
臺中市長榮國際聯青社社
長致江東社信
第 30 屆社長  蘇椿美  敬上
日本國東京市江東社的各位 IBC 社友倩聯

暨聯青家庭成員們，大家好！ 5/4 在我的餐廳

舉行的兩社聯合例會非常的圓滿成功，感謝貴社提供了 ZOOM 帳

號讓會議能夠更順利的進行；看到兩社社友們身體健康未受本次

COVID-19 疫情影響，真的為我們感到慶幸，可能是我們公益善事

作多了，得到上帝的祝福，避開人生的劫難、

從去年接任社長以來，就認真參與聯青社的事務、活動，真正

體驗聯青精神 - 行其義勿計其利、享其權須致其功，要我們多盡義

務、貢獻社會，對於聯青家庭也要盡力維持和樂安康！活動有社

會公益 CS 如老人養護中心的園遊會、一日捐血活動、YMCA 愛

心園遊會、冬令救濟、老人送餐、學校贈書、聯青之子、好禮運

動、彰化淨灘、100 周年獨居貧苦老人關懷等活動。聯青家庭活動

友總會長杯及各區總監杯高爾夫球賽、登山健行活動、保齡球比賽、

倩聯旅遊、自行車青春自由行、子聯獎學金、跨年旅遊、

DBC 三社聯合例會旅遊活動等。真是精彩萬分

本社在本屆要舉辦 30 周年慶祝活動，受到 COVID-19 影響，從

去年的 8 月延至今年的 3 月再延至今年的 6/11，本來一直要讓 IBC

的各位聯青朋友能夠來到台灣與我們共同慶祝長榮社 30 歲生日，

可惜這個願望已經無法達成。不過我們還是衷心的盼望我們的 IBC

江東社的朋友們能夠在今年的聯青社百周年慶祝活動時，來到台

灣與我們共享兄弟的情誼、舉取滿杯的啤酒，大家一起乾杯，一

飲而盡，不枉 International Beer’s Club   之名。

最後敬祝江東社社運昌隆，社友家人身體健康、平安如意！感

謝！

台中市長栄国際連盟青社社長から江東社信
日本国东京市江东社の IBC 社友友会と連合青の家族、こんにちは !5/4 私の

レストランで開かれた 2 社合同定例会は大成功で、ZOOM アカウントを提供し
て、会議をよりスムーズに進めてくださったことに感謝します。 この COVID-19
の流行の影響を受けていない 2 つの社会の友人を見て、本当に私たちを祝福し、
おそらく私たちの公共の福祉は、より多くのことを行い、神の祝福を受け、人
生の苦難を回避し、昨年社長に就任して以来、真剣に参加し、本当にユナイテッ

今月の強調テーマ
＜EF/JEF ＞

4月会員数 4月出席者 4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） 3月まで 1202774 3月まで 24600 会長 島田徹
メネット	 3 4月分 10000 4月例会分	 10000 副会長 大原真之介 /駿河幸子

内広義会員2名 コメット	 0 4月その他 0 会計 高橋由起江

休会 0名 ゲスト	 0 残高 1212774 累計 34600 書記 相川達男
ビジター	 1 直前会長 宇田川敬司

連絡主事 草分俊一

5MAY

ドグリーンの精神を体験します - その利益を享受し、その権利を享受し、私た
ちは、より多くの義務を果たし、社会に貢献し、また、すべての若者の家族の
ために、彼らの利益を享受し、彼らの権利を享受し、私たちの義務を果たさな
ければなりません ! 活動には、高齢者保護センター、1 日献血活動、YMCA 愛
公園ツアー、冬の救済、高齢者の食事、学校給食、青の息子、良い贈り物運動、
彰化ネットビーチ、100 周年の一人暮らしの貧しい高齢者ケアなどの社会的利
益 CS 活動があります。 ユナイテッド・ユース・ファミリー・イベント・フレンドズ・カッ
プ、各地区ディレクターズ・カップ・ゴルフ・トーナメント、登山・ハイキング活動、
ボウリング・トーナメント、サイクリング・ユース・フリーライド、サブ・ユニオン・
フェローシップ、クロスイヤー・ツアー、DBC・トライアド・ユニオン・レギュラー・
ツアー・イベントなど COVID-19 の影響で、昨年 8 月から今年 3 月までの 6/11
まで、IBC の若い友人が台湾に来て、エバーグリーン社の 30 歳の誕生日を祝
うために台湾に来られることを願っていたが、残念ながら、この願いは叶わない。 
しかし、我々は、IBC 江東省の友人が、今年のユナイテッド・ユース・ソサエティ
の 100 周年のお祝いで、台湾に来て、兄弟の友情を共有し、ビールをいっぱい
にし、みんなで乾杯し、International Beer's Club の名の下に飲むことを心か
ら願っています。     最後に、江東社社運昌隆、社友家族の健康、平和を祈り
ます ! ありがとう !  第 30 回社長 スー・ユミ 敬上

