
よりよく変わる、
	 よりよく変える

22-23　関東東部部長　工藤大丈
（東京ベイサイド）

この、原稿を書いているのが７月末ですが、コロナも含めて世界
がどう変わっていくのか、変化の早さと不確実性は増していくばか
りですね。さて、そんな変わりゆく世界において、ボランティアはど
ういう力を持ち得るのでしょうか。そんなことを改めて、感じたり考
えたりしている今日この頃です。
そもそも、ワイズの信条である「社会には奉仕第一を旨とする」
に立ち返るまでもないですが、ワイズメンとしてやはり、ボランティ
アを通して世界をよりよく変えるという思想がベースにあります。コ
ロナはその行動、行為すらも分断してしまった。「もうそろそろ、棚
卸をして動く時期である、そしてボランティアを楽しもう」と江東ク
ラブの山崎ワイズ（地域奉仕事業主査）にも、第一回の関東東部評
議会でもご発言いただきました。工藤も同意です。
世界は加速し変わっていく、のであれば、そこにコミットし、より
よく変えたい。そして自身も変わっていきたい、成長していきたい、
そんな風に工藤自身はボランティアを理解して捉えています。
前置きが長くなりましたが、経験のない中、関東東部部長を拝命
して手探りではあります。その中で、取り組むことはポストコロナに
対応した、関東東部の体制の在り方をよりよく変えたいと思っていま
す。そこには、みなさまにご意見をいただきたいです、具体的には
改めて発信しますが、ぜひご協力をお願いします。組織の仕組みを
少しだけ変えながら、ボランティアの本質は変えず、楽しく動き社会
への奉仕参画したい、そんな年度にしたいと思っています。

今月の強調テーマ
＜キックオフ＞

7月会員数 7月出席者 7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） 6月まで 1214779 6月まで 0 会長 大原真之介
メネット	 7月分 16000 7月例会分	 13000 副会長 小松重雄

内広義会員2名 コメット	 0 7月その他 3000 会計 高橋由起江

休会 0名 ゲスト	 0 残高 1230779 累計 16000 書記 相川達男
ビジター	 直前会長 島田徹

連絡主事 小松康広

8JUL

８月例会（納涼例会）
担当：A委員会

と　き	 ２０２２年８月２０日（土）１７時～１９時
ところ	 銀座ライオン７丁目店２階特別室
	 東京都中央区銀座７－９－２０銀座ライオンビル２階
	 TEL ０３－３５７１－２５９０
会　費	 ５，０００円
受　付	 酒向裕司君
司　会	 山﨑常久君

プログラム
開会点鐘	 会長　大原真之介君
会長挨拶	 会長　大原真之介君
乾　杯	 藤井寛敏君

食事・歓談
令和４年の夏・・・・・１分間スピーチ

ハッピーバースデイ・結婚記念日
スマイル
各種報告
閉会点鐘	 会長　大原真之介君

今月のハッピーバースデイ
市崎俊一君（２２日）
結婚記念日　該当なし

今月の聖句

『「あなたたちは真理を知り、
真理はあなたたちを自由にする。」』

� ヨハネによる福音書�8 章 32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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関東東部評議会　報告
大原真之介

ワイズメンズクラブ国際協会　東日本区 2022-2023 年度　
関東東部第１回評議会が 2022 年 7 月 31 日に ZOOMによ
るオンライン会議にて関東東部役員・各クラブ会長・YMCA
担当主事約 30名の出席者で行われた。
会員増強、ワイズライフのより一層の楽しみ方・取り組み

