
1年を振り返って
会長　島田徹

宇田川会長からバトンを受け新型コロナ禍に
会長を引き受けたのが 1年前、あっという間の
1年が過ぎようとしています。計画性のない私が
1年間会長として勤められたのは、各役員やメンバーのおかげであり、
お世話になりっぱなしで心より感謝申し上げます。
まず今期の目標とした「モミの木プロジェクト」ですが、園庭のコ
ンクリカバーがあるため、予算を超えてしまう可能性により、手つか
ずの状態が続き、やっと出入りの業者の提案がとても具体的でまさ
しく「灯台下暗し」といえる案件でした。是非とも次期には園庭に
立派なモミの木が植樹され地域と園児を見守ってくれればと思いま
す。
新型コロナ禍にて、例年のイベントが中止になったためバザーや
区民祭りのワイズメンの活動ができなかつたのも残念でなりません
が、マルシェは代替事業として」有益だと思いました。魅力的なイ
ベントを幼稚園やYMCAと共同で提案することで、地域やご父兄
の皆さんにアピールできます。ワイズメンの真摯に取り組む姿を見せ
ることで誰なのこの人たちは？という興味から仲間を増やせたらと思
いました。
またワイズ 100 周年を記念して、ナイトフォーラムやイベントを通
じて、メンバーの増強を図りましたが残念ながらまだ一人も加入の
実績はありません。
何人かの候補者に対しては、コロナ禍により中々本音の話ができ
ないからかもしれませんが、次期には結果がでると期待しています。
クラブライフの楽しさや、年代を超えた仲間意識以上にワイズメ
ンズクラブというステイタスがあれば、お誘いすよりも入りたい方が
行列を作るなんて想像しても楽しいですし、そのメンバーであること
を誇りにできるような未来に向けて結びにしたいと思います。ありが
とうございました。

今月の強調テーマ
＜評価＞

5月会員数 5月出席者 5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	 12 名 63％（12/19） 4月まで 1212774 4月まで 34600 会長 島田徹
メネット	 3 5月分 2000 5月例会分	 0 副会長 大原真之介 /駿河幸子

内広義会員2名 コメット	 0 5月その他 2000 会計 高橋由起江

休会 0名 ゲスト	 0 残高 1214779 累計 36600 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

6JUN

6月本例会
とき　　2021年 6月 16日（木）　19：00～

開会点鐘� 会長　島田徹君
ワイズソング・ワイズの信条� 大原真之介君

プログラム
会長挨拶� 会長　島田徹君
本年度決算、来期予算、来期活動予定など審議
議事進行� 会長　島田徹君
各種報告
ハッピーバースデイ・結婚記念日
閉会点鐘� 島田徹君
ハッピーバースデイ
　９日　駿河幸子さん　29日　相川達男君
結婚記念日　なし

今月の聖句

『ここであなたがたに言っておきたい。
神の霊によって語る人は、だれも「イエスは神から見捨てら

れよ」とは言わないし、
また、聖霊によらなければ、だれも「イエスは主である」と

は言えないのです。』
� コリントの信徒への手紙　一　12章 3節
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東日本区大会
山﨑　常久

第 25 回東日本区大会が６月４日５日に Zoom で開催され
ました。数年前から宇都宮のホテルでの開催を計画し準備さ
れてきましたが、コロナ禍の折り、やむなく Zoom での開催
となりました。群馬 YMCA のリーダー達のメッセージで始
まった大会はウクライナよりのメッセージへとうつり、彼の
地のおかれている厳しい現実に思いをはせるスタートとなり
ました。約２００名の参加者で行われた大会ですが、コロナ
禍という厳しい状況下、継続することの大切さを感じさせて
くれる大会でした。準備されてきた皆さん、お疲れさまでし
た。

代議員会報告
会長　島田　徹

6 月 4 日 9 時半から評議員会がリモートにより行われまし
た。新型コロナ禍がいつまでも終息しないのでやむを得ない
ですが、慣れるとあまり気にならなくなります。

　第 1 号議案から、説明、質問、議決とすべて滞りなく進
みました。毎年評議員が一部変わるため特に予算決算に関し
ては口を出す？内容かどうかわかりませんので、よっぽど変
な資金移動や予算組等なければ討論にはならないと思いまし
た。

次にウクライナ難民の受け入れを欧州の YMCA が主導で
行っていること、またその難しさやご苦労を３者対談の形で
第２部として流されましたが、ある評議員からこんなことを
延々流されてもどんな意味があるのかと強烈なだめだしがあ
り、評議員会にてプログラムすることは皆さん戸惑いがある
が、戦争という悲惨な状況を考えるとやむを得ない。早く戦
争を終わらせないと改めて思った次第です。

プール設置を焼き鳥で応援
山﨑　常久

梅雨入り前の６月４日、江東 YMCA 幼稚園の園庭にプー
ルが設置されました。業者に依頼するのではなく園児のお父
さん達を動員し、我が子の通う幼稚園で汗をかいてもらうこ
とで家族のきずなを深めてもらおうという YMCA らしい大
事なイベントであります。