5 月 本例会プログラム
台中エバーナイスクラブオンライン合同例会

とき　　　　　2022 年 5 月 4 日（祝）　19：00（日本時間）～
ところ 　　　 亀戸アンフェリシオン　 ZOOM 併用ハイブリッド
司会　　　　　山崎常久君（江東）

プログラム
開会点鐘　　　台中エバーナイス会長 　 蘇椿美さん
江東クラブ会長　　　　　島田徹君
台中クラブメンバー紹介
江東クラブメンバー紹介
台中クラブ　　母の日プレゼント
乾杯
アピールタイム
ワイズ 100 周年記念セレモニー（台湾）　2022 年 11 月 15 日～
17 日開催
閉会点鐘　　　両クラブ会長
ハッピーバースデイ　該当なし　結婚記念日　該当なし

今月の聖句

『何事も、不平や理屈を言わずに行いなさい。』
� フィリピの信徒への手紙　２章 14節
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台中長栄クラブとZOOM懇親会
山﨑　常久

ゴールデンウィークの最中、5 月 4 日に IBC 国際兄弟クラ
ブの台中長栄クラブと ZOOM で懇親会を行いました。台中
はレストランにメンバーとご家族が大集合で 20 名以上が集
まってくれました。江東クラブは寺尾さんのセッティングで
亀戸のアンフェリシオに 8 名が集まり、ZOOM でも 2 名が
参加しました。日本語の堪能な台中の蔡さんの娘さん、美智
さんの通訳と司会で会は和やかにスタート。台中の蘇会長、
江東の島田会長の挨拶が済んだら両クラブのメンバー紹介、
数人ずつが美智さんの通訳で自己紹介と挨拶を。おっと、乾
杯を忘れていました。途中に何回か乾杯を挟み、台湾区の理
事からも挨拶と乾杯をいただき楽しく会は進みました。母の
日に母にウナギを送るというイベントが台中長栄クラブにあ
るとのことで贈呈式に移ろうとしたらよもやの通信不良。残
念でしたが尻切れトンボで会はお開きとなりました。今回も
寺尾さんに ZOOM セッティングからお弁当手配、会場の準
備まで八面六臂の活躍をいただきました。ありがとうござい
ました。懐かしい面々とのスクリーンを通しての交流でした
がとても楽しいひと時でした。早くコロナが落ち着いて、皆
で会える日が来るといいですね。

追記、楽しすぎて写真を撮るのを忘れてしまいました。ス
ミマセン。何年か前の交流の写真を添えます。

関東東部評議会・参加報告
酒向裕司

4/16 に関東東部評議会に参加しました。江東クラブから
は島田会長が対面で参加、他の相川書記、小松担当主事、駿
河副会長、酒向会計補助は zoom で参加しました。

いつもの通り、部長、各主査、各クラブ会長の報告の後、
議案の審議に。関東東部の次期役員の議案になりましたが、
江東クラブに打診があった地域奉仕・Y サ事業主査が空白。
なかなか役員が決められないのは他のクラブも同様のようで
役員の選出方法を見直す委員会も発足することになりまし
た。（参加者：相川、小松（康）、酒向、島田、駿河）

コーヒーセミナー＆試飲会を終えて

マイヤーズ・コーヒー
米谷 崇義

子供二人が江東 YMCA 幼稚園を卒園し、私自身もコミュ
ニティー委員として活動させていただいているご縁から、4
月 21 日（木）江東センターで「コーヒーセミナー＆試飲会」
をやらせていただきました。

私は普段はコーヒーとは全く縁のない業界・企業で仕事を
していますが、コーヒーは以前から大好きで 1 日に４，５杯
程度は飲んでいます。約 2 年前、趣味のキャンプをやってい

台中長栄クラブとの思い出アルバム
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る時に何かいつもと違うことを試してみ
ようと思い立ち、素人知識のまま焚火で
焙煎をしたのが最初のきっかけでした。
その時のコーヒーがアウトドアという環
境効果も手伝ってとても美味しかったの
で、それ以降、自宅でコーヒー焙煎をす
るようになり、さらに探求心が高まり関
連資格も昨年取得しました。最終的には
カップ１杯に注がれるシンプルな飲みも
のですが、知れば知るほど奥深い世界で、私は完全にコーヒー
沼に足を突っ込んでいます。

