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EMC強調月間に私が思うこと　
相川達男

最近のワイズでは「ＥＭＣ」と言うワー
ドがとても数多く聞こえてきます。「Ｅ
ＭＣ」すなわち Extension Membership 
& Conservation の略ですが、日本語に
するとクラブ拡張、会員増強と維持啓発
となります。会員数の減少が止まらない中、多くの人がこの「Ｅ
ＭＣ」を口にするのは当然の事と思いますが、私個人としては
いささか腑に落ちない所が有ります。あくまでも私個人の理解
と見解ですが、そもそもワイズメンズクラブとはＹＭＣＡを通
じて青少年の育成をサポートし、世界中の災害や様々な弱者に
手を差し伸べ、なおかつメンバー同士が互いに研鑽し、社交の
場として楽しむ場所と言うように勝手に解釈しています。

私の勝手な考えでは「仲間を増やす」と言う活動はあまりそ
ればかりに時間を割く事ではないのではないかと思います。とは
言っても残念ながら江東クラブに於いても私も含めてメンバー
の高齢化は進んでいますし、若い世代のメンバーを何とか仲間
に迎えたいと試行錯誤の毎日です。毎回の例会で必ずその事が
話題に上がり「ああしよう、こうしよう」「どこかに良いメンバー
候補はいないか？」の話ばかりが続きます。必要な事、大事な
事だと判っていながらも「なーんか違うなぁ」と思います。前
述させていただいたようにワイズは世の為、人の為、若者や子
供たちの未来の為、そして自分が楽しむ為に有る物だと思って
いますが、残念ながら今は仲間を増やすために四苦八苦、コロ
ナウィルスの影響もありＺＯＯＭでパソコン越しに眉間にしわ
を寄せての話し合いが続きます。「会員増強」を前面に出した活
動を余儀なくされている状況も十分に理解していますし、「ＥＭ
Ｃ」を担当頂き一生懸命お働き頂いている部、区の執行メンバー
の方にはお叱りを受けるかもしれませんが、出来れば「会員増強」
の活動などをしなくても本来のワイズメンズクラブの理想を掲
げた活動に賛同し、楽しいクラブ活動に周囲の人が自ずと集まっ
てくるようなワイズメンズクラブで在りたいと思います。理想
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と現実に隔たりがある事も十分承知の上ですが会員の減少、高
齢化を挽回するためには「隣人を愛し、楽しい事をしていたら
いつの間にか仲間が増えていた」と言うような形が整うと素敵
だなと思います。実際に私は今から 15 年以上前にＹＭＣＡ江東
センターのイベントでとても楽しそうに「やきとり」を焼くオ
ジサンの集団に興味を持ち、その後に声をかけて頂きワイズの
メンバーとなりました。あの頃の自分の気持ちを思い返し活気
のあるクラブづくりに微力ながら貢献していきたいと思います。

12月本例会（クリスマス例会）
とき	 2021年 12月 11日（土）　
ところ	 亀戸アンフェリシオン
会費	 メン 8000円　ゲスト4000円
受付	 酒向裕司君
司会	 山崎常久君

プログラム
一部　クリスマス礼拝　

メッセンジャー� 菅原創君
二部　祝会

開会点鐘� 会長　島田徹君
会長挨拶� 会長　島田徹君
食前の感謝� 駿河幸子さん
会食・懇談
プレゼント交換
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　　本間剛君　　
結婚記念日　　　　　　菊地夫妻　　

今月の聖句

『身分の低い、この主のはしためにも　目を留めてくださっ
たからです。
今から後、いつの世の人も　わたしを幸いな者と言うでしょ

う』� ルカによる福音書　1章 48節



東京江東ワイズ　2021年 11月　本例会報告

2021 年 11 月 18 日（木）YMCA江東センター
ZOOM併用開催 19：00 ～
11 月の本例会は 11 月恒例のユース例会となりました。リーダーズフォーラム、
お楽しみ保育に参加した江東センターのリーダーの皆さんに活動の報告をしてい
ただきました。
未だコロナ禍という事も有り江東センターの会場には中川遥さん（すーちゃん）、
菅原唯さん（ぴお）の２名が参加してくれました。又オンラインでは関沙也香さ
ん（パディー）他多数のリーダーが参加してくれました。
日頃のリーダートレーニングの様子や幼稚園の子供達と直接接する活動の様子が
とても実り多き物であることが良く解る報告をしていただきました。
（参加者：江東センター　島田、柳澤、藤井、駿河、酒向、菅原、草分、宇田川、山崎、