さて、ワイズ。何をするかというと動員されたお父様方に
焼き鳥と飲み物を差し入れして労をねぎらいます。今回も駿
河園長先生の要請に応え 300 本の焼き鳥をワイワイガヤガ
ヤを焼きました。味付けは塩。焼き場担当の４人がそれぞれ
のこだわりの塩振りで焼き色も美しく焼き上げました。例年
でしたら作業を終えたお父様方に、お疲れさまでしたと園庭
で振る舞うのですが、コロナ禍の折り、各家庭に１パックと
飲み物を１本ずつ持ち帰っていただきました。園児たちもそ
れぞれのご家庭で楽しんでいただけたことでしょう。

東京江東ワイズ　　2022年 5月　役員会議事録

2022 年５月 12日（木）
ＹＭＣＡ江東センター・ＺＯＯＭ　19：00～

１．決算・予算準備
	 	6 月第 1例会にておおよその概況確認。本例会にて決算・予算案

を会計より提示いただき検討。7月第 1例会にて修正案確認。7
月本例会にて承認を頂く予定。

２．納会　	6 月 25 日（土）18：00 ～の予定
	 	会場候補　　インド料理　ナンディニ　　三好３丁目（三つ目通

り、木場公園向い）
	 会友・入会をお誘いしている皆さんも誘う　
３．東日本区大会　　現在９名参加予定　　
４．	プール設置（焼き鳥）　　６月４日（土）8：30　園庭集合火おこ
し開始

	 	当日参加予定　小松（重）・菊地・酒向・本間・大原　　佐藤さん
にも応援依頼

　　要準備	 	焼き鳥 300 本（相川）・フードトレー（相川）ビール　
350 缶 24 × 2（相川）・炭（小松（康））

５．関東東部　地域奉仕事業主査の件
　　山崎メンにお引き受けいただく事に決定
６．その他
　　もみの木植え替えプロジェクト　　駿河園長より報告
　　	菅原メンご紹介の造園業者で伐採、根部分の除去までお願いする
予定。この作業の費用（５万円／日）程度と内示。新たにもみの
木を植える事も可能。その場合の見積りも合わせて提示いただき
ワイズで対応可能か検討する。

	 出席者	 島田、大原、山崎、駿河、小松（康）、相川
　　	ＺＯＯＭ　藤井、香取、本間

東京江東ワイズ　　2022年６月　第 1例会議事録

2022 年６月２日（木）
ＹＭＣＡ江東センター・ＺＯＯＭ�　19：00～

１．決算・予算準備
　　	酒向さんより現時点での記載可能な数値を入れた決算・予算の概
略が示された。

　　	出席者で確認し、今後最終数値を入れて 6月本例会、7月第 1例
会にて最終案を確定する。

２．納会　	
	 6 月 25 日　18：00 ～　　三好　インド料理　ナンディニ　　
	 会費　メンバー　5000 円　　ゲスト　3000 円
	 ＥＣＭの観点よりゲストをお招きする。
３．東日本区大会	 代議員会→島田会長参加	他 7～ 8名参加予定
４．プール設置（焼き鳥）
　　8：30集合　焼き鳥 300 本 / ビール 2ケース /炭 /容器手配済み
　　メンバー　6名　前野さん参加予定
５．関東東部　地域奉仕事業主査の件
　　山崎さんにお引き受けいただく
６．もみの木支援に関して
　　	駿河園長が菅原メンの協力を得て、もみの木の撤去、植え替えが
出来る業者に作業依頼が出来ることとなった旨報告有。費用面で
ワイズは支援を行う。見積り詳細が出た時点で支援規模を再度確
認する。ある程度の大きさのある木を要望。

	 参加者	 	島田・山崎・酒向・大原・駿河・小松Ｙ・藤井・鈴木・
相川　

2



江東ワイズメンズクラブの皆さま
この度は素敵なお花をいただきありがとうございました。
おかげさまで立派に祭壇を飾ることが出来ました。幸絵も喜んでいると思います。
また会をお手伝いしていただいたメン・メネット皆さま本当に感謝いたします。
先ほどカードを数えたところ 270 枚ありました。300 名近い来場があったようです。
無事とても良い感じで終えられたのは、寺尾さんプロデュースと皆さまの的確で機敏なお手伝いのおかげです。
今回あらためてワイズメンの仲間と YMCA の有難さに気付かされました。
もう少し時間が掛かると思いますが、またワイズの活動に参加させていただきます。
この度は本当にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