そんな私がこれまでに得たコーヒーの知識や経験が、少し
でも皆様のお役に立てるなら私にとってもよい経験になると
考え、今回の機会を楽しみに当日を迎えました。

プログラムは二部構成（セミナーと試飲セッション）で行
いました。夕方から雨が降り出す微妙な天候にも関わらず、
多くの方にご参加いただき楽しい時間を過ごすことが出来ま
した。

　前半のセミナーでは、「１杯をより豊かに楽しむために」
を目的に掲げ、コーヒーの歴史やトレンド、コーヒー栽培か
らカップに注がれるまでの一通りの工程を解説しながら、豆
の選び方、美味しい淹れ方のポイントを説明しました。少し
欲張った内容になりましたが、最後まで興味を持って聞いて
いただけたのが印象的でした。

　後半は、コーヒー試飲セッション。コーヒーは豆の品種
や生産地域、収穫後の様々な工程の違いなどにより、個性や
風味の違いがはっきりと表れます。今回 3 種類の豆を用意し
飲み比べていただきましたが、「本当に豆によって全然味が
違うね」、「私はこっちのコーヒーが好きかな」、「今までコー
ヒーの酸味に苦手意識があったけど、これはフルーティーで
美味しいな」など、様々な声が聞かれました。

今回やってみて一番嬉しかった事は、私よりも一回りも、
二回りも年長にあたる人生の大先輩方が、少年のような笑顔
で楽しく参加されている様子、目を輝かせながら質問をして
いただく場面が多々あったことです。

私は今年で 50 歳になる節目にあり、少しずつセカンドラ
イフを意識する年齢になってきました。人生の後半に体力が
多少衰えても長く続けられて、かつ自分が本当に好きな分野
に没頭して過ごせたらいいなと（割と真剣に）妄想していま
す。年齢を重ねても好奇心旺盛で元気な皆さんの姿から、そ
んな自分の将来に希望と勇気をいただけたことが何よりの収
穫でした。本当にありがとうございました。

最後になりましたが、「マイヤーズ・コーヒー」という名
称は、私の苗字（米谷）を音読みした時の「まいや」という

語感から名付けた将来の屋号です（笑）。どこかでこの屋号
を目にした際には、「あいつ、ついに始めたな」と思って温
かく見守っていただけたら幸いです。

ゲリラDBC
山﨑　常久

「父さん、こんど十勝行ってくる」家族の食卓で次男坊が
何気なしに。「ふ～ん、何しに？３月の十勝は雪しかないぞ」

「知ってる。けど何となくあいつらと行こうかなと」あいつ
らとは中学時代からの友人で、毎年、GW には伊豆に連れて
行ったので良く知った面々。大学に入ってからはつるんでア
イスランドやらヨーロッパやらを旅行して飛行機に乗り遅れ
たりしている仲間たち。「いいけどお前、子供のころに十勝
の人たちにお世話になってるんだから、行く前に連絡くら
いしとけよ。」「ん、しとく。」実は次男坊、小学校低学年の
頃に十勝にお邪魔して十勝クラブの皆さんに大変、お世話に
なっているのです。そんなこんなで行こうと思ったのかなな
どと推察はすれども聞くことはしません。

そんな具合で急遽決まった次男坊御一行様十勝ツアー。と
りあえず渡辺喜代美さんに電話して相談して、子供じゃない
んだから放っておいて自分で電話させることにしました。突
然の電話に驚かれたであろう山田さんと池田さんですが、流
石、懐深い十勝の方々、気持ちよくお迎えいただいた上に晩
御飯まですっかり御馳走になったようです。山田さん、池田
さん、ありがとうございました。突然の連絡にさぞや驚かれ
た事と思います。本人たちも、大変、喜んでおりました。写
真は山田さんに御馳走になったデザート１ポンドステーキと
池田さん宅での夕食風景です。親として感謝の言葉もありま
せん。
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編集後記：ウクライナ、泥沼化。たぶんウクライナが徐々に巻き返すだろう。いずれにしろ血が流れる。T.Y
事務所のＰＣに「あなたのＰＣをハッキングしました。あなたのＰＣカメラからあなたを観ています」とのメールが、私のＰＣカメラ付いてない
んだけど…。T.A

今後の予定（2022 年 5～ 6月）

5月 12日（木）	 第 1例会	 	江東センター	 19：00 ～
5月 26 日（木）	 役員会	 江東センター	 19：00 ～
6月 2日（木）	 第 1例会	 江東センター	 19：00 ～
6月 4日（土）～ 5日（日）
	 東日本区大会	 オンライン開催
6月 4日（土）	 	プール設置（ヤキトリ）	江東幼稚園園庭　　　

8：30集合　2年ぶりにヤキトリを焼き
ます！！

6月 16日（木）	 本例会	 江東センター	 19：00 ～
6月 23 日（木）	 役員会	 江東センター	 19：00 ～
6月 25 日（土）	 納会	 場所未定	 17：00 ～

