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ユース活動の現状と今後
大原　真之介

YMCA では数多ある活動、その
担い手の根幹として存在するのが
今も昔もユースボランティアリー
ダーであります。

野外教育の先人が語る［若き日
の清き一日は一生の宝である］と
ある様に「ユースとともにあらん！」を旨とするワイズメンと
しては、若い力が存分に発揮され、今の時代どの様な課題があり、
どの様にしたら共に力を発揮できる手段があるのか、そしてよ
り良い未来の構築に役立てられるのかを、常に”変化 " しながら
模索していく必要があると強く思います。

その一端を少しでも知る為、今回は我々江東ワイズメンズク
ラブが寄り添わさせていただいている、YMCA 江東コミュニティ
センター野外担当スタッフの國井さん（にぃリーダー）からお
話しを伺い、クラブとして今後具体的にどの様なサポートがで
きるのかを考察をしたいと考えました。（以下、対談内容の一部）
Q. 最近どうですか？ (ざっくりでごめんなさい笑 ) 
A. 今コロナ禍の状況にて、学校に行く、人と会う、遊ぶ、バ

イトをするのに多く制限がある中で逆に！オンラインを含め、
YMCA という場所で、仲間と顔をあわせ、こどもたちや誰かの
為にできることを話し合ったり、行動をするという意欲は高まっ
ているのではないかと感じる。また、その様な仲間を増やした
いという主体的な働きかけもあり、リーダーの人数は以前より
増えています。 
Q. 最近の活動でやりがいを実感したことなどありますか？ 
A. 国際協力募金の呼びかけをネット Live 配信を用いて活動し

たことなどが挙げられます。 ただ単に募金のアナウンスをする
のではなく彼ら自身、国際に目を向け勉強をし、理解や納得を
した上で進めている姿に感心し、また相手から共感を得られた
こともあって充実を実感した活動だった様です。 

今月の強調テーマ
＜ユース＞

9月本例会
とき	 2021 年 9月 16日（木）　19：00～
ところ	 江東ＹＭＣＡ　及び　ハイブリッド（ＺＯＯＭ）
召集	 酒向裕司君
進行	 島田徹会長
開会点鐘	 会長　島田徹君
会長挨拶	 会長　島田徹君

プログラム
コロナ禍、緊急事態宣言が中々解除にならない中、メンバーの皆さ
んの近況を報告していただきます。一人 3～ 5分程度でコロナ禍の
過ごし方、日常で変化したことなどお話し下さい。又、これから、
又はアフターコロナにワイズでやりたいことなどもご提案大募集で
す！！

各種報告
ハッピーバースデイ・結婚記念日
閉会点鐘	 会長　島田徹君

〈ハッピーバースデイ〉
高橋由起江さん（2日）　酒向裕司君（18日）　草分俊一君（28日）
〈結婚記念日〉
寺尾夫妻　本間夫妻　駿河夫妻

8 月会員数 8 月出席者 8 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 14 名 73％（14/19） 7 月まで 1185669 7 月まで 7500 会長 島田徹
8 月分 0 8 月例会分 0 副会長 大原真之介 / 駿河幸子

内広義会員 2 名 会計 高橋由起江

休会 0 名 残高 1185669 累計 7500 書記 相川達男
直前会長 宇田川敬司
連絡主事 草分俊一

今月の聖句

『主に逆らう者は、借りたものも返さない。
主に従う人は憐れんで施す。』� 詩編 37篇 21節
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 Ｑ . 活動を続けていく上で困っていることなどはありますか？ 
A. やはり行動制限等がある中で、リーダー活動やボランティ

アを続けたい意欲や想いがあっても中々続けにくい生活の優先
順位や経済的要素が、実際にはあるのではないかと思います。 
デリケートな問題ではありますがその辺りを上手くサポートで
きる様な手段をリーダー達と共に考えられたらと思ってます。
 （次ページへ続く）



