
会長就任にあたって
新会長　大原真之介です！！YMCAでのキャ

ンプネーム　通称：しんちゃんです。
ご存知の方は知っての通り、何かの組織や団

体で長！！を任せていただくようなキャラクター
の私ではございませんが、7 月より史上最も頼り
ない会長としてどうかお供をさせて下さい！！

みなさんの元気を集めさせて下さい。
凶暴な世界情勢やネット上に溢れかえる誹謗中傷・ダークマター

の数々、そしてコロナ禍の閉塞感には、もううんざり！そんな気持ち
にサヨナラをし、よく気をつけながらも、会いたい人に会いにいく！
やりたい事を実行する！議論を深め有意義で前向きな活動を行なっ
ていけることを共通認識にさせていただけたら幸いです。

また地域奉仕、青少年育成、国際交流、スポーツ　音楽　キャ
ンプやＤＩＹ・・・など知恵を合わせればアイデアはたくさんあります。
新たなコミュニティ活動を具体的に発案・実行 ( 既存のものはアップ
デートし ) することで、ワイズに所属して良かった！と心から思える
仲間を新規にお迎えしたく思います。（EMC)

そして今回、7 月のキックオフまでの準備段階にて、副会長の小
松ワイズからアイデアをいただき、活動的な A 委員会・運営的な B
委員会を新たにグルーピングし、それぞれのメンバーがスキルを活
かし役割を明確にする運営改善と、とにかく”例会参加が第１”の
意識をより高めるべく、お互いがお互いを誘い合うバディシステムを
採用（復活）させていただきます。決して強制的なものではなく、
主体的な取り組みとなることを願っています。

島田直前会長から引き継いでの重責、ワクワクすること以上に、
不安も沢山ありますが、先ずは両手で届く身の回り半径 1m 以内の
人や物事にしっかり寄り添い行動し、できることから率先して取り
組めたらと思います。

この地域において小さく強固な LOVE & PEACE をたくさん生み
出していきましょう。どうか 1 年間宜しくお願い致します。

今月の強調テーマ
＜キックオフ＞

6月会員数 6月出席者 6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） 5月まで 1214779 5月まで 36600 会長 大原真之介
メネット	 3 6月分 0 6月例会分	 0 副会長 小松重雄

内広義会員2名 コメット	 0 6月その他 0 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 島田徹

連絡主事 小松康広

7JUL

7月総会　（担当：役員会）

日時� 7 月 21日（木）　19時〜 20時 30分�
ところ� 江東ＹＭＣＡ３０３号室・ＺＯＯＭ
受付会計� 高橋　由起江さん

プログラム
司会� 相川　達男君
開会点鐘� 会長　島田　徹君
ワイズソング・ワイズの信条� 山﨑常久君
会長挨拶� 会長　島田　徹君
総会議事（1）　議長選出� 司会　本間　剛君
・前年度事業報告・発表・承認� 会長　島田　徹君
・前年度決算報告・審議・承認� 会計　酒向　裕司君
役員就任式� � 司式　藤井　寛敏君
総会議事（2）　議長選出� 司会　相川　達男君
・新会長方針・事業計画発表　承認� 新会長　大原　真之介君
・新年度予算発表・審議・承認� 新会計　高橋　由起江さん
・新年度ＡＢＣ委員長・事業計画発表・承認
� 新Ａ委員長　島田　徹君
� 新Ｂ委員長　本間　剛君
総会終了� � � �
スマイル・結婚記念日・各種報告
閉会点鐘� 新会長　大原　真之介君
今月のハッピーバースデー� � � �
� 寺尾紀昭君（１９日）　島田徹君（25日）� �
結婚記念日� 該当なし� � �

今月の聖句

『イエスは、「わたしについて来なさい。人間をとる漁師に
しよう」と言われた。』
� マタイによる福音書�4 章 19節

「フェローシップとインパクトで次の 100 年へ」 国際会長�K.C.�サムエル（インド）�

「新しい時代とともに、エレガントに変化を」 アジア太平洋地域会長�シェン・チ・ミン（台湾）�
「未来に向けて今すぐ行動しよう」  東日本区理事�佐藤重良（甲府�21）�

「新規技術（テクノロジー）を縦横に 駆使し、効率を重んじる。すべては、プレミ
アムな価値と体験を産むために」「成せば、成る」 “No challenge, No fruit”
 関東東部部長�工藤大丈（東京ベイサイド）

2022〜 2023年度
東京江東ワイズメンズクラブブリテン

You"ll never walk alone
〜仲間とともに

東京江東クラブ会長 大原真之介
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役員抱負
パイプ役となり会長を支えて

副会長　小松重雄
　しばらく減少していたコロナ感染者数がここにきて
少しずつ増加に転じ、我々のボランティア活動にも大
きな影響がまた生まれようとしています。そんな折、
江東クラブも若い大原会長が就任しやや停滞気味のク
ラブ活動を盛り上げようと先頭に立って頑張ろうとし

ています。何年かぶりの副会長ですが、ベテラン会員と若手会員のパ
イプ役となり会長を支えて一年間頑張りたいと思います。

新しい風が吹くことを期待
書記　相川達男
皆さま、毎度ご指名を賜り有難うございます。5期連
続の書記を拝命いたしました相川でございます。流石
に今期の続投は無いだろうと高を括っておりました。
実際当初は当職を離れ、晴れて副会長に就任の予定
でした。ところが、事も有ろうか選任されていたＹ

氏が関東東部の重役を担う事となり、急遽小生が舞い戻って参りまし
た。コロナの対策も何となく進む中、やる気スイッチ全開の大原新会
長のもと微力ながらクラブの運営に携わって参りたいと思います。ア
フターコロナ、新入会員の迎え入れ、新しいプログラムの発掘、様々
な新しい風が吹くことを期待しつつ業務を遂行させていただく所存で
す。よろしくお願いいたします。

関東東部地域奉仕事業主査を拝命して
地域奉仕事業主査　山﨑常久
この度、佐藤重良東日本区理事年度始動に伴い工藤大
丈関東東部部長の下、地域奉仕事業主査の大命を拝受
いたしました。国の内外を問わず多事多難の折、職務
の責任の重さに圧し潰されそうな何といえない息苦し
さすら覚えますが、微力ながら重責を全うすべく誠心

誠意、粉骨砕身、努力いたす所存でございます。地域奉仕事業主査と
いう責務に力不足である事は、重々、承知しておりますが、精いっぱ
い努力してまいりますので、今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。

振込はお早めに
会計　高橋由起江
今年度も会計を担当させていただくことになりまし
た。昨年は初めてで、サポート役としていてくださっ
た酒向さんには最後まで助けていただきました。連続
で担当するとは思ってませんでしたが、頑張ります。
みなさんに色々教えていただきながら、楽しくワイズ

の活動が出来たらと思っています。1年間よろしくお願いいたします。
会費の振込は早めにお願いしますね！

東京江東ワイズ　　2022年 6月　役員会議事録

2022 年６月 23日（木）１９：00〜
ＹＭＣＡ江東センター　ＺＯＯＭハイブリッド

１．決算・予算確認
　　�酒向会計補佐より最新の決算・予算案が提示された。参加者で閲
覧し細部調整を図る。今後の会計処理を円滑にするため今回より
会計のフリーソフトを使用。

２．もみのきプロジェクトの件
　　駿河園長より進捗状況の報告。伐採、抜根は終了。
� �伐採した木材を幼稚園で使用する遊具に加工する予定、ワイズが

参画し形にする。6月 30 日（木）12：30 から園児と共に植樹を
行う。

３．役員交代・引継ぎに関して
　　�山崎メンが関東東部ＣＳ事業主査の役職を受ける事になりクラブ
書記との 2役が困難なため相川メンが書記続投とし、副会長は離
脱。　　来期は、ＡＢ（Ｃ）委員会を設置する事となり委員長の選出、
委員会分けを大原次期会長、小松次期副会長が行う。