夏の盛り 7月 23日　土曜日の午後、幼稚園園庭で「ワーク」が行われま
した。

長い年月、江東 YMCA幼稚園を見守り続けた「もみの木」（いつ植樹がされ、何年間幼稚園
を見守り続けてきたもみの木であるかは残念ながら分かりません）が数年前に突然枯れまし
た。常緑樹なのに葉が茶色になり落ち、枝のみとなりました。それでも立ち続けていたもみ
の木。安全面からも「このままでは…」と始まった江東ワイズ「もみの木プロジェクト」でした。そして先月号の
ブリテンでお伝えさせていただいた通り、6月に伐採・伐根の運びとなりました。伐採・伐根の当日、切り進めら
れると共に枝や幹が山ほどに。今まで見守っていてくれたもみの木がそのままに廃棄されることにどうしても忍び難
い思いが。面白い形の幹や枝たち、きっと子どもたちの新たな遊び道具として生まれ変わるに違いないと考えました。
そして、太い幹は、そのままオブジェに。また、長さを変えて切った幹は小さなテーブルと椅子に。沢山の枝は様々
な形に切り自然な形の積み木に、と考えました。それらを子どもたちが安全に扱えるようにと「やすり掛けのワーク」

が企画されました。在園児親子 5組、卒園児親子 1組の方々、ワイズ、コミュニティ、教職員が協同でワイズ鈴木氏
のご指導の下、「やすりがけ」を黙々と楽しみました。
切り落とした木の断面がつるつるになる工程はなかなかに手応えがあり、親子で確かめ合いながら行っている様子はなんと

も微笑ましく、ワーク当日は気温が高く早めに時間を切り上げる状況ではありましたが、良いひとときとなりました。
新たに生まれ変わったもみの木は、これからもずっと子どもたちと一緒に幼稚園で過ごしていきます。� （駿河幸子）

方の今後について明確なリーダーシップを発揮いただいた、
所沢クラブ大澤和子直前部長から、ベイサイドクラブ工藤大
丈新部長への引き継ぎ式から始まり、各役員・各クラブの今
期の目標や想いを共有する大変貴重な機会であった。特筆す
べき事としてはやはり、工藤新部長の掲げる今期の主題・副
題である。
●�主題「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

東京江東ワイズメンズクラブ
2021～ 2022年度決算書・2022～ 2023年度予算書
収入の部（決算） 2022 予算
大項目 項目 数量 金額 (円） 備考 数量 金額 (円）
通常会費 通常会費 (年６万円） 21	 1,152,000	 担当主事除（若手補助有） 23	 1,194,000	
特別会計１ 特別例会　６回 287,000	 400,000	
特別会計２ じゃがいも/アスパラ 1,539,800	 1,300,000	
RBM,その他 寄付、お年玉切手 115,001	 虹の会、個人等からの寄付 55,000	
前期繰越金 273,915	 122,581	
収入の部計 3,367,716	 3,071,581	
支出の部（決算） 2022 予算
大項目 項目 数量 金額 (円） 備考 数量 金額 (円）

負担金 東日本区費 21 303,700 担当主事分含 23 319,000
関東東部関係 92,250 部費，部会費、ＣＳ，ＹＶＬＦ 92,250

各種献金 東日本区各種献金 271,348 ＣＳ，ＢＦ，ＴＯＦ，ＡＳＦ，ＦＦ， 210,350
ロースター ロースター・広告費 0 入会金含む 16,000
通常例会 食事代・講師謝礼 59,094 175,000
特別会計１ 特別例会費用 640,702 570,000
特別会計２ じゃがいも/アスパラ 1,116,568 950,000

クラブ事業費

Ａ委員会
　ＥＭＣ・リーダー親睦 20,000 30,000
Ｂ委員会
　ワイズカップサッカー 80,000 80,000
　ＹＭＣＡ諸大会 100,000 サッカー、ソフト，Ｃラン 100,000
　その他Ｙサ事業 36,614 プール設置、解体他 42,000
　ワイズガーデン 49,000 40,000
Ｃ委員会
　ブリテン 112,909 編集、印刷、封筒，切手 122,000
　ＤＢＣ／ＩＢＣ 135,300 150,000

交際補助金 会長・クラブ交際費 0 研修会、主事補助 0

その他

江東センター使用料 50,000 50,000
記念品 49,500 0
通信費、予備費 3,400 0
その他 124,750 2,400
次期繰越金 122,581 122,581