 等、、、お話しを伺う事ができました。リーダー活動を続
けていく上でひと昔前とはまた少し違った意味での”意欲と
実際のギャップ”が印象的でした。 　 

長年に渡り関東ワイズ全体で取り組んできた、実体験を
伴った研修、ユースリーダーズフォーラム (YVF) は、やは
り素晴らしい手段である事は間違いありません。中々フルス
ペックで企画、実行できない中、今年も運営部の皆様により
zoom 等を活用してディスカッションや講演会の準備を進め
ていただいている事に心より感謝です。 

そして、我々としましては今回國井スタッフから伺ったご
意見やお話しを大切にクラブに持ち帰らせていただき、ユー
スボランティアリーダーにとって、分断を生まない！仲間を

アジア太平洋地域大会にリモート参加して�
� 寺尾　紀昭

8 月 14 日 zoom で参加可能とのことで、普通だったら

出られない台湾のアジア太平洋地域大会に参加することに

なりました。zoom では音が聞こえなかったが Youtube

では音も出ていたというので原因の想像をしましたが現場

は大変だっただろうなあ。8 月の江東ワイズの本例会は、

このアジア太平洋地域大会への zoom 参加をもって開催と

しました。

〇〇大会にはワイズ以外にも裏方としてなんだか何度も

関わりました。私はもともと音響を専門としていましたが、

その時抜け落ちている事に手を出すわけで、映像、照明、

舞台進行、職人とのインターフェースなど何でもやりまし

た。大抵の場合、主催者に裏方の存在と必要性を理解して

もらうことに大変な苦労をします。テレビで普通に見流し

ている料理番組だって材料、調理過程、調理完了、盛り付け、

試食までスムーズに伝えるための見えない準備は結構大変。

それを舞台で生でやる事を想像して頂くために資料を作り

声を枯らせました。靴を履かない民族に靴を売りに行くよ

うな感じです。

この程リモートの大会はどのように作られるのかをぜひ

知っておきたいと思いました。リアル会場と多数リモート

接続を同時に成立させる方法は新年落語会などいろいろト

ライしてきました。今後コロナ禍が終息したとして〇〇大

会はどんなことになっていくだろう。なるべく関わらない

ことにしよう。危険な隙間を見つけるとつい手を出してし

まうかもしれない。別にそういうのが好きなわけじゃない

んです。

増やす！！より良い一日を経験する！！その為に、今までに
加えプラスワンは何なのかを議論していきます。

また、その土地土地にあわせ各クラブ小単位、ワイズメン
が持ち合わせているスキルや情報、必要なファンドの支援を
実行する事が大切で、より良い活動の歯車の一部となる事は
クラブとしての喜びであります。 お忙しい中、お話しをし
ていただいた國井さん ( にぃリーダー ) には心より感謝申し
上げます。本当にありがとうございました！！ 