本間、大原、相川／ZOOM　小松、鈴木）

東京江東ワイズ　2021年 11月　役員会議事録

2021 年 11 月 25 日（木）YMCA江東センター
ZOOM併用ハイブリッド 19：00 ～

１．12月　予定
クリスマス例会に関して　　12/11　アンフェリシオン
・Ⅰ部：礼拝、Ⅱ部：祝会　・30名程度
　ワイズ：16名程度？→会費 8000 円　　ゲスト 4000 円
　　入会候補者（EMC）：5名→会費 4000 円
　ゲスト西沢、前野、米谷、滝沢（BB：リーダーOB）、高松（エナリ：リーダー）
・プレゼント交換　　　1,000 円～ 2,000 円
・当日のプログラム　　司会：山崎
・礼拝　牧師：YMCA御用達の牧師さん
	 音楽（前奏、後奏）：園の先生に依頼　　司会：菅原　　式次第：草分
・タイムテーブル　　　礼拝：18:00 ～ 18:30		祝会：18:30 ～ 20:30
　　忘年会　公式には無し（やる場合は有志）
　　役員会　12/23（木）
２．新年例会に関して
　　燕路師匠の都合は今から確認　　場所：アンフェリシオン
　　ハイブリッド　十勝合同（zoomで参加、食べ物飲み物を送る。島田会長担当）
３．新事業　プルタブ　プルタブについて堀江さんからヒアリング
	 不足分をお金で補填は無理　　車いすの種類は選べない
	 プルタブが集まるまではワイズで負担する。

ワイズガーデン
本間 剛

11月 13日 (土 )秋晴れの空のもと、急ではありましたが、
ワイズガーデンの種まき＆腐葉土まきを行いました。島田
会長以下、駿河先生、相川、本間の精鋭部隊で、小一時間
で奮起して、予定の箇所以上に、マーキングもとい、種ま
きをしてきました。っというのも、これまでのエリアと代
わって、葛西橋通り寄りの箇所は、今回は対象外だった長
寿会の三角スペースを除いて、3つ割にし、真ん中を子供
プロジェクトの為に空けることになり、また、三つ目通り
寄りの川沿いのスペースは、全て無くなったとのことで、
実質ワイズガーデンのスペースが半減したようだったので、
予定時間を押して川沿いの一つ奥の木場公園大橋寄りの箇
所の種まきを追加してきました。今後どのように展開する
かは分かりませんが、4人でアピールしてきたつもりです。
ちなみに今回蒔いたのは、ニゲラとヤグルマギクで、来
年 4～ 5月頃には開花する予定です。写真には、ガーデン
に来る前、朝一番にGET してきたモンタボーの限定メロン
パンを、食い意地の張ったメンから奪われまいと、肌身離
さず背負って種まきをしている駿河先生の姿も、、、（笑）
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ユースボランティア
リーダーズフォーラム

大きく成長できたと実感！
今回、ユースボランティアリーダーズフォーラムに参加し、そこで

学んだことを報告する機会を通して、リーダーとしても一人の人間と
しても大きく成長できたと感じています。フォーラムでは、今まであ
まり知る機会が無かった LGBT に関する講義を聞き、「周りに LGBT
の人がいないのではない。あなたにカミングアウトしていないだけだ」
という言葉が深く印象に残りました。普段の YMCA での活動を、ジェ
ンダーの視点から見直すことにより、声掛けの改善や意識の改善が必
要であることに気付き、今後の活動で心掛けたいと感じました。

報告会では、自分たちの学んだことを他の人に伝えるということが
初めてだったので、発表内容を考えたり、スライドを作ったりする過
程でかなり苦労しましたが、一緒に参加したリーダー達と協力して最
後までやり切ることが出来ました。人前で何かを発表するということ
が苦手だった私にとって、計三回の報告会をやり遂げたことは大きな
自信に繋がったと思います。

最後に今回、ユースボランティアリーダーズフォーラムに参加する
機会を与えてくださったにぃ、そしてフォーラムのサポートと報告会
の機会をくださったワイズメンズクラブの方々に感謝申し上げます。
このフォーラムで学んだことを活かして今後の YMCA での活動に精進
してまいります。