支払いの部計 3,367,716 3,071,581

ワーク編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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東京江東ワイズ　　2022年 7月　役員会議事録

2022 年 7月 28日（木）19：00～
ＹＭＣＡ江東センター　ＺＯＯＭハイブリッド

1．8月予定確認（納涼例会）
	 第一例会：例年通り無し
	 納涼例会　8/10の 20時にＺＯＯＭ臨時役員会を開催し決定する。
2．スイカ割りの件
	 幼稚園で日程を決めてもらい実施。
	 スイカビーチボール（3～ 4個）を調達する（宇田川さん）
3．9月予定確認　
	 9/10（土）：プール解体で焼きとり実施する。
	 保護者には持ち帰りで渡す。ビールも渡す。
	 補修ワークは無しの見込み（先生が研修のため）
	 9/15（木）本例会で新入会式
	 工藤関東東部部長に立会人＋スピーチを依頼（酒向）
	 10 月本例会：講師の候補（納涼例会までに皆で考えて提案する。）
5．新入会員オリエンテーションに関して
	 8/20（納涼例会前）　滝沢さん　　8/24　堀さん
６．その他
	 コロナ再拡大対策
	 例会の形態（対面	or	Zoom）については会長判断で決定する。
	 10/15-16 の区民祭りでは、従来の位置が確保できた（香取）
参加者　酒向、小松（康）、相川　／ＺＯＯＭ　藤井、小松（重）、島田、本間、宇田川

東京江東ワイズ　　2022年 7月　本例会議事録

2022 年 7月 21日（木）19：00～
江東センター　ＺＯＯＭ参加可

コロナ対策で、ワイズソング、信条を割愛。会長挨拶ののち食事
第１部　島田会長を議長に選出
１．前年度事業報告　　島田会長より報告
	 	コロナ禍が続く中、今年はクリスマス例会や花見例会の他、チャ

イルドガーデン（園児とチューリップを植栽）、もみの木プロジェ
クトが実施できた。	 承認多数

２．前年度決算報告　　高橋会計（補佐酒向）より報告。
	 繰越金と預金残高の照合の指摘があり資料を提示した。
	 承認多数
	 	役員交代式　島田前会長、大原新会長、小松新副会長、相川書記

が藤井メンの証人の元バッジの交換を行い、交代が成された。
第２部　大原新会長を議長に選出
１．事業方針、事業計画発表　　大原新会長よりレジメに従い発表
	 	事業方針や事業計画とともにA委員会（島田委員長）、B委員会（本

間委員長）の構成などを発表。	 承認多数
２．新年度予算報告
	 	予算が厳しいのなら、特別例会やスマイル、で収入を増やす工夫

をする。	 承認多数
	 総会議案審議終了後、各種報告。
	 7 月 23 日（土）にもみのき遊具加工ワーク・補修ワークを行う。
出席者　　相川、大原、草分、酒向、鈴木、島田、駿河、寺尾、藤井、本間、山崎

ＺＯＯＭ　香取

会長：大原　　　副会長：小松　　　書記：相川　　　会計：高橋
Ａ委員会　（島田委員長） Ｂ委員会　（本間委員長）

主にクラブ内に関する事業、東日本区献金関連及びファンド事業
ブリテン発行など広報、対外関係事業

◆ 	ＡＳＦ、ＴＯＦ、ＢＦ、RBM、FFの強調月間に献金袋を回す　
◆お年玉つき年賀切手の管理
◆お年玉つき年賀切手の管理
◆ 	ＬＴ（ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ　ｔｒａｉｎｉｎｇ）　オリエンテーションを企画準備実行
する