、、、 にぃリーダー 落ち着いたら、ギター持って山にでも
遊びに行きましょーね！ 

子供たちが世話になった台湾でのアジア大会に参
加して� 宇田川敬司

コロナウィルスで世の中が翻弄される前の 2019 年に私の

娘たちが、ホームステイさせて頂いた、台中長英クラブの蔡

さんが前期アジア会長を務められ、今回のアジア大会で次期

に引き継ぎをされました。

昨年の就任の折には、家族 4 人でお祝いに伺おうと航空券

を手配した早々に、コロナ禍で渡航できなくなり、それでは

退任の時に伺おうと決めたのですが、予想以上の災害に拡大

してしまい、伺うことが叶わず、未だ世間は明るい兆しが見

えない状況にあります。

その様な中で、蔡さんはアジア会長を務められ、やりにく

い事や大変だった事が多々あったかと思います。

直接お会いして、ワイズダムへの献身的な活動に感謝と蔡

さんを支えられた、台中長英クラブの皆様にも「お疲れさま

でございました！」とお伝えしたかったです。

コロナ禍が収束した折に、家族皆で台中に伺いお会いでき

る時を楽しみにしています。

初めてアジア大会に参加して�
� 高橋由起江

私は、今回初めてアジア大会に参加させていただきましま

した。zoom での開催で事前に登録をして参加すると言うも

のでした。

当日は他の予定があり、スタートからの参加は出来なかっ

たため、最初のセレモニーなどは見ることができず、途中か

らのログインにも手間取ってしまったのですが、すでに参加

していた方々のサポートもあり、YouTube から見ることが

出来ました。海外にいる方々などともこのような機会で繋が

りがあり Live で顔を見ることができ、今では現地に行けな

くても zoom や YouTube を利用しさまざまな場所でたく

さんの人が繋がれる機会もできていているのだなと思いまし

た。今までの様に皆が集まることができるようになった際は

私も色々なところで活動できたらと思います。

早く海外旅行にも行きたいなあ。コロナの収束を心より祈

ります。
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東京江東ワイズ　　2021年８月　役員会議事録

2021 年８月２６日（木）
ＹＭＣＡ江東センター　ＺＯＯＭ併用開催　19：00 ～

１．今後の予定について

９月例会：緊急事態宣言延長に伴いハイブリッドにて開催
第１例会：決算、予算の件　本例会内容は第１例会で検討
館内ワーク：開催を見合わせる
チャリティーラン：10/23 ～ 10/31 の期間に昨年同様ＮＥＴ上

でウォーク大会
　コロナ禍の例会の開催方法に関して、役員が他クラブのブリテ

ンなどをチェックし他クラブの例会を参考にするなど前向き
な行動を取る事も重要との提言有り。

２．決算、予算に関して

島田さんより最終版、修正部説明をＭＬに配信。各自に確認いた
だき第１例会で承認を得る。予算案も同様。

３．その他

ジャガイモ：本年は運賃負担が増額するが、販売価格は据え置く。
5kg の扱いは見合わせ。10 月第３水曜日搬入予定。

関東東部部長公式訪問→島田会長より大澤部長様あて連絡をお願
いする。

参加者　リアル参加　　駿河、草分、酒向、高橋、山崎
　　　　ＺＯＯＭ参加　島田、藤井、大原、宇田川、鈴木、相川

東京江東ワイズ　　2021年９月　第 1例会議事録

2021 年 9 月 2 日（木）
ＹＭＣＡ江東センター・ＺＯＯＭ　19：00 ～

１．今後の予定について

９月本例会：リアルの例会は難しい。→ハイブリッド（zoom ＋
対面）で実施。関東東部部長の公式訪問（大沢さん＋衣笠さん）。
→ zoom を連絡

　メンバー全員の近況報告。12 ～ 13 名。食事はなし。時短。
10 月本例会：本来は講師例会。今から連絡すれば間に合う。
講師候補はアフガニスタン帰りの興望館館長。大江さん　←第２

候補
　水泳関連の山崎さんの知人に打診する。←第 3 候補
　パラのボランティアに参加した江東Ｙスタッフ軍司さんはどう

か。←第１候補
11 月はユース、12 月はクリスマス。
２．ジャガイモ

9/3 明日締め切り。未だの方は至急連絡すること。
10/27 に搬入予定、参集してほしい。搬入後２～ 3 日で回収に

来てほしい。
３．各プロジェクトに関して　　　もみの木　　プルタブ車椅子

モミの木：進捗は特にない。
プルタブ車椅子：予算化しなくても良いのか？→現段階では未対

応
　プルタブの収集が不足する部分は江東クラブで補填する。
　車の進呈は卒園前が良い。卒園児に見てもらう。
　今までの業者に連絡して、不足分の扱いは相談する。
４．決算・予算に関して

要修正箇所有。→週末日曜日（9/5）までにメールで配信する。
５．その他

ユースリーダーズフォーラム、全リー研はオンラインで実施する。
11 月のユース例会は相磯（ユース主任）を呼んではどうか。
チャリティーウォークにワイズも参加する。
東日本区作成のＱＲコード入りのワイズ案内のカードを園のワイ