深まった他センターとの絆
今回のフォーラムの参加や発表をさせていただいた事はとても良い

経験となりました。
まず、他のセンターのリーダーと関わる事が出来た事です。私は自

身が所属するセンター以外の活動に参加したことがほとんどなく、他
のセンターと言われてもイメージできませんでし

た。しかし、このフォーラムによって他のセ
ンターの個性や熱意を知るだけでなく、他

のセンターのリーダーと実際に互いに意見
を交換したり、一緒に一つのものを作り上
げるという貴重な体験をして、他センター
との絆を深めることが出来ました。

また、今回のフォーラムへの参加を踏ま
えて行った報告会も不慣れで拙い報告では

中川遥（すーちゃん）

関　沙也香（パディー）



	 プルタブが集まった年に依頼する。　　　第一例会に諮る
	 もみの木　もみの木チームを作成する。　第一例会で議論
４．　RBM　江東 YMCAのクリスマス礼拝から RBMに寄付
	 献金を子供たちからワイズに渡すイベントをしたい。
　　	 ３学期に入ってから設定。
	 ワイズガーデン　12/4　10 時からチューリップを植栽。

出席者　島田、大原、酒向、山崎、駿河、草分　　　　ZOOM　相川

東京江東ワイズ　2021年 12月　第 1例会議事録

2021 年 12 月 2日（木）YMCA江東センター
ZOOM併用ハイブリッド 19：00 ～
１．クリスマス例会に関して　確認　12/11　アンフェリシオン
役員会で決定した以外に以下内容追加
・牧師　菅原さんに打診中
・子供へのプレゼント（お菓子）パーティグッズを用意する。（大原さん担当）
・礼拝　司会：菅原さんに打診中
・食事　洋食
・受付　酒向、高橋、（草分）

・名札　全員用意する、事前に用意（大原、草分担当）
２．新年例会に関して
	 十勝クラブと合同例会　　1/15（土）開催予定で調整　ハイブリッド
３．新事業　　プルタブ　もみの木　　具体化に関して
	 ・プルタブ　→実現可能な形を模索する
	 700kg 集めないと車いすに交換できない。（30kg/ 年だと 20年かかる）
	 園児は 3年なので、２年に一回は車いすに交換したい。
	 むかでにヒアリングする。　むかでに協力する形もある。
	 ・もみの木　　引き続き要検討
５．RBMに関して　園長先生より
	 ３学期に入ってから子供たちからワイズに献金を渡すセレモニーをしたい。
	 メンバーの意識を高めてプラスアルファを考えたほうがよい。
６．その他
	 メネット文庫の贈呈式はいつとするか→３学期に実施する。
	 子育て講演会に江東ワイズは協賛しなくてもよいのか？
	 今年は無理であれば次回以降に検討する。
	 在京新年会　　代表１名が参加→会長が参加

参加者　島田、大原、草分、駿河、山崎、酒向、相川　　ZOOM　藤井、鈴木
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ワイズ・ナイトフォーラム

菅原　唯（ぴお）

ありましたが、皆の前で進行をしたり意見を言ったりと他では出来な
い経験が出来ました。今回の様々な経験はリーダーとしてどうあるべ
きかと考える機会を与えてくれました。この経験を活かしてとよいリー
ダーとして成長できるように励んでいきたいです。

酒向裕司
11/21（日）の第 3 回ワイズ・ナイトフォーラムにて、相川さん、

本間さんと酒向で、東京江東クラブの活動について紹介しました。
10 月に沼津クラブ相磯さんから、第 3 回ワイズ・ナイトフォーラム

で江東クラブの紹介をしたいのでパワーポイントの紹介資料を作って
ほしいとの連絡。『各地の青少年育成事業、地域奉仕事業』と題して富
士山部会の下田、熱海、富士宮クラブの活動報告をすることになった
ようで、そこに同様な活動、ワイズガーデンやワイズカップサッカー
などの活動をしている東京江東クラブも加えたいとのこと。パワポで
あれば作りますよと、すぐに返事をしました。発表は相川さん、本間
さんにお願いするとのことでしたが、後日快諾してもらい、3 名で参
加することになりました。既に他の 3 クラブのパワポはあったので、
フォーマットを合わせて作成して酒向の任務はほぼ終了。２度の発表
練習をして、当日を迎えました。

当日は、卓話として国際書記長の西村ワイズから『国際書記長とし
てタイでの生活とオリンピックボランティアの経験』として発表。そ
の後、相磯さんがファシリテータとしてパネルディスカッションとし
て、4 クラブで活動報告をしました。江東クラブの発表は本間さんに
お願いした、相川さんと酒向は質疑対応という形で参加しました。

参加者の中には残念ながらワイズ以外の方はあまり見つけられませ
んでしたが、100 名弱の参加があり、4 クラブの活動報告も好評だっ
たようです。2 度の発表練習までした甲斐はあったようです。皆様お
疲れ様でした。（参加者：相川、本間、酒向、藤井）