【参加者】島田、小松（重）、小松（康）、駿河、相川　ZOOM　藤井、酒向、宇田川

東京江東ワイズ　　2022年 6月　本例会議事録

2022 年６月 16日（木）１９：00〜
ＹＭＣＡ江東センター　ＺＯＯＭハイブリッド

6 月の予定に関して
１．決算・予算準備
　　酒向会計補佐より決算案が提示され出席者により検討が成された。
　　�未決済項目を 2～ 3点残して概ね現況を反映したものと一同理解
する。最終的な数値を入れたものを 7月第 1例会で再度提示いた
だき確認する事とする。

２．次期会長より　大原次期会長より来期の方針の概要が示される。
� �「Ｂｅアクティブ」をテーマとし新たなＣＳ活動などに注力したい

旨発表があった。活動に関わる委員会の設置を復活させる予定も
報告された。

３．もみのきプロジェクトの件
　　�駿河園長よりモミの木植え替えに関して業者との交渉・実施予定
に関して報告が成された。伐採後の木の活用として幼稚園の遊具、
椅子への加工などワイズにサポート要請あり。

【出席者】島田、駿河、酒向、小松（重）、小松（康）、大原、相川
	 ＺＯＯＭ　藤井、鈴木

長い間枯れたままになっていた園庭のもみの木。江
東ワイズメンズクラブで新しいもみの木に植え替えよ

う！との案が出たのは 2020~2021 の宇田川氏が会長の時であったかと記憶しております。そ
れを引き継いだ次の会長島田氏は植木職人さんをご手配下さり具体的に動き始めてください
ました。しかし、幼稚園に見に来てくださった職人さんからは「これだけ大きなもみの木の
伐採と伐根はなかなか難しい」とのお話が。それから暫くの間もみの木プロジェクトの話は
少し遠のいていました。今年度幼稚園で園庭の樹木剪定をお願いしたウォールフラワーズ山
本さん (管原ワイズからのご紹介 )にもみの木のことをお話すると快く伐採・伐根・植樹を引
き受けてくださいました。６月 18日、職人さん２人で枯れた木を伐根までしてくださり、20
日、今期会長大原氏と在園児たちが一緒に新しいもみの木を植樹することができました。
伐採・伐根されたもみの木はというと、江東コミュニティ活動とのコラボ「ワーク」で園
児たちの椅子やテーブル、積み木へと加工予定。まさに SDGsです。� （駿河幸子）

納　会
本間　剛

6月25日 ( 土 )インド料理ナンディニ
にて、今期の納会を行いました。コロナ
禍で自粛ムードでハイブリット例会続き
だったこの一年を総括しつつ、久々にメン
バーで顔を合わせて、楽しいひと時でし
た。島田会長はじめ役員の皆様方、イレ
ギュラーばかりの一年、大変お疲れ様で
した。
【メンバー :相川、安斉、小松、小松 ( 康 )、酒向、島田、駿河、