主にＹＭＣＡサービス事業、地域サービス事業

◆ＹＭＣＡサービス
◆江東ＹＭＣＡ以外のＹＭＣＡ関連支援
◆地域奉仕事業
◆ユース関連（リーダー含む）

事業 責任担当 補佐 事業 責任担当 補佐

ブリテン 酒向 山﨑 ソフトボール 鈴木 高橋
Zoom・ウェブ 市崎 酒向 ワイズサッカー 大原 高橋
ジャガイモ 島田 相川 ユース 宇田川 本間
区民祭り 小松（重） 香取 プール組立解体、焼き鳥 島田 佐藤　菊池
各種献金 安齋 駿河 館内ワーク 鈴木 宇田川
スマイル管理　　　　相川 相川 駿河 チャリティラン 本間 菅原
プルタブ収集 安齋 柳沢 ワイズガーデン 本間 香取
備品管理 島田 小松（康） 会員親睦会 高橋 本間
講師アレンジ 山﨑 島田 バザー 相川 佐藤
LT 藤井 柳沢 クリスマス会 寺尾 本間　菅原
DBC 藤井 香取
IBC 山﨑 藤井 もみの木 菅原 鈴木
年賀切手シート 島田 安齋 カンボジア 宇田川 高橋　山﨑
納涼会 山﨑 安齋
オープンハウス 島田 小松（重） 新年会 山﨑 寺尾
RBM 藤井 駿河 新会員獲得 本間 高橋
メネット文庫 藤井 駿河 アスパラ 相川 小松（康）

新規親子プログラム 大原 相川　小松（康）

A委員会

幹事　島田
藤井、安齋、市崎、香取、菊池、小松（重）、酒向、山﨑、駿河、柳沢、香取

B委員会

幹事　本間
相川、宇田川、寺尾、菅原、鈴木、高橋、佐藤、小松（康）、大原

ために。」
●�副題「SDGs って何だろう ?�無理なく継続的な発展が世
界に訪れ、あらゆる人が幸せになる未来とは」

今の時代に沿いまた、テーマ性として大変奥深い事柄であ
ると共に、関東東部あげて取り組むべきまた、改善も議論も
しやすい発題であると強く感じた。　
そして実際に、今回のオンライン会議を執り仕切っていた

だいた、「チームベイサイドクラブ」の無駄のない・ストレ
スのない見事な議事進行や役割分担・タイムスケジュールま
た、工夫やノウハウには感服するばかりであった。
また当江東クラブからは山﨑常久氏が、地域奉仕・YMCA�

サービス事業主査として部役員に加わっていただき、（ご存
知の方も多いかと思いますが、、）山﨑主査の類まれなるコ
ミュニケーション能力と実行力を持ってのご活躍を、クラブ
全体で大いに後押しし、盛り上げたく思う所存です。
社会奉仕活動を無理なく楽しく、熱意を持って仲間と共に

行うことは心よりの喜びの一つです。ワイズにはこんなに多
くの仲間がいる想いがあると！改めて感じた会議でした。
最後の記念撮影

まで、完璧に企画
いただきました、
ベイサイドクラブ
の皆様に心よりの
感謝と御礼を申し
上げます。

２０２２～２０２３事業分担表
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コロナ禍でしたが娘の応援のため松山に行ってきました。空いた時間に行った道後温泉本館は３時間待ちで断念。今夏は人の移動は多そうです。Y.S
ここ数日、近所の家から風鈴の音色が、涼しい音のお裾分け有難うございます。T.A

今後の予定　　　　（2022 年８月～ 2022 年９月）

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 ～
9月 1日（木）� �第 1 例会� �江東センター　�19：00 ～
9月 10 日（土）� プール解体��江東幼稚園園庭�8：30 ～
9月 15 日（木）� �本例会・工藤関東東部部長公式訪問・新

入会員入会式
� � 江東センター� 19：00 ～
9月 29 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の報告

▼幼稚園
　7月21日に終了式（2歳児のつくしぐみも一緒に参加）を終
え、夏休みがスタートしました。通常の保育はお休みになりま
したが、夏休み中、15日間、子育て支援として預かり保育（虹っ
こ）を実施いたします。保護者の協力の下で設置したプール開
放がお盆の前後以外は、午前・午後に実施されています。コ
ロナ禍で定員を20 名で設定していますが、園庭には楽しそう
な子どもたちの声が響き渡っています。