　 お楽しみ保育
キャンプに参加して
先日は楽しい報告会の機会をありがとうござ

いました。江東 YMCA のリーダー達のことを、
江東の宝物と言ってくださったり大切にして
くださり、とても嬉しかったです。リーダー活
動ができていることに改めて感謝した 1 日でし
た。

報告会では幼稚園のお楽しみ保育について報
告させていただきました。先生、リーダー、子どもた

ちみんなでお互いのことを想い支え合った今年のお楽しみ保育はとても
温かいキャンプで、2 ヶ月経った今でもずっと強く心に残っています。

私は最近全国リーダー研修などで他センターのリーダーと関わる機
会があり、そこで江東リーダーには他センターには無い江東だけの良
さがあると感じました。江東のリーダーは、リーダーだけが子どもの

ために活動を頑張るのではなく、江東 YMCA の一部として先生たち、
ワイズの皆さん、子どもたち、卒園生、保護者、ほかにも多くの人と
一緒にみんなで支え合っているという意識を持ち続けながら活動がで
きていると思います。お楽しみ保育に行き、自分たちも江東 YMCA を
作る一部だと強く感じました。これからも江東のリーダーとして、こ
の気持ちを持った仲間たちと一緒に成長していきたいです。

屋細腕 (？ ) 繁盛記
駿河幸子

毎年の「お楽しみ保育」で開店する「カルピス屋」さん。一日をか
けて山登りを経験する 2 日目に、子どもたちが山中湖センター ( 今年
は「チムのむら」と呼んで過ごしました ) に山から帰ってきたときだ
け開店します。主に私 ( センター待機の園長 ) が一人で細腕 ( ？ ) を
ふるって準備し、子どもたちに冷え冷えで振る舞えるよう帰る時間に
合わせながら準備します。年によって体調などの理由で山に登れない
子どもたちが居たときには、その子たちが友だちの為に「美味しくな
～れ！」の願いを込めながら準備する年もあります。そんなときには
味見を何回も重ね、「うん、これ！」と思う濃さにします。そして開店
に向けてキャビンの中を色々準備します。お友だちと一緒に山には登
れなくてもその子たちの体調に合わせた活動にもなっています。評判
は？というと、すこぶる良く！

山から下りてきた子どもたちにとってはサプライズの「カルピス屋
さん」。ほぼ一日歩き続けた身体には、冷たくて、甘いカルピスがしみ
わたります。

にこにこと満面の笑みで「ありがとう！美味しかった！最高！」「お
かわり！」との誉め言葉は私であっても嬉しいもの！ましてやお留守
番をし、ちょっぴり寂しい気持ちで待機していた子どもたちにとって
は特別なひと時となります。

二泊三日、ファンタジーの世界で過ごす大切な経験の一つひとつ。
その中でのほんの僅かなひととき、来年も細腕 ( ？ ) をふるいましょう。

「最高！美味しい！カルピス」を作る秘訣は、標準が水：カルピス、
１：５のところを１：４＋氷＋美味しくな～れです。
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あと 20日程で 2021 年が終わるなんて信じられません。2022 年はどんな年になるのでしょう。寅年・・阪神ファンの皆さま良いお年を！Ｔ・Ａ
オミクロンだと～。単なる軽い風邪症状で済みますように。T.Y

編・集・後・記

今後の予定　　（2021 年 12 月～ 2022 年 1 月）

12 月 11 日（土）18：00 ～  クリスマス例会　（アンフェリ
シオン）　

12 月 23 日（木）19：00 ～ 役員会　（江東センター）　　
  1 月   8 日（土）13：00 ～ 在京ワイズ新年会（オンライン）　　　　
  1 月 15 日（土）時間調整中  江東ワイズ新年例会（アンフェ

リシオン・オンライン併用）
  1 月 27 日（木）19：00 ～  役員会（江東センター）
  1 月 29 日（土）10：00 ～ 東 京ＹＭＣＡ　子育て講演会