YMCA ニュース
江東コミュニティーセンター＆幼稚園

江東ＹＭＣＡの報告
▼江東ＹＭＣＡ幼稚園の日常
・お弁当：４月１５日～年中組さん・年長組さんのお弁当がスタートし、
保育時間も午後までとなりました。
・避難訓練：今年度初めての避難訓練。年長・年中さんは、先生
の話を聞き、素早く行動できていました。年少組さんは、初めての
体験、怖さ＆ビックリから泣いてしまう子もいました、積み重ねていき
たいと思います。
・虹の会の総会：今年度も書面決議で実施されました。各クラスか
ら役員が選出役員が承認されました。虹の会、新体制がスタートしま
した。
	・誕生会：４月生まれのお誕生を祝いました。保護者の方にもご参
加いただき、一人ひとりの誕生を喜ぶ時を持ちました。
・内科検診：子どもたちの健康状態をチェックしていただきました。
お医者さん対面して、緊張している様子もありましたが、無事に終え
ることができました。

▼江東コミュニティー活動
・各クラス順調にスタートしました。コロナ感染拡大防止に努めなが
ら、クラス運をしています。今年度新設のバレエクラスも楽しいレッ
スンが始まりました。

・東京 YMCA社会体育保育専門学校から８名の学生の実習（ダンボ・
サッカークラスにて）がスタートしました。「明日の指導者は今日つく
られる」とYMCAの以前の標語ではないですが、実際に現場での
経験を積み重ね良き指導者に育ってくれることを願います。
・春恒例の八ケ町運動会は早々に中止の判断が下され、江東親睦
会は、協議いたししたが飲食を主にした会になるため、今回も残念
ながら中止といたしました。

江東センター＆幼稚園の予定
▼八ヶ町運動会：　	5月8日（日）　中止
▼親子遠足（年長）：5月12日（木）
▼江東親睦会：　　	5月14日（土）　中止
▼江東コミュニティー活動委員会：5月19日（木）
▼親子遠足（年少）：5月19日（木）

▼親子遠足（年中）：5月24日（火）
▼プール設置：　			6月　4日（土）
★ 2才児クラス（つくしぐみ）スタート6月7日（月）　　

オール東京の予定　　
▼第 19回会員大会	 5月21日( 土）	山手センター＆オンラ
イン
▼在京ワイズ担当主事会	 5月21日( 土 )　山手センター＆オン
ライン
▼【ウクライナ緊急支援　チャリティーコンサート】
　日　時：2022 年 6月24日（金）18：30　開演
　　　会　場：日本キリスト教団　霊南坂教会
　　　出演者：　飯靖子（オルガン・ピアノ）
方波見愛（ピアニスト・リトミック指導者）
西山利佳（お話し）
チケット:	￥3,000
　　		お申し込みはこちらから⇒https://bit.ly/35Kbjpm　

東京江東ワイズ　　2022年 4月　役員会議事録

2022 年４月 28 日（木）YMCA 江東センター
ZOOM ハイブリッド 19：00 ～
 
１．5/4 台中クラブＺＯＯＭ合同例会に関して
　江東ワイズ参加可能なメンバーはアンフェリシオン 19：00 ～開催
　　参加予定者
　　 島田、柳澤、藤井、小松、菊地、寺尾、鈴木、駿河、酒向、高橋、

大原
２．5 月・6 月予定に関して
　　5 月は 4 日の台湾合同 ZOOM 例会を本例会とする。
　　5/12　第 1 例会　　　5/26　役員会
　　6/4　プール設置　ヤキトリ提供
 6 月例会　決算・予算審議　　納会（6/25 予定）
３．東日本区大会に関して　　　 ZOOM 開催　　6/4 ～ 6/5　　
参加者：大原、酒向、山崎、駿河、小松（康）　 ZOOM：藤井、鈴木

東京江東ワイズ　　2022年４月　第 1例会議事録

202 ２年５月１２日（木） ＹＭＣＡ江東センター　
ZOOM ハイブリッド　19：00 ～

１．プール設置（焼き鳥）　　　2 年ぶりに提供再会。
 6 月 4 日（土）　8：30　ワイズ集合
 焼き鳥 300 本・飲物・炭を準備　　　焼き鳥・飲物→相川手配
２．東日本区大会
　　参加予定人数　約 10 名　　山田公平さんまで相川メール
３．本例会　　第 1 例会で決算案・予算案を準備
４．納会　　　6 月 25 日（土）17：00 ～で予定　　会場は後日相談
５．その他
　　アスパラ　　申し込み状況を報告　5/12 現在約 120kg 分受注
参加者：酒向、駿河、本間、山崎、小松（康）、相川　ZOOM：島田
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