▼コミュニティーセンター
・各クラスが無事に終了しました
　コロナ渦、感染防止対策を講じ、定例野外教育活動『どろ
んこ』・『くれよん』、体操クラス『ダンボ』、サッカークラブ『イー
グル』・『ペガサス』、リトミッククラス、ピアノクラス、バレエク
ラス無事に1学期の運営を終了することができました。
・ピアノ発表会
　７月２４日（日）江東区文化
センター大ホールにて、子ど
もたちの良き経験を積み重ね
る場として開催することがで
きました。コロナ感染防止対
策として２部制で実施しまし
た。
演奏者は、いつものレッスン以上の成果を発揮していたのでは
ないでしょうか。
　コロナ禍での発表会でしたが、素敵な会になりました。（演
奏者は42名）
・水の安全（ウォーターセーフティー）キャンペーン
　7月14日（木）、15日（金）
の 2日間にわたって「ウォー
ターセーフティキャンペー
ン」を行いました。全国の
YMCA では毎年 6月から7
月にかけて実施しており、今
年、江東 YMCA 幼稚園で
も初めてのプログラムとして着衣泳と紙芝居を通して、水の安
全について考える時間を持ちました。年中・年少さんは紙芝居
を見て、教室にて大切な事柄を伝えました。年長さんは紙芝居
と合わせて実際にプールで着衣泳を行いました。話を聞いて実
際に浮き身を真似する姿や、慣れてくると自分で浮いてみる子ど
もたちの姿がありました。

江東センター＆幼稚園の予定
▼夏季保育：８月２２日（月）～２６日（金）
▼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：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
1．2022 年 3月に開始したウクライナ緊急支援募金は、7月
23日現在、10,593,797円が寄せられている。ウクライナＹＭＣ
Ａ、日本ＹＭＣＡ同盟、ヨーロッパＹＭＣＡ同盟等を通じて、ヨーロッ
パ近隣諸国や日本で避難生活を送るウクライナの人 を々支援す
るための活動に用いる。また、ウクライナの人 を々励ますために、
ウクライナＹＭＣＡの Viktor�Serbulov 総主事に、東京ＹＭＣＡス
タッフ有志が作成したビデオメッセージを送った。今後東京ＹＭ
ＣＡの子どもたちからのメッセージ動画も送る予定。
2．7月3日～ 9日、「第 20回世界ＹＭＣＡ大会」が「IGNITE
（火をつける）」をテーマに、デンマークのオーフス及びオンラ
インで開催された。現地に約 1,000 人が集い、オンラインでも
約 1,000 人が参加し、過去最大規模の大会となった（日本か
らは12 名が現地参加、44 名がオンライン参加）。大会では、
コロナ後の世界やＳＤＧｓなどグローバルな課題に対してＹＭＣＡ
が行動を起こしていくための「VISION�2030」が採択された他、
Soheila�Hayek 世界ＹＭＣＡ新会長（レバノンＹＭＣＡ）と新役
員11人が選任された。また、ユースによる多数のセッションや
100を超えるグループディスカッション等が行われた。同日程で
開催された「ＹＭＣＡ世界大都市会議」と合わせて、東京ＹＭＣ
Ａからは松本数実氏が現地参加し、3名のスタッフがオンライ
ンで部分参加をした。

オール東京の予定　
▼「第 25回会員芸術祭」（オンライン開催）　8月中旬～ 9月
東京ＹＭＣＡホームページ上に出展作品の画像を掲載
▼国際協力一斉街頭募金　
【日　程】9月17日（土）
【場　所】新宿駅周辺
▼第 36回インターナショナル・チャリティーラン
【日　程】　個人の部�10月15日（土）～ 22日（土）8日間
�チームの部　10月22日（土）～ 30日（日）9日間
☆ 10月22日（土）木場公園にて、イベントも予定しています。
【開催方法】今回もオンラインにて、スマホアプリ「RenoBody」
を使用し歩く大会として開催することが決定いたしました。
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