（オンライン）

YMCA ニュース
江東センター＆幼稚園の報告

▼KOTOわくわくまつり
１１月７日、日曜日、毎年恒例の江東バザーに代わり、『KOTO わくわ
くまつり』を開催しました。感染拡大防止策として、今回は在園児ファ
ミリーのみとさせていただきました。虹の会による「献品市・ゲーム
コーナー・手作り品販売」、リーダーたちの「園庭で遊ぼう・リーダー
とつくろう・大抽選会」、江東ワイズ・白木蓮・江東コミュニティー活
動委員の「マルシェ」を４クルールの時間に分け行いました。益金
は約８２万円となりました。使途は虹の会活動費、リーダー養成費、
国際協力募金、国内協力募金、こども文庫運営費、クリスマス会運
営費となりました（コミュニティー活動委員会で協議・決議）。親子
で来園され約６０分、保護者そして子どもたちは楽しい時間を過ごす
ことができたようです。お忙しい中、準備から運営に携わっていただ
き、ありがとうございました。

▼マルシェ
KOTO わくわくいまつりで好評でした「マルシェ」。月一度の頻度で１
階ロビーで開催する予定です。今月は１２月は１４日（火）・１５日（水）
の二日間。水菜・里芋・かぶ・ニンジンジュースなど、取れたて野
菜を販売致します。益金は全て国際・国内協力募金とさせていただ
きます。是非、お買い求めください。

▼クリスマス会　　
１２月４日土曜日、昨年に引き続きコロナ禍のため、子どもを対象とし
たクリスマス会のみをハイブリット形式（オンラインと対面））で開催
します。内容は｢牧師先生よりクリスマスメッセージ・弦楽四重奏・リー
ダーと遊ぼう｣。クリスマス会メッセンジャーは、日本キリスト教団向
河原教会の小松美樹牧師です。
親子でのご視聴をお楽しみください。

▼チャイルドガーデン　ガーデニング（木場公園ガーデニ
ング）
１２月４日土曜日　木場公園のチャイルドガーデンにて、チューリップ
の球根を１,０００個植えます。在園ファミリー３０名と一緒に楽しい時
間を過ごしませんか。是非ご予定ください。
＊現地に１０：００集合です。軍手持参ください。長くつをお勧めいた
します。

江東センター＆幼稚園の予定
▼幼稚園終了式：１２月１５日（水）
▼わくわくデイキャンプ：１２月２２日（水）～２４日（金）
対象は幼児です。
▼休館：１２月２２日（水）～１月１０日（月・祝）
▼幼稚園始園式：１月１１日（火）
▼お餅つき：１月２７日（木）
▼雪あそびキャンプ：２月１１日（金・祝）～１３日（日）
▼オール江東 Y 街頭募金：２月２６日（土）
　場所：JR 錦糸町駅前周辺
　

オール東京の予定　　
▼第１６回子育て講演会
日時：１月２９日（土）１０：００～１２：００
形式：オンライン発信

URL：https://goo.gl/aEFxk2　（左のフォームよりお申込みくださ
い）
　内容：「ポストコロナ　これからの時代に向けて！子育てで大切に
したいこと」
講師：汐見稔幸氏（NHK すくすく子育て講師）
▼第２３回愛恵エッセイ募集「豊かな福祉社会を創るために」　
　テーマ：「パンデミック（感染症）と私たち」（愛恵福祉支援財団
と共催）　締切り：１月３１日
▼ＹＭＣＡピンクシャツデー２０２２（いじめ反対キャンペーン）
　日時：２月２３日（水）

オール東京の報告
▼１１月１１日、東京ＹＭＣＡ、在日本韓国ＹＭＣＡ、東京ＹＷＣＡの共催
による「ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷週礼拝」が、東京ＹＷＣＡカフマン
ホール及びオンラインで開催され、７５名が出席しました。渡辺俊彦
氏（上馬キリスト教会牧師・東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校講師）に

「失って得るもの」と題して説教をいただき、祈りの時を持ちました。
席上献金は、チャイルド・ファンド・ジャパンの働きのために献げら
れました。
▼１１月１３日、会員部主催の「ソシアス２０２１」（会員協議会）が東
陽町センター及びオンラインで開催され、会員、職員合わせて５０名
が参加しました。「ＹＭＣＡの会員活動の活性化に向けて」をテーマに、
上田晶平氏（会員部運営委員長）と中里敦氏（会員部統括）の発
題を受けて、７グループに分かれて意見交換を行いました。
▼１１月２３日、「東日本地区ＹＭＣＡ役員研修会」がオンラインで開催
され、東日本地区を中心に１６のＹＭＣＡから役員・委員・職員等合
わせて１１５人（東京ＹＭＣＡからは１８人）が参加しました。「ＹＭＣＡ
における公民連携事業について」をテーマに、中林貴紀氏（茨城Ｙ
ＭＣＡ理事）と波多啓造氏（東京ＹＭＣＡアフタースクール・公民連
携事業統括）から発題があり、その後分団協議を行いました。