寺尾、藤井、柳沢、山﨑、本間、ゲスト: 石井、草分、滝沢】

もみの木プロジェクトもみの木プロジェクトもみの木プロジェクト
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飯田歳樹さんへのお別れの言葉
飯田さん、私とは長く病院友達でしたが、年からいってもあな
たが先に旅立つとは思いませんでした。悲しみの極みです。
貴方は掛け替えのない友として、その大きな人間力、明るさ、
大らかさから周りの皆さんの太陽のような存在でした。
忘れられないエピソードをいくつか………
エベレストに行ったとき、ほんとに行ったのだからすごい、し
かし登ったとは言いませんでした。
私の妻が深川4中の同期会から笑いながら帰ってきた。聞くと、
飯田さんが来ていたという。飯田さんは違う中学なので「どうした
の飯田さん？」と聞くと、彼の友達の４中出の友達から「同期会
だから来いよ」と連絡があったという。「中学が違うけどまあいい
か」と思って来たのだという。友達が間違えたのも気にしないで。
ワイズではわがクラブが親クラブですがクラブ同士親しくなっ
たのは設立５年目の江東クラブは大蔵会長、ひがしクラブは金丸
さんが会長の時以来であります。
飯田さんの発案だと思いますが両クラブでの共同事業として区
内の河川をきれいにしようと活動を始めたことがありました。
浄化剤混入の EM団子なるものを作り、汚れた河川にその団
子を撒き始めました。小学生に飯田さんが説明していた。「今投
げた団子が川の水をきれいにするんだよ」と今日の「水と緑の町　
江東」のもと築いてくれた。素晴らしいボランティアでした。
飯田さんは金丸さんと共に東陽町のYMCAを支えるひがしク
ラブの両輪であります。
また彼はコスモス21と称する会員が 50 名ほどの区長を応援
する会のメンバーですが区長以下メンバーのだれからも慕われて
いました。
飯田さんとはクラブは違うが親しくお付き合いをいただき、近
所にフレンチのレストランができたからと奥様と２組で楽しい食
事のひと時を過ごさせていただきました。
奥様の加代さまと豪華船での世界一周旅行を予約し、船中の

ダンスのためにタキシードをあつらえ用意していたのに、奥様は
バイオリンをソファーで奏でているときに突然お亡くなりになり、
その悲しみは察するに余りでありました。
彼としばしば会った順天堂病院で、一度「帰り送るよ」と声を

かけられましたが「片腕ギブスじゃあない」と言いましたが、平
気でしかも医師専用の駐車場から悠 と々出てきて送ってくれまし
た。誰からも愛される豪快な人柄でありました。
晩年は誰しもが認める金丸さんとの名コンビでした。
葬儀にはひがしクラブのみなさんが参列されていましたが、見

ると柱の陰で金丸さんがそっと目をぬぐっていました。
正面に飾られてあった写真はあのタキシード姿で「一足お先に

……」と、とても素敵な笑顔でした。合掌
東京江東クラブ　香取良和

飯田さんを偲ぶ会 
本間　剛

猛暑日の中、飯田さんを偲ぶ会が東陽町 YMCAセンターで執
り行われた。昨年末 74歳でお亡くなりになった訃報を伺ってか
ら半年、、生前の飯田さんのお人柄が偲ばれる、年代問わず、職
業問わず、団体問わずの集まりでした。ひがしクラブの皆様の温
かい趣向で、飯田さんのこれまでの功績、奥様との仲睦まじい
様子、金丸さんとのバディっぷりをたくさんご紹介頂き、それらを
ずっと、中央に飾られたタキシードで決めポーズの飯田さんの遺
影が、生前同様、参加している皆さんを気遣いながら、グラス片
手に、見回っている様でした。懐かしい映像と共に、私も、全
国各地での海洋調査よろしく、ワイズの会合後に、飯田さん＆金
丸さんバディと3人で、夜の錦糸町探索に繰り出したのを懐かし
く思い出しておりました。安らかな旅立ちをお祈り致しております。
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平和な日本で起きた予想もしなかった元首相銃撃事件。元首相のご冥福をお祈りする。使用された銃は３Ｄプリンターで部品を作ったらしい。使
い方間違えるとその辺にある機械が武器製造機になってしまうとは恐ろしい。T.A.
今期ブリテン委員長に復活しました。一年間よろしくお願いします。Y.S.

今後の予定　　　　（2022 年 7月～ 2022 年 8月）

7月 21日（木）� クラブ総会・キックオフ
� 江東センタ　19：00 ～
7月 23 日（土）� 第 1回関東東部評議会
� ＺＯＯＭ　9：00～
7月 23 日（土）� 伐採もみの木遊具加工
� 幼稚園園庭　13：00 ～
7月 28 日（木）� 役員会　�江東センター 19：00 ～
8月 20 日（土）� 納涼例会　�銀座ライオン 17：00 ～
8月 25 日（木）� 役員会　江東センター 19：00 ～

