	 草分館長	 	昨年に続き本年度のチャリティーランはリ

モートで開催する予定。
《出席者》藤井、宇田川、島田、山崎、大原、駿河、高橋、草分、
本間、相川、（ＺＯＯＭ）小松、酒向、鈴木

東京江東ワイズ　　202１年 7月　役員会議事録

202 １年 7月 29日（木）ＹＭＣＡ江東センター
19：00～ＺＯＯＭ併用開催
１．決算案、予算案
	 決算案　	要修正箇所が有るため島田前会計に修正をいただ

く。
	 8 月 2日に山崎メンに監査をお願いする。
	 予算案　	アフターコロナを見据えた予算取りとなっている

が、前述の決算案に修正が入るため繰り越しなどの
修正をお願いする。

	 	両案をまとめ、8月 5日にＺＯＯＭ第 1例会を開催しメン
バーの承認を仰ぐ。

２．今期の予定について
	 島田会長より本年度の年間予定を提示いただき確認。
	 	月別担当委員会など詳細書記が確認し改めてメンバーへ配信
する。

	 	8 月の本例会はコロナ感染者急増の為、納涼例会を断念。代
わりにアジア太平洋地域大会にメンバー全員でＺＯＯＭ参加
する。

３．その他
	 	ブリテン郵送に関して　→　昨年までと同様に区役員、事業
主任他へ郵送する。

《参加者》島田、高橋、山崎、駿河、草分、大原、酒向、本間、
相川



3

夏の風景

駿河幸子

夏休みに入った幼稚園。園

庭には保護者の方々にご協力

頂き今年度は設置できたプー

ルが子どもたちを待っていま

す。暑い日中になると休み中

のプール開放に子どもたちの

賑やかな声が聞こえています。

そしてその周りには、むか～

し江東ワイズが植えた桜の木

が緑の葉を茂らせ、丁度よい

日陰を作っています。その木々

に止まり今が旬と鳴く蝉の声

も夏ならではです。そこに、

今年度はひがしワイズから頂

いたかぼちゃの可愛い成長が

加わりました。

今園庭で育っているかぼ

ちゃは、ひがしワイズの飯田

さん ( 卒園児のお祖父さまでもあります )

が十勝ワイズのかぼちゃから採った種を

蒔き、苗に育てられたものです。ご厚意

で幼稚園に頂きました。年長

の子どもたちは大きなプラン

ターに頂いた苗を植え、他の

植物と一緒に大切にお世話を

しました（写真①）。かぼちゃ

はすくすくと成長し、蔓を伸

ばし葉も大きく広げました。

そして、夏休みに入る直前に

は黄色い花が咲き始めました

（写真②）。雄花と雌花の違い

も知りました（写真③）。今、

１つのかぼちゃが日に日にか

ぼちゃらしく育っています（写

真④）。これからいくつのかぼちゃが育つでしょう。楽しみです。

暑い暑い日々の中、命の育みに神様の恵みを感じる幼稚園の夏

の風景です。

会費納入のお願い

会計　高橋由起江

江東センタープルタブ車椅子プロジェクト始動！

山﨑　常久
東京江東ワイズメンズクラブはプルタブを集めて車椅子を寄

贈する活動を単独で継続することを宣言します！

諸々の事由から中止となった東日本区プルタブ車椅子プロ

ジェクトですが、江東クラブは YMCA江東センターと協力し

て他に頼ることなく単一クラブとして本活動を継続することと

しました。これはプルタブを集めるという地道な活動を通して、

センターの幼稚園に通う園児、及び関係者に、小さな身近なと

ころからでも社会貢献できる気付きのきっかけとなり、プルタ

ブを親子で集めるという活動により親子の一体感の醸成も期待

され、皆で集めることにより一人では成し得ない目標も力を合

わせれば到達できるという達成感も経験できると考えたからで

あり、YMCAをサポートするというワイズメン

ズクラブの本来の姿に適うと判断したからであ

ります。子供たちが目に見える形での成果を体

感すべく、毎年、1台の車椅子を寄贈すること

とし、集められるだけのプルタブを集めて、不

足分は江東クラブより補填することで 1台

の車椅子を取得し、一定期間、センター

に展示することで子供たちの多様性への理

解も期待します。皆さん、ご協力いた

だきたくよろしくお願いいたします。
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振込口座
みずほ銀行　東陽町支店（店番号 670）
普通預金　No.1095292
口座名義　東京江東ワイズメンズクラブ

新年度になりました。
皆さん、会費を振り込んでく
ださい。振り込みでお願いします。
現金でも大丈夫です。半期ずつでも
一年分一括でも大丈夫です。
よろしくお願いします。
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編・集・後・記
感染力1.5 倍は乗数なので時系列で爆発するのは自明の理。肝心なのは重症者数。ギリギリ、持ちこたえている。踏ん張りどころだ。T.Y
冬の頃にはコロナウィルスは湿度に弱いと聞いて、加湿器ガンガン稼働していました。8月の今日東京の湿度 75％、不快指数 82、コロナ全然弱ま
りません。ガセネタだったのか！？　Ｔ・Ａ