市﨑俊一

幸絵さんの思い出	 柳澤　広繁

私と幸絵さんと親しく話をしたのは多分横浜の国際大会か
らだと思います。

実は私、国際大会には申し訳ございませんが興味が無く幸
絵さんが隣にいて色々な話をするのが大変楽しい時間だった
と思い出されます。

ところがダンスタイムの時、幸絵さんは外国の方から何度
も誘われて、私は寂しい思いをしました。

それからはワイエムのバザーや会員親睦会であうたび、外
国人にもてる人とからかつていました。ゆきえさんは、只、
笑うのみでした。

幸絵さんは私の健康の事を何時も心配してくれました。
よく考えると私と幸絵のお父さんと同年代だからお父さん

の健康と同じように考えているのだときづきました。

それと会うたびごと『ハグ 』してくれました、それが
YMCA の中だけで無く近くのスーパーで会う時もです。

家に帰って妻に市崎さんの奥さんにハグしてもらったと話
すと、よかつたね、又自分のお父さんと間違えたのでしょう
間違いでま何でも良い、今は私の良い思い出です。

追伸　幸絵様を偲ぶ会、素晴らしい会でした。
私も、もう会えないと非常に寂しいと思って居ましたが、

昨日出席をさせて頂き 300 名の多くの方々の出席を見て幸
絵様の交際の多さに驚きました。

市﨑さんも立直りに時間が掛かると思いますが多くの方が
応援して居ます。
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●ウクライナ、さらに泥沼化。本格的な地上戦に。いくつもの町が瓦礫となる。アフリカの飢餓が現実味を帯びてきた。　T.Y
●今年もワイズの年度末が到来。ワイズらしい活動が思うように出来なくなって 2年余り、途中ブリテンの記事にも事欠くほど活動範囲が狭くなっ
た。少し明るい兆しが見えてきたような気がするコロナ禍、来期は記事の取捨選択に困るほど活動出来たらいいなぁ。　T.A

今後の予定（2022 年 6 ～ 7 月）

6月 23日（木）19：00～　役員会� �江東センター
6月25日（土）18：00～　納会� 「ナンディニ」
7月7日（木）19：00～�　第1例会� 江東センター
7月21日（木）19：00～　キックオフ例会・総会
� 江東センター
7月28日（木）19：00～　役員会� �江東センター

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
●親子遠足：年長クラスは猿江恩賜公園、年中クラス・年少ク
ラスは木場公園に行きました。まだ、コロナ禍ではありましたが、
少しずつ規制も緩和され、公園でも家族ごとにディスタンスを
取りながら、お弁当もいただくことができました。（昨年は昼食
は食べずに現地解散しました）親子で楽しく有意義な時間を過
ごすことができました。
●避難訓練：5 月 26 日、今年度 2 回目となる避難訓練を実施
しました。今回はまず、教室で集まり、そして園庭に避難する
訓練となりました、終始先生の声に耳を傾け、迅速に移動し集
合することができました。
●花の日礼拝：６月 1 日　キリスト教の行事の１つである「花の
日礼拝」が行われました。神様から命を授かったことに対する
感謝の気持ちを表現する行事です。礼拝の翌日・翌 日々と近隣
でお世話になっている方々、千田交番、など子どもたちが出向
いて、お花を届けることができました。

江東コミュニティー活動
●江東コミュニティー活動員会を５月１９日（木）、対面にて実施
いたしました。ポストコロナを見据えて、出来る限り交流の持て
る活動をしたいという思いは委員方々、大多数のご意見でした。
新しい活動のアイデアもいただきながら、今年度は交流の場が
復活できることを祈りつつ進めていくこととなりました。

江東コミュニティー＆幼稚園
●６月 4 日（土）好天に恵まれプールを無事に設置することが
できました。虹の会役員のみなさま・保護者のみなさま、お手
伝いをありがとうございました。
　設置後、気温など低めで入ることができませんでしたが、よ
うやく入ることができました。
　また、江東ワイズメンズクラブの皆様には、「焼き鳥屋さん」
を３年振りに開店していただき、お土産としてみなさん喜んでお
持ち帰りしました。誠にありがとうございました。

●２歳児プログラム　スタート
　「つくしぐみ」２歳児（週３回）、「こあらぐみ」２歳児親子（月
3 ～ 4 回）がスタートしました。子育て支援の一助としてはもち
ろん、江東 YMCA 多くの方に知ってもらう機会としていきたい
と思います。

江東センター＆幼稚園の予定
●にじいろマルシェ：7 月 1 日（日）
●修了式：7 月 21 日（木）
●ピアノ発表会：7 月 24 日（日）

オール東京の予定　
● 2022 年度　第２５回会員芸術祭　
今回は「オンライン芸術祭」。作品の写真を会員部までお送り
いただき、ホームページに掲載をいたします。どこからでもご参
加いただけるので、お子様の作品、遠方の方など、幅広く作
品を募集しています。絵画、書画、写真、CG アート、陶芸、
手芸、彫刻など、どんな作品でも結構です。ご参加を心よりお
待ちしています。

【日　程】　８月上旬～９月中旬まで、ホームページ掲載予定
【出展料】　１点につき１，０００円（１人２点まで）
【お申込】　kaiin@tokyoymca.org まで、作品の写真をお送りく
ださい。
●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⇒

つくしぐみの部屋
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