ズ候補者に渡すこと。ワイズを理解してもらうためにメンバー
も率先して周囲の人に配る。

出席者　　江東Ｙリアル参加　　　　草分、駿河、大原、高橋、山崎
　　　　　ＺＯＯＭ参加　　　　　　島田、藤井、酒向、本間、鈴木、相川

私のオリンピックと私のオリンピックと
パラリンピックパラリンピック

香取良和

第 32 回 東京オリンピック大会は、第１回コロナオリン

ピックと改称しても良いほどコロナに振り回された。昭和

15 年生まれの 81 歳。実はこの昭和 15 年に日本はオリン

ピック開催を返上したのである。

前回の東京大会時は 24 歳。敗戦でズタズタに荒廃した

国土の復興とバブルの始まり。しかし会場は、代々木会場

が目立つぐらいで今回ほど数もなく参加国も少ない。柔道、

重量挙げ（三宅）ボクシングなど金メダルも取ったが最も

記憶に残るのが、マラソンのアベベと円谷であった。　　　

パラについては障碍者のスポーツ大会であり、本部がド

イツのボンにある。あの IPC のマークが「心・肉体・魂」

のシンボルマークであることは今大会で初めて知った。

程度によるが、良くあの障害で競技ができる？ 女子水泳

の山田選手が当たり前のようにゴーグルを足で調整する。

義足でジャンプや走る姿、全盲で走ったり跳んだり。母国

開催の地の利をえたとはいえ、選手や関係者には勝敗に関

係なく心から言葉に表わせないほど感銘した。

オリでは、女子水泳の大橋、柔道の阿部兄弟、強さが際立っ

ていた大野、ソフトの上野と手に汗を握りながら感動して

いたが、メディアの勝って当然の報道は若い選手の心理的

負担のかなりのものと察する。

今大会、必死に得た開催権をコロナは無残にも打ち砕

いた。1 年延期も前代未聞なら無観客も史上無いだろう。　　

３分の１の入場なら感染も防げる。なぜ無観客に拘るかは、

莫大な運営費の税金を将来に残さんが為。また尾身会長が

パラ閉会に際してバッハ IOC 会長が来日したことにクレー

ムを呈したが IPC と IOC は互いの協力関係と共にパラは

IOC の傘下関係にあり閉会式の来日は職務である。銀座へ

行った事を非難していたが、バッハの初めての銀ブラくら

い大目に見ても良い。

今回のオリンピックとパラリンピック、開催・中止の賛

否両論は個々の考えに・・生涯で 2 度見ることが出来たの

は幸いである。

現在の 50 代の人が３度目のオリ・パラを見られることを

願う。
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美味しいスイカ、美味しいスイカ、
ありがとう！ありがとう！
ワイズの方から、スイカを頂いた話を
してから、「スイカって種があるよね」
「種って黒いよね」「スイカの種を植
えたい」など、そんな話で大盛り上
がり。テラスに座りみんなで食べ始
めると、子どもたちの顔は真剣！！無我夢中！　食べたスイカの種を、
畑に植えました。「芽が出て、スイカができたら、また食べたいね！」。
これから、種がどうなるのか、子どもたちと楽しみにお世話をして
いこうと思います。スイカをありがとうございました。� （年少組）

朝登園すると年中組のテラスに
大きなスイカが‼「美味しそう！」
「どうしたの？」と大騒ぎでした。
YMCAを、幼稚園をお支え下
さっているワイズの皆さんが、「大
好きな幼稚園のみんなへ」とお
届け下さったことを伝えると、「早

くスイカ割りをしよう！」と。早速スイカ割りが始まりました。しかし、
あまりにも立派なスイカ、なかなか割れず…。「きっと、まだ甘くな
ろうとしているんだよ！」「明日食べよう♪」と、翌日みんなで頂き、
甘～いスイカに大満足！「全部食べたよ！ありかとう。」とワイズの皆
さんへの感謝の思いが溢れていました。� （年中組）

今年もワイズの方から大きなス
イカを頂きました。年長組はみ
んなでスイカ割りを楽しみまし
た。今回は透明なハチマキをつ
けて（ただ目をつむるだけ）み
んなの「右！左！前！そこ！！」の声を頼りに、友だちが命中。綺麗な
真っ二つに割れたスイカにみんな大興奮。スイカが苦手という子も
一口食べてみると、、、「おいしい！！」と喜んで食べていました。種
をぴゅーっと飛ばしながらみんなと食べるスイカは特別でした。今
年も夏を感じ、楽しく過ごせたことに感謝です。
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編・集・後・記
秋めいてきました。今年こそ秋刀魚食べたいです。去年は一度もお会いできませんでした。Ｔ・Ａ
コロナ対応も徐々に落ち着きを感じるようになってきた。対処薬さえできればインフルエンザ以下に。T.Y

今後の予定　（2021 年 9 ～ 10 月）

9 月 11 日（土）　館内ワーク　→　緊急事態宣言で中止と
致します
9 月 16 日（木）　本例会　ＺＯＯＭハイブリッド
9 月 30 日（木）　役員会　ＺＯＯＭハイブリッド
10 月 7 日（木）　第 1 例会
10 月 21 日（木） 本例会
10 月 28 日（木） 役員会

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
・緊急事態宣言延長に伴い始園式も延長し９月６日から保育をス
タートしました。お弁当のスタートは緊急事態宣言が解除後の１３
日～の予定です。２学期からはさらなる感染症対策を講じ、保育
を安全・安心で展開して参ります。

▼コミュニティーセンター
デイキャンプ（８月５～７日：近隣の公園・幼稚園）

子こども２５名・リーダー１０名・ディ
レクター１名
『水遊び王からの挑戦状』というストー
リーで3日間展開。水遊び王になる
ためのミッションを仲間と協力して
乗り越えていきました。プールの中で

フープくぐりや、水鉄砲の的当て、宝探しなども行いました。３日
目には、全てのミッションを達成し、今年の水遊び王になれた証
として「金色の王冠」を手に入れました。

プールデイキャンプ（８月１２日：幼稚園プール）
子ども：２８名・リーダー：７名・ジュ
ニアリーダー：６名・ディレクター：
１名
大学生のボランティアリーダーと卒園
生のジュニアリーダーが子どもたちと
一緒に水遊びやスイカ割りなどを楽

しみました。昨年はコロナ禍でジュニアリーダーが参加するプログ
ラムは開催で来ませんでしたが、２年ぶりにYMCAの活動に参加
できた高校生のジュニアリーダーは、とても喜んでいました。キャ
ンプで全体をまとめていたプログラムリーダーは、かつては江東
YMCA�幼稚園の園児で、その後ジュニアリーダーとしてこのプー
ルデイキャンプに参加していました。今後も、卒園児がYMCAと
繋がり続けることができるようにしていきたいと思います。

サッカークラス（８月１１日・１８日）
メンバー：６９名・リーダー：５名・ディレクター：２名
全国サッカー大会中止に伴い代替え交流試合を展開しました。普
段試合を行っている辰巳グラウンドや慣れ親しんだ千石グラウン
ドで、区内のチームと試合を行いました。これから行われる各種
大会に向けて各学年、各チームとしても、また個人としても、様々
な収穫を得ることができました。

「第３５回インターナショナル・チャリティーラン」
３チーム・６０名のエントリーを予定していります。今年もスマホで
多くの多くの仲間と「つながり」、楽しい「とき」を過ごしたいと
思います。例年同様、オリジナルTシャツの販売も（２，０００円）。
売り上げは全てエントリーフィーとなります。

▼今後の予定
・館内・館外ワーク：緊急事態宣言延長に伴い中止致します。
・ホームカミングディ：９月２５日（土）
・お楽しみ保育：１０月２日（土）～４日（月）　山中湖センター