今後の予定　（2021年 8～ 9月）

8月 14日（土）	 	アジア太平洋地域大会ＺＯＯＭ参加を江
東本例会とします。

8月 26日（木）	 役員会ＺＯＯＭ開催　
9月 2日（木）	 第 1例会
9月 11日（土）	 プール解体・館内ワーク
9月 16日（木）	 本例会
9月例会に関してはコロナ緊急事態宣言等の状況を見て再度
決定いたします。
今後の予定ですが、コロナの状況によって変更、中止の可能
性が有ります。
随時ＭＬにて予定の変更はお知らせしてまいります。

YMCA ニュース
江東センター＆幼稚園

▼幼稚園
・�７月１７日に終了式を終え、夏休みがスタートしました。通常の保
育はお休みになりました。が、６月下旬に保護者の協力の下で設
置したプール開放が、ほぼ毎日、午前・午後に実施されています。
コロナ禍で定員を２０名で設定していますが、園庭には楽しそうな
子どもたちの声が響き渡っています。
＊見ているだけでも涼しくなります。お近くにお越しの際にはどうぞ！
▼コミュニティーセンター
・各クラスが無事に終了しました
　�コロナ渦、感染防止対策を講じ、定例野外教育活動『どろんこ』・
『くれよん』、体操クラス『ダンボ』、サッカークラブ『イーグル』・『ペ
ガサス』、リトミッククラス、ピアノクラス、無事に1学期の運営を
終了することができました。

・ピアノ発表会
　７月２５日、日曜日、江東区文化センター大ホールにて開催いた
しました。昨年はコロナ禍で中止と致しましたが、子どもたちの成
長の場として２年ぶりの開催となりました。午前の部は幼児とその
兄弟姉妹、午後の部は小学生以上に分け、感染防止対策として２
部制として実施しました。
　演奏者は、いつものレッスン以上の成果を発揮していたのではな
いでしょうか。
　コロナ禍での発表会でしたが、素敵な会になりました。（演奏者
は５０名）

▼今後の予定
・８月の土曜日・日曜日は休館・休園となります。
　８月１６日（月）～２０日（金）：休館・休園となります。
・夏季保育：８月２３日（月）～２６日（木）
・年長クラス追加夏季保育：２７日（金）～２８日（土）
・始園式：９月１日（水）
・お楽しみ保育：９月６日（月）～８日（水）　山中湖センター
・デイキャンプ（今年の夏はデイキャンプのみです）
　◎わんぱくクラブ：年中・年長：８月５日（木）～７日（土）
　◎プールデイキャンプ：年中・年長：８月１２日（木）

東京ＹＭＣＡ
・２０２１年度　第２４回　会員芸術祭『オンライン芸術祭』　
　６月２８日～７月３日、会員、留学生、メンバー他、関係者４０人
から５１作品の出展がありました。昨年は新型コロナウイルス感染
防止のためホームページ上の開催となりましたが、今年は東陽町セ
ンターを会場に実施しました（例年のオープニングイベント等は３密
回避のため中止）。会員有志による芸術祭実行委員会が運営全般を
担ってくださいました。

・「ウォーターセーフティーキャンペーン」（水上安全教育）
　全国のＹＭＣＡが協力して長年取り組んでいる一環として、６月

２７日、山手コミュニティーセンターで幼児・小学生の親子を対象
に着衣泳体験会を実施し、計３９人が参加しました。また子ども向
けの「ＹＭＣＡウォーターセーフティーハンドブック」を小学校等を通
じて地域に無料配布した他、東京ＹＭＣＡホームページ上にも掲載
しました。ウエルネス東陽町でも同様の取り組みを行っています。

・夏季キャンプ　
　７月１２日から緊急事態宣言が出されたことを受け、予定してい
た宿泊を伴う夏キャンプ（１０プログラム）は中止することとしまし
た。代替プログラムとして、都内の施設を利用した日帰りプログラ
ムを実施する予定です。コロナ禍の影響を含め経済的な理由でプロ
グラムに参加が難しいご家庭を対象に、所得に応じて参加費を補助
する「フレンドシップファンド」を積極的に活用して参ります。

・他ＹＭＣＡ
〇�山梨ＹＭＣＡは６月２６日に創立７５周年記念式典と新会館献堂式
を開催しました。
〇�静岡ＹＭＣＡは森重男理事長が退任し、新理事長に稲田精治氏が
就任しました。

▼今後の主な行事日程 　　
〇「早天祈祷会」　８月２日（オンライン）
　奨励：宮崎幸雄氏（日本ＹＭＣＡ同盟名誉主事）
〇「第３５回インターナショナル・チャリティーラン」
　（スマートフォンアプリを使ったウォーキングイベントとして開催）
　個人参加：１０月１６日～２２日
　チーム参加：１０月２３日～３１日