江東コミュニティーセンター＆幼稚園
江東ＹＭＣＡ

▼江東ＹＭＣＡ幼稚園の日常
・お楽しみ保育（年長：宿泊保育）
年長児を対象としたお泊り保育を9月12日～ 14日で予定し
ています。6･7月と保護者を対象に説明会を2回実施してきま
した。この宿泊保育は、学生ボランティアリーダーが参加する
ことが特徴で、子どもたちにとって仲間やリーダーとの生活は、
かけがえのない時間となります。コロナ禍での実施となります
が、安全、安心を第一に準備を進めていきます。
・第四回避難訓練
７月６日、今年度四回目となる避難訓練を実施しました。。今回
の避難訓練は津波発生による避難訓練として今年度、初めて
の園外への避難をしました、園庭に集合、人数確認をしてすぐ
に徒歩 1分の場所にある小学校の４階体育館までの避難でし
た。想定よりもスムーズに歩き、階段を上ることが出来ました。
終始先生の声に耳を傾け、落ち着いて訓練に臨むことが出来ま
した。（2歳児クラスの子どもたちも、しっかり歩いて避難するこ
とができました。）

▼江東コミュニティー＆幼稚園
・フードパントリー
東陽町コミュニティーセンターの紹介により、江東 YMCAもフー
ドパントリーの受け渡し場所となっています。7月18日、第 9
回フードパントリーが実施されます。少しでも困っている方ファミ
リーに寄り添うことができればと願っております。
・「もみの木プロジェクト」　～ワークプログラム開催します～
　枯れてしまった、もみの木を伐採・伐根、そして、6月30日
新たなもみの木を植樹しました。
子どもたちも、一人ひとりがスコップやシャベルで土を盛り、最
後は、大原新会長と駿河園長で締めくくり、無事に植樹するこ
とができました。
　このプロジェクトは、江東ワイズメンズクラブに全面的にご支
援いただき誠にありがとうございました。
　そして、伐採した幹などを、子どもたちの遊具として再生させ
る「ワークプログラム」を7月23日（土）13:00 ～ 16:00 に
実施いたします。江東コミュニティー（オール江東）活動として
在園親子、コミュニティー委員、ワイズのみなさんにご案内をし
参加者を募集中です。ぜひご参加お待ちしています。

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）
▼終了式：7月21日（木）
▼夏休み：7月22日（金）～
▼江東ワーク「もみの木プロジェクト」：７月２３日（土）
▼ピアノ発表会：7月24日（日）
▼夏季保育：８月２２日（月）～
▼始園式：9月1日（木）

▼プール解体：９月１０日（土）
▼お楽しみ保育：９月１２日（月）～１４日（水）　（山中湖センター）
▼キャンプ
☆わんぱくデイキャンプ：年中から年長：８月１６日（火）～１８日
（木）
☆サッカー大会『全国ＹＭＣＡ大会』：８月２０日（土）～２２日（月）

オール東京の報告
▼東京・フロストバレーＹＭＣＡパートナーシッププログラムとし
て、現地の夏キャンプに3年ぶりに日本からリーダーを派遣した。
選考された7名のリーダーが 6月16日に日本を出発し、約 2
カ月間、在米日本人の子どもたちを対象としたキャンプのカウン
セラー（リーダー）をつとめる。なお、8月13日にはフロストバレー
ＹＭＣＡのＣＥＯであるJerry�Huncosky 氏の退任式が行われ、
松本数実氏（国際・総合教育事業部統括）他数名の職員が
出席する予定。
▼「第 20回世界ＹＭＣＡ大会」が 7月3日～ 9日にデンマー
ク及びオンラインで開催される。世界各国から参加者が集い、
世界ＹＭＣＡ同盟の行動計画「VISION�2030」策定に向けた協
議や、役員・常務委員の選挙の他、交流やディスカッション等
が予定されている。同日程で開催される「ＹＭＣＡ世界大都市会
議」と合わせて、松本数実氏が現地参加する他、数名のスタッ
フがオンラインで日本からの参加を予定している